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平成24年５月 30日 

各   位 

 

上場会社名 加 賀 電 子 株 式 会 社

コード番号 ８１５４ 東 証 第 一 部         

本社所在地 東京都千代田区外神田三丁目12番8号

代 表 者 の 
役 職 氏 名 

代表取締役社長  塚 本 外 茂 久 

問 合 せ 先 
執 行 役 員 
管理本部長 

川 村 英 治 

 ＴＥＬ ０３-４４５５-３１１１ 

 

 

 

 （訂正・数値データ訂正あり） 

「平成24年３月期 第３四半期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成24年2月3日に発表いたしました「平成24年３月期 第３四半期決算短信[日本基準]（連

結）」につきまして、一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正個所は下線にて表示しております。 

訂正理由につきましては、本日開示の「過年度有価証券報告書、決算短信等の一部訂正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

 

以上 

  

KG013-0
15mm
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【サマリー情報】 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 
(1) 連結経営成績（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 ％

24年３月期第３四半期 173,690 △2.2 1,276 △60.2 1,402 △55.2 △356 －
23年３月期第３四半期 177,535 1.5 3,208 263.2 3,130 295.7 1,431 －
（注）包括利益  24年３月期第３四半期  △1,696百万円（－％）  23年３月期第３四半期  305百万円（－％） 

 
 

 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期 114,675 45,922 38.7 
23年３月期 114,686 48,598 40.9 
（参考）自己資本    24年３月期第３四半期  44,377百万円  23年３月期  46,934百万円 

 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 
(1) 連結経営成績（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 ％

24年３月期第３四半期 173,565 △2.2 1,151 △63.1 1,277 △58.0 △430 －
23年３月期第３四半期 177,450 1.4 3,123 253.6 3,045 284.9 1,378 －
（注）包括利益  24年３月期第３四半期  △1,770百万円（－％）  23年３月期第３四半期  253百万円（－％） 

 
 

 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期 114,514 45,762 38.6 
23年３月期 114,599 48,512 40.9 
（参考）自己資本    24年３月期第３四半期  44,216百万円  23年３月期  46,848百万円 

  

 
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

24年３月期第３四半期 △12.91 －
23年３月期第３四半期 51.86 －

 
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

24年３月期第３四半期 △15.60 －
23年３月期第３四半期 49.96 －
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（添付資料） 

【訂正箇所：２ページ】 

１．当四半期決算に関する定性的情報 
 
（訂正前） 
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

～（略）～ 

その結果、第３四半期連結累計期間における売上高は173,690百万円（前年同四半期比2.2％減）、営業

利益は1,276百万円（前年同四半期比60.2％減）、経常利益は1,402百万円（前年同四半期比55.2％減）と

なり、四半期純損失は356百万円（前年同四半期は四半期純利益1,431百万円）となりました。 

～（略）～ 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

～（略）～ 

②情報機器事業（パーソナルコンピュータ、ＰＣ周辺機器、写真・映像関連商品およびオリジナルブラ

ンド商品などの販売など） 

情報機器事業は、東日本大震災や夏場以降の消費の落ち込みおよびタイの洪水による取扱い商品の供

給減などの影響がありましたが、パーソナルコンピュータおよび周辺機器など既存商品の拡販や新商材

の開拓および７月の地上アナログ放送終了にともなう地上デジタル放送チューナーの受注が増加しまし

た。その結果、売上高は39,332百万円（前年同四半期比1.6％増）となりましたが、売上総利益率の高い

取引の減少と貸倒引当金の計上により、セグメント損失は188百万円（前年同四半期はセグメント利益

256百万円）となりました。 

～（略）～ 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は114,675百万円（前連結会計年度比11百万円の減少）とな

りました。これは主に現金及び預金の減少などによるものであります。 

負債につきましては、68,752百万円（前連結会計年度比2,664百万円の増加）となりました。これは主に

短期借入金の増加などによるものであります。 

純資産につきましては、45,922百万円（前連結会計年度比2,675百万円の減少）となりました。これは主

に配当金の支払とその他の包括利益累計額の減少によるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期連結累計期間の連結業績を勘案し、平成23年10月28日に公表いたしました平成24年３月期通

