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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

（注）平成21年３月期は、決算期（事業年度の末日）変更により平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であるため、平成22年３月期第３
四半期対前年度同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 8,343 14.4 38 ― 43 ― 13 ―
22年3月期第3四半期 7,292 ― △78 ― △111 ― △117 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 4.21 ―
22年3月期第3四半期 △36.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 4,882 3,106 63.6 975.31
22年3月期 4,855 3,101 63.9 973.43

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  3,106百万円 22年3月期  3,101百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
7.00 7.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,500 14.0 60 ― 50 ― 50 ― 15.69



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 3,230,000株 22年3月期  3,230,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  44,344株 22年3月期  44,344株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 3,185,656株 22年3月期3Q 3,185,656株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、外国経済の回復や経済

政策等の効果により緩やかな回復基調となっているものの、急激な円高の進行や株価の低迷などにより、先行き不

透明な情勢の中で推移いたしました。 

このような状況の中、当社といたしましては親会社である加賀電子株式会社との取扱製品及び販売市場の補完関

係を 大限に活かし、新規ビジネスの発掘、新商権の拡販に努めてまいりました。更に、国内の数千社にのぼる産

業・計測・工業機器メーカーの市場をコア・マーケットとして注力市場のひとつと位置付け、コア・マーケット向

け営業部門を中心に新規取引先の拡大を目指し営業活動を行なってまいりました。 

これらの活動の結果、コミュニケーション分野においては、中国向け携帯電話機ビジネスの終息及び携帯電話機

用カメラ向け半導体需要の減少により前年同期対比で売上高は減少いたしました。コンシューマ分野においては、

薄型テレビ、デジタルスチルカメラ及びオーディオ向けなどの半導体販売が比較的好調であったことから、前年同

期対比で売上高は増加いたしました。インダストリー分野においては、半導体製造装置を中心に市場全体として好

調に推移しており、これら装置メーカー及び商社向けの売上が好調に推移したことから、前年同期対比で売上高は

増加いたしました。 

以上により、当第３四半期累計期間の業績については、売上高83億43百万円（前年同期比14.4%増）、営業利益

38百万円（前年同四半期は営業損失78百万円）、経常利益43百万円（前年同四半期は経常損失１億11百万円）、四

半期純利益13百万円（前年同四半期は四半期純損失１億17百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ27百万円増加し、48億82百万円となりました。

これは主に現金及び預金が１億25百万円、受取手形及び売掛金が１億49百万円それぞれ減少したものの、たな卸資

産が２億59百万円増加したことなどによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ21百万円増加し、17億75百万円となりました。こ

れは主に買掛金が１億51百万円、一年内返済予定の長期借入金が１億20百万円それぞれ減少したものの、短期借入

金が３億１百万円増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ５百万円増加し、31億６百万円となりました。

これは主に配当金の支払等により利益剰余金が８百万円減少したものの、評価・換算差額等が14百万円増加したこ

となどによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成22年４月30日に公表いたしました業績予想から変更ございません。 

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ236千円減少しており、税引前四半期

純利益は、3,130千円減少しております。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 164,941 290,743

受取手形及び売掛金 2,936,824 3,085,831

有価証券 50,000 －

商品及び製品 1,323,321 1,064,278

その他 190,125 177,192

貸倒引当金 △4,573 △3,972

流動資産合計 4,660,638 4,614,073

固定資産   

有形固定資産 14,777 15,937

無形固定資産 23,330 20,931

投資その他の資産   

投資有価証券 52,932 85,604

関係会社株式 50,000 50,000

差入保証金 45,815 47,928

その他 36,507 22,159

貸倒引当金 △1,520 △1,520

投資その他の資産合計 183,735 204,172

固定資産合計 221,844 241,041

資産合計 4,882,483 4,855,115

負債の部   

流動負債   

買掛金 531,440 682,864

短期借入金 1,021,061 719,361

1年内返済予定の長期借入金 － 120,000

未払費用 7,714 6,790

未払法人税等 4,592 7,339

賞与引当金 11,185 20,633

その他 100,832 117,743

流動負債合計 1,676,826 1,674,733

固定負債   

退職給付引当金 70,574 64,464

役員退職慰労引当金 16,977 10,334

資産除去債務 5,880 －

その他 5,230 4,560

固定負債合計 98,662 79,358

負債合計 1,775,489 1,754,091

エー・ディ・エム㈱ (3335) 平成23年３月期第３四半期 決算短信〔日本基準〕（非連結）

－3－



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金 775,804 775,804

利益剰余金 1,779,236 1,788,112

自己株式 △13,316 △13,316

株主資本合計 3,102,054 3,110,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,584 △12,389

繰延ヘッジ損益 △646 2,482

評価・換算差額等合計 4,938 △9,907

純資産合計 3,106,993 3,101,023

負債純資産合計 4,882,483 4,855,115
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,292,481 8,343,936

売上原価 6,495,955 7,320,136

売上総利益 796,525 1,023,800

販売費及び一般管理費 875,193 985,715

営業利益又は営業損失（△） △78,667 38,084

営業外収益   

受取利息 769 316

受取配当金 970 582

為替差益 － 3,788

業務受託手数料 － 8,614

その他 181 2,104

営業外収益合計 1,921 15,406

営業外費用   

支払利息 7,729 4,926

債権売却損 2,368 2,938

為替差損 20,726 －

その他 4,426 2,601

営業外費用合計 35,251 10,465

経常利益又は経常損失（△） △111,998 43,024

特別利益   

投資有価証券売却益 － 11,866

特別利益合計 － 11,866

特別損失   

投資有価証券評価損 458 16,785

投資有価証券売却損 － 17,995

事務所移転費用 1,929 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,893

その他 36 12

特別損失合計 2,423 37,687

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △114,421 17,204

法人税、住民税及び事業税 2,694 2,664

法人税等調整額 － 1,116

法人税等合計 2,694 3,780

四半期純利益又は四半期純損失（△） △117,116 13,423
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,696,747 2,662,544

売上原価 2,379,882 2,299,515

売上総利益 316,864 363,029

販売費及び一般管理費 322,556 335,970

営業利益又は営業損失（△） △5,691 27,058

営業外収益   

受取利息 574 56

受取配当金 445 6

助成金収入 － 800

業務受託手数料 － 2,400

その他 － 161

営業外収益合計 1,019 3,423

営業外費用   

支払利息 2,568 1,637

債権売却損 394 247

為替差損 6,367 5,813

その他 436 462

営業外費用合計 9,766 8,162

経常利益又は経常損失（△） △14,438 22,319

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 16,259

投資有価証券売却益 － 11,866

貸倒引当金戻入額 388 534

特別利益合計 388 28,661

特別損失   

投資有価証券評価損 458 －

投資有価証券売却損 － 17,928

特別損失合計 458 17,928

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △14,507 33,052

法人税、住民税及び事業税 980 835

法人税等調整額 － △20

法人税等合計 980 814

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,488 32,237
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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