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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１四半期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成23年8月1日に発表いたしました「平成24年３月期 第１四半期決算短信[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１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30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１四半期 55,002 △7.9 247 △73.0 373 △62.4 115 △79.1
23年３月期第１四半期 59,692 10.4 916 － 993 － 552 －
（注）包括利益  24年３月期第１四半期  △406百万円（－％）  23年３月期第１四半期△155百万円（－％） 

 

 
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１四半期 4.18 －
23年３月期第１四半期 20.02 －
 
(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１四半期 111,352 47,657 41.4 
23年３月期 114,686 48,598 40.9 
（参考）自己資本    24年３月期第１四半期  46,107百万円  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１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30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１四半期 55,001 △7.9 247 △73.0 372 △62.5 114 △79.2
23年３月期第１四半期 59,692 10.4 916 － 993 － 552 －
（注）包括利益  24年３月期第１四半期  △406百万円（－％）  23年３月期第１四半期△155百万円（－％） 

 

 
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１四半期 4.16 －
23年３月期第１四半期 20.02 －
 
(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１四半期 111,265 47,570 41.4 
23年３月期 114,599 48,512 40.9 
（参考）自己資本    24年３月期第１四半期  46,020百万円  23年３月期  46,848百万円 
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（添付資料） 

【訂正個所：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）～ 

かかる環境の中で、当社グループは、グループ全体の連携を強めながら、新商材の開拓やＬＥＤ照明など

の環境関連商品の拡販、取扱商品の充実などに努力してまいりましたが、東日本大震災による製品や部材の

生産見送りの影響を受け、第１四半期連結累計期間における売上高は55,002百万円（前年同四半期比7.9％

減）、営業利益は247百万円（前年同四半期比73.0％減）、経常利益は373百万円（前年同四半期比62.4％

減）となり、また、四半期純利益は115百万円（前年同四半期比79.1％減）となりました。 

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、東日本大震災により一部落込みが見られましたが、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節電関連商品の需要増加および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た結果、売上高は12,547百万円（前年同四半期比7.1％増）とな

り、セグメント利益は54百万円（前年同四半期比545.1％増）となりました。 

～（略）～ 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は111,352百万円（前連結会計年度比3,333百万円の減少）と

なりました。これは主に売掛債権の減少などによるものであります。 

負債につきましては、63,694百万円（前連結会計年度比2,392百万円の減少）となりました。これは主に仕

入債務の減少などによるものであります。 

純資産につきましては、47,657百万円（前連結会計年度比940百万円の減少）となりました。これは主に保 

有する有価証券の時価変動に伴う、その他有価証券評価差額金の減少など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 

～（略）～ 

②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） － － － － － 

今回発表予想（Ｂ） 238,000 2,100 2,600 1,300 47.11

増減額（Ｂ）－（Ａ） － － － － － 

増 減 率 （ ％ ） － － － － － 

(ご参考)前期実績 
(平成23年３月期) 

237,951 3,563 3,738 1,854 67.20

～（略）～ 
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（訂正後） 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

～（略）～ 

かかる環境の中で、当社グループは、グループ全体の連携を強めながら、新商材の開拓やＬＥＤ照明など

の環境関連商品の拡販、取扱商品の充実などに努力してまいりましたが、東日本大震災による製品や部材の

生産見送りの影響を受け、第１四半期連結累計期間における売上高は55,001百万円（前年同四半期比7.9％

減）、営業利益は247百万円（前年同四半期比73.0％減）、経常利益は372百万円（前年同四半期比62.5％

減）となり、また、四半期純利益は114百万円（前年同四半期比79.2％減）となりました。 

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、東日本大震災により一部落込みが見られましたが、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節電関連商品の需要増加および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た結果、売上高は12,546百万円（前年同四半期比7.1％増）とな

り、セグメント利益は54百万円（前年同四半期比537.5％増）となりました。 

～（略）～ 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は111,265百万円（前連結会計年度比3,334百万円の減少）と

なりました。これは主に売掛債権の減少などによるものであります。 

負債につきましては、63,694百万円（前連結会計年度比2,392百万円の減少）となりました。これは主に仕

入債務の減少などによるものであります。 

純資産につきましては、47,570百万円（前連結会計年度比941百万円の減少）となりました。これは主に

保有する有価証券の時価変動に伴う、その他有価証券評価差額金の減少など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 