期の業績予想を変更いたしました。 

①平成24年３月期通期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 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

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 238,000 2,100 2,600 1,300 47.11

今 回 発 表 予 想 （ Ｂ ） 227,000 1,600 2,100 950 34.42

( Ｂ ) － ( Ａ ) △11,000 △500 △500 △350 -

(ご参考)前期実績 

(平成23年３月期) 
237,951 3,563 3,738 1,854 67.20

②変更の理由 
～（略）～ 

 

（訂正後） 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

～（略）～ 

その結果、第３四半期連結累計期間における売上高は173,565百万円（前年同四半期比2.2％減）、営業
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利益は1,151百万円（前年同四半期比63.1％減）、経常利益は1,277百万円（前年同四半期比58.0％減）と

なり、四半期純損失は430百万円（前年同四半期は四半期純利益1,378百万円）となりました。 

～（略）～ 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

～（略）～ 

②情報機器事業（パーソナルコンピュータ、ＰＣ周辺機器、写真・映像関連商品およびオリジナルブラ

ンド商品などの販売など） 

情報機器事業は、東日本大震災や夏場以降の消費の落ち込みおよびタイの洪水による取扱い商品の供

給減などの影響がありましたが、パーソナルコンピュータおよび周辺機器など既存商品の拡販や新商材

の開拓および７月の地上アナログ放送終了にともなう地上デジタル放送チューナーの受注が増加しまし

た。その結果、売上高は39,207百万円（前年同四半期比1.5％増）となりましたが、売上総利益率の高い

取引の減少と貸倒引当金の計上により、セグメント損失は313百万円（前年同四半期はセグメント利益

171百万円）となりました。 

～（略）～ 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は114,514百万円（前連結会計年度比85百万円の減少）とな

りました。これは主に現金及び預金の減少などによるものであります。 

負債につきましては、68,752百万円（前連結会計年度比2,664百万円の増加）となりました。これは主に

短期借入金の増加などによるものであります。 

純資産につきましては、45,762百万円（前連結会計年度比2,750百万円の減少）となりました。これは主

に配当金の支払とその他の包括利益累計額の減少によるものであります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期連結累計期間の連結業績を勘案し、平成23年10月28日に公表いたしました平成24年３月期通

期の業績予想を変更いたしました。 

①平成24年３月期通期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 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

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 238,000 2,100 2,600 1,300 47.11

今 回 発 表 予 想 （ Ｂ ） 227,000 1,600 2,100 950 34.42

( Ｂ ) － ( Ａ ) △11,000 △500 △500 △350 -

(ご参考)前期実績 

(平成23年３月期) 
237,811 3,423 3,598 1,768 64.07

②変更の理由 
～（略）～ 
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【訂正箇所：４ページ】 

３．四半期連結財務諸表等 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 

（訂正前） 

 

 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成23年12月31日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  11,926   10,861

    受取手形及び売掛金  54,173   53,953

    有価証券  71   65

    商品及び製品  15,775   17,667

    仕掛品  555   712

    原材料及び貯蔵品  3,189   4,054

    繰延税金資産  975   685

    その他  6,392   6,721

    貸倒引当金  △182   △225

    流動資産合計  92,876   94,496

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物及び構築物（純額）  2,494   2,931

      機械装置及び運搬具（純額）  1,601   1,047

      工具、器具及び備品（純額）  1,016   1,034

      土地  4,099   4,076

      建設仮勘定  511   45

      有形固定資産合計  9,724   9,135

    無形固定資産      

      のれん  464   315

      ソフトウエア  790   786

      その他  1,344   1,282

      無形固定資産合計  2,599   2,385

    投資その他の資産      

      投資有価証券  4,493   3,842

      繰延税金資産  619   846

      その他  6,000   5,673

      貸倒引当金  △1,627   △1,703

      投資その他の資産合計  9,485   8,658

    固定資産合計  21,810   20,178

  資産合計  114,686   114,675
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  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成23年12月31日) 