～（略）～ 

②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） － － － － － 

今回発表予想（Ｂ） 238,000 2,100 2,600 1,300 47.11

増減額（Ｂ）－（Ａ） － － － － － 

増 減 率 （ ％ ） － － － － － 

(ご参考)前期実績 
(平成23年３月期) 

237,811 3,423 3,598 1,768 64.07

～（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１四半期連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  11,926   10,944

    受取手形及び売掛金  54,173   50,896

    有価証券  71   69

    商品及び製品  15,775   17,809

    仕掛品  555   674

    原材料及び貯蔵品  3,189   3,301

    繰延税金資産  975   935

    その他  6,392   5,685

    貸倒引当金  △182   △190

    流動資産合計  92,876   90,126

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物及び構築物（純額）  2,494   2,408

      機械装置及び運搬具（純額）  1,601   1,512

      工具、器具及び備品（純額）  1,016   1,087

      土地  4,099   4,099

      建設仮勘定  511   487

      有形固定資産合計  9,724   9,595

    無形固定資産      

      のれん  464   410

      ソフトウエア  790   704

      その他  1,344   1,319

      無形固定資産合計  2,599   2,433

    投資その他の資産      

      投資有価証券  4,493   4,411

      繰延税金資産  619   414

      その他  6,000   5,973

      貸倒引当金  △1,627   △1,602

      投資その他の資産合計  9,485   9,196

    固定資産合計  21,810   21,225

  資産合計  114,686   111,352
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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１四半期連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  40,790   39,333

    短期借入金  8,505   9,759

    未払法人税等  1,511   523

    役員賞与引当金  138   104

    その他  6,041   5,344

    流動負債合計  56,987   55,065

  固定負債      

    長期借入金  4,636   4,182

    退職給付引当金  1,556   1,561

    役員退職慰労引当金  1,294   1,315

    資産除去債務  226   227

    その他  1,385   1,341

    固定負債合計  9,099   8,628

  負債合計  66,087   63,694

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   24,740

    自己株式  △1,332   △1,332

    株主資本合計  49,752   49,453

  その他包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  △246   △601

    繰延ヘッジ損益  0   0

    為替換算調整勘定  △2,571   △2,744

    その他の包括利益累計額合計  △2,817   △3,346

  新株予約権  0   0

  少数株主持分  1,664   1,550

  純資産合計  48,598   47,657

負債純資産合計  114,686   111,352
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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１四半期連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  11,926   10,944

    受取手形及び売掛金  54,025   50,748

    有価証券  71   69

    商品及び製品  15,775   17,809

    仕掛品  555   674

    原材料及び貯蔵品  3,189   3,301

    繰延税金資産  1,029   989

    その他  6,399   5,693

    貸倒引当金  △182   △190

    流動資産合計  92,789   90,040

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物及び構築物（純額）  2,494   2,408

      機械装置及び運搬具（純額）  1,601   1,512

      工具、器具及び備品（純額）  1,016   1,087

      土地  4,099   4,099

      建設仮勘定  511   487

      有形固定資産合計  9,724   9,595

    無形固定資産      

      のれん  464   410

      ソフトウエア  790   704

      その他  1,344   1,319

      無形固定資産合計  2,599   2,433

    投資その他の資産      

      投資有価証券  4,493   4,411

      繰延税金資産  619   414

      その他  6,000   5,973

      貸倒引当金  △1,627   △1,602

      投資その他の資産合計  9,485   9,196

    固定資産合計  21,810   21,225

  資産合計  114,599   111,265
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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１四半期連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  40,790   39,333

    短期借入金  8,505   9,759

    未払法人税等  1,511   523

    役員賞与引当金  138   104

    その他  6,041   5,344

    流動負債合計  56,987   55,065

  固定負債      

    長期借入金  4,636   4,182

    退職給付引当金  1,556   1,561

    役員退職慰労引当金  1,294   1,315

    資産除去債務  226   227

    その他  1,385   1,341

    固定負債合計  9,099   8,628

  負債合計  66,087   63,694

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   24,653

    自己株式  △1,332   △1,332

    株主資本合計  49,665   49,366

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  △246   △601

    繰延ヘッジ損益  0   0

    為替換算調整勘定  △2,571   △2,744

    その他の包括利益累計額合計  △2,817   △3,346

  新株予約権  0   0

  少数株主持分  1,664   1,550

  純資産合計  48,512   47,570

負債純資産合計  114,599   111,265
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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１四半期連結累計期間） 