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  40,790   41,250

    短期借入金  8,505   12,944

    未払法人税等  1,511   711

    役員賞与引当金  138   120

    その他  6,041   6,005

    流動負債合計  56,987   61,032

  固定負債      

    長期借入金  4,636   3,281

    退職給付引当金  1,556   1,570

    役員退職慰労引当金  1,294   1,366

    資産除去債務  226   226

    その他  1,385   1,275

    固定負債合計  9,099   7,719

  負債合計  66,087   68,752

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  12,133   12,133

    資本剰余金  13,912   13,912

    利益剰余金  25,038   23,854

    自己株式  △1,332   △1,332

    株主資本合計  49,752   48,567

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  △246   △887

    繰延ヘッジ損益  0   △0

    為替換算調整勘定  △2,571   △3,302

    その他の包括利益累計額合計  △2,817   △4,190

  新株予約権  0   0

  少数株主持分  1,664   1,545

  純資産合計  48,598   45,922

負債純資産合計  114,686   114,675
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（訂正後） 

 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成23年12月31日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  11,926   10,861

    受取手形及び売掛金  54,025   53,674

    有価証券  71   65

    商品及び製品  15,775   17,667

    仕掛品  555   712

    原材料及び貯蔵品  3,189   4,054

    繰延税金資産  1,029   790

    その他  6,399   6,734

    貸倒引当金  △182   △225

    流動資産合計  92,789   94,335

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物及び構築物（純額）  2,494   2,931

      機械装置及び運搬具（純額）  1,601   1,047

      工具、器具及び備品（純額）  1,016   1,034

      土地  4,099   4,076

      建設仮勘定  511   45

      有形固定資産合計  9,724   9,135

    無形固定資産      

      のれん  464   315

      ソフトウエア  790   786

      その他  1,344   1,282

      無形固定資産合計  2,599   2,385

    投資その他の資産      

      投資有価証券  4,493   3,842

      繰延税金資産  619   846

      その他  6,000   5,673

      貸倒引当金  △1,627   △1,703

      投資その他の資産合計  9,485   8,658

    固定資産合計  21,810   20,178

  資産合計  114,599   114,514
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  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成23年12月31日) 

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  40,790   41,250

    短期借入金  8,505   12,944

    未払法人税等  1,511   711

    役員賞与引当金  138   120

    その他  6,041   6,005

    流動負債合計  56,987   61,032

  固定負債      

    長期借入金  4,636   3,281

    退職給付引当金  1,556   1,570

    役員退職慰労引当金  1,294   1,366

    資産除去債務  226   226

    その他  1,385   1,275

    固定負債合計  9,099   7,719

  負債合計  66,087   68,752

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  12,133   12,133

    資本剰余金  13,912   13,912

    利益剰余金  24,952
  

 
23,693

    自己株式  △1,332   △1,332

    株主資本合計  49,665   48,407

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  △246   △887

    繰延ヘッジ損益  0   △0

    為替換算調整勘定  △2,571   △3,302

    その他の包括利益累計額合計  △2,817   △4,190

  新株予約権  0   0

  少数株主持分  1,664   1,545

  純資産合計  48,512   45,762

負債純資産合計  114,599   114,514
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【訂正箇所：６ページ】 

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書 

（第３四半期連結累計期間） 

 

（訂正前） 

 

  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高  177,535   173,690

売上原価  154,293   152,425

売上総利益  23,241   21,264

販売費及び一般管理費  20,033   19,988

営業利益  3,208   1,276

営業外収益      

  受取利息  49   45

  受取配当金  63   66

  受取手数料  164   127

  その他  279   304

  営業外収益合計  557   544

営業外費用      

  支払利息  79   109

  為替差損  468   231

  その他  87   76

  営業外費用合計  635   418

経常利益  3,130   1,402

特別利益      

  固定資産売却益  17   11

  投資有価証券売却益  12   195

  受取補償金  140   －

  子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益  101   －

  その他  －   0

  特別利益合計  272   207

特別損失      

  固定資産除却損  12   36

  投資有価証券評価損  383   133

  減損損失  －   3

  災害による損失  －   1,050

  その他  101   42

  特別損失合計  497   1,265

税金等調整前四半期純利益  2,905   344

法人税、住民税及び事業税  1,192   880

法人税等調整額  244   △212

法人税等合計  1,436   668

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 1,468   △323

少数株主利益  37   32

四半期純利益又は四半期純損失（△）  1,431   △356
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  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主利益  37   32

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 1,468   △323

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  20   △644

  繰延ヘッジ損益  △38   △0

  為替換算調整勘定  △1,145   △727

  その他の包括利益合計  △1,163   △1,372

四半期包括利益  305   △1,696

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  269   △1,729

  少数株主に係る四半期包括利益  36   32
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（訂正後） 

 

  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高  177,450   173,565

売上原価  154,293   152,425

売上総利益  23,156   21,140

販売費及び一般管理費  20,033   19,988

営業利益  3,123   1,151

営業外収益      

  受取利息  49   45

  受取配当金  63   66

  受取手数料  164   127

  その他  279   304

  営業外収益合計  557   544

営業外費用      

  支払利息  79   109

  為替差損  468   231

  その他  87   76

  営業外費用合計  635   418

経常利益  3,045   1,277

特別利益      

  固定資産売却益  17   11

  投資有価証券売却益  12   195

  受取補償金  140   －

  子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益  101   －

  その他  －   0

  特別利益合計  272   207

特別損失      

  固定資産除却損  12   36

  投資有価証券評価損  383   133

  減損損失  －   3

  災害による損失  －   1,050

  その他  101   42

  特別損失合計  497   1,265

税金等調整前四半期純利益  2,820   219

法人税、住民税及び事業税  1,192   880

法人税等調整額  211   △262

法人税等合計  1,404   617

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 1,416   △398

少数株主利益  37   32

四半期純利益又は四半期純損失（△）  1,378   △430

少数株主利益  37   32

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 1,416   △398

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  20   △644

  繰延ヘッジ損益  △38   △0
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  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

  為替換算調整勘定  △1,145   △727

  その他の包括利益合計  △1,163   △1,372

四半期包括利益  253   △1,770

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  216   △1,803

  少数株主に係る四半期包括利益  36   32
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【訂正箇所：８ページ】 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

 

（訂正前） 

 

前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表

計上額 
(注) 

電子部品事
業 

情報機器事
業 

ソフトウェ
ア事業 

その他事業 計 

売上高   

  外部顧客への売上高 127,642 38,724 3,661 7,506 177,535 － 177,535

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

913 564 1,587 2,738 5,803 △5,803 －

計 128,556 39,289 5,248 10,244 183,339 △5,803 177,535

セグメント利益 2,525 256 274 275 3,331 △122 3,208

(注)（略） 

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表

計上額 
(注) 

電子部品事
業 

情報機器事
業 

ソフトウェ
ア事業 

その他事業 計 

売上高   

  外部顧客への売上高 124,428 39,332 2,445 7,484 173,690 － 173,690

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,170 583 2,313 1,931 5,999 △5,999 －

計 125,598 39,916 4,758 9,416 179,690 △5,999 173,690

セグメント利益又は 
損失（△） 

1,223 △188 66 243 1,344 △68 1,276

(注)（略）  
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（訂正後） 

 

前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表

計上額 
(注) 

電子部品事
業 

情報機器事
業 

ソフトウェ
ア事業 

その他事業 計 

売上高   

  外部顧客への売上高 127,642 38,639 3,661 7,506 177,450 － 177,450

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

913 564 1,587 2,738 5,803 △5,803 －

計 128,556 39,204 5,248 10,244 183,254 △5,803 177,450

セグメント利益 2,525 171 274 275 3,246 △122 3,123

(注)（略） 

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表

計上額 
(注) 

電子部品事
業 

情報機器事
業 

ソフトウェ
ア事業 

その他事業 計 

売上高   

  外部顧客への売上高 124,428 39,207 2,445 7,484 173,565 － 173,565

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,170 583 2,313 1,931 5,999 △5,999 －

計 125,598 39,791 4,758 9,416 179,565 △5,999 173,565

セグメント利益又は 
損失（△） 

1,223 △313 66 243 1,220 △68 1,151

(注)（略） 