 

（訂正前） 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高  59,692   55,002

売上原価  51,900   47,954

売上総利益  7,792   7,047

販売費及び一般管理費  6,875   6,799

営業利益  916   247

営業外収益      

  受取利息  15   18

  受取配当金  31   38

  受取手数料  50   48

  その他  99   94

  営業外収益合計  196   200

営業外費用      

  支払利息  25   34

  為替差損  55   16

  その他  38   24

  営業外費用合計  119   75

経常利益  993   373

特別利益      

  固定資産売却益  1   3

  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  109   －

  その他  －   0

  特別利益合計  250   3

特別損失      

  固定資産除却損  10   3

  投資有価証券評価損  90   32

  減損損失  －   3

  ゴルフ会員権評価損  －   16

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  38   －

  その他  21   8

  特別損失合計  160   64

税金等調整前四半期純利益  1,083   312

法人税、住民税及び事業税  386   223

法人税等調整額  127   △33

法人税等合計  514   190

少数株主損益調整前四半期純利益  568   121

少数株主利益  16   6

四半期純利益  552   115

少数株主利益  16   6

少数株主損益調整前四半期純利益  568   121
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  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  △178   △354

  繰延ヘッジ損益  △26   △0

  為替換算調整勘定  △518   △172

  その他の包括利益合計  △724   △528

四半期包括利益  △155   △406

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  △164   △412

  少数株主に係る四半期包括利益  8   6
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（訂正後） 

 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高  59,692   55,001

売上原価  51,900   47,954

売上総利益  7,792   7,046

販売費及び一般管理費  6,875   6,799

営業利益  916   247

営業外収益      

  受取利息  15   18

  受取配当金  31   38

  受取手数料  50   48

  その他  99   94

  営業外収益合計  196   200

営業外費用      

  支払利息  25   34

  為替差損  55   16

  その他  38   24

  営業外費用合計  119   75

経常利益  993   372

特別利益      

  固定資産売却益  1   3

  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  109   －

  その他  －   0

  特別利益合計  250   3

特別損失      

  固定資産除却損  10   3

  投資有価証券評価損  90   32

  減損損失  －   3

  ゴルフ会員権評価損  －   16

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  38   －

  その他  21   8

  特別損失合計  160   64

税金等調整前四半期純利益  1,083   311

法人税、住民税及び事業税  386   223

法人税等調整額  127   △33

法人税等合計  514   190

少数株主損益調整前四半期純利益  568   121

少数株主利益  16   6

四半期純利益  552   114

少数株主利益  16   6

少数株主損益調整前四半期純利益  568   121

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  △178   △354

  繰延ヘッジ損益  △26   △0

  為替換算調整勘定  △518   △172
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  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

  その他の包括利益合計  △724   △528

四半期包括利益  △155   △406

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  △164   △413

  少数株主に係る四半期包括利益  8   6
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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】 

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

 

（訂正前） 

 

１  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 

その他 
(注) 

合計 
電子部品事業 情報機器事業

ソフトウェア
事業 

計 

売上高   

  外部顧客への売上高 39,429 12,547 717 52,693 2,308 55,002

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

336 159 704 1,199 348 1,548

計 39,765 12,706 1,421 53,893 2,656 56,550

セグメント利益 184 54 35 274 13 288

(注)（略） 

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差

額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 274

「その他」の区分の利益 13

セグメント間取引消去額 △20

のれんの償却額 △19

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 247
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（訂正後） 

 

１  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 

その他 
(注) 

合計 
電子部品事業 情報機器事業

ソフトウェア
事業 

計 

売上高   

  外部顧客への売上高 39,429 12,546 717 52,693 2,308 55,001

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

336 159 704 1,199 348 1,548

計 39,765 12,705 1,421 53,893 2,656 56,550

セグメント利益 184 54 35 273 13 287

(注)（略） 

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差

額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 273

「その他」の区分の利益 13

セグメント間取引消去額 △20

のれんの償却額 △19

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 247

 


