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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年6月30日） 

 

(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 ％

24年9月期第3四半期 50,354 △14.7 228 ― 231 ― 83 ―
23年9月期第3四半期 59,031 △23.1 △345 ― △376 ― △256 ―

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9月期第3四半期 33.45 ―
23年9月期第3四半期 △101.36 ―

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

24年9月期第3四半期 22,943 5,742 25.0 2,332.75
23年9月期 19,814 5,781 29.2 2,286.03
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  5,742百万円 23年9月期  5,781百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年9月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 35.00 35.00

3. 平成24年 9月期の業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 77,000 0.1 290 ― 200 ― 90 ― 35.59



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期3Q 2,529,100 株 23年9月期 2,529,100 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 67,553 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 2,497,406 株 23年9月期3Q 2,529,100 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おりません。 

※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予想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。 



(株)フーマイスターエレクトロニクス(3165) 平成24年９月期第３四半期決算短信[日本基準](非連結) 

○添付資料の目次 

 

 １．当四半期の業績等に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

  (１) 経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

  (２) 財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

  (３) 業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 ２．サマリ―情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

  (１) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

  (２) 追加情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

３．四半期財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

  (１) 四半期貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

  (２) 四半期損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

  (３) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

  (４) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

  (５) 重要な後発事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 

 - 1 - 
 



ファイル名:       (株)フーマイスターエレクトロニクス(3165) 平成24年９月期第３四半期決算短信[日本基準](非連結) 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(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23年10月１日～平成24年６月30日）における世界経済は、ユーロ圏

における財政金融危機を背景とした先進国の景気低迷が長引き、中国等の新興国の経済成長も減速

した状態であり、依然として厳しい状況が続いております。 

この様な経営環境のもと、当社におきましては既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱商品の

拡大に取り組み収益性の向上を目指してまいりましたが、タイで発生した洪水の影響や景気低迷に

よるＯＤＤ(オプティカル・ディスク・ドライブ)市場の縮小、高機能薄型ＴＶの売れ行き不振など

により、売上高は503億54百万円（前年同四半期比14.7％減）となりました。 

利益につきましては、棚卸資産における評価基準を変更したことに加え、２月から４月にかけて

やや円安傾向であったこと等により、営業利益は２億28百万円（前年同四半期は営業損失３億45百

万円）、経常利益は２億31百万円（前年同四半期は経常損失３億76百万円）、四半期純利益は、平

成23年12月２日に公布された改正法人税法及び復興財源確保法による税率の変更に伴う影響額を計

上したこと等により、83百万円（前年同四半期は四半期純損失２億56百万円）となりました。 

 

当第３四半期累計期間における事業部門別概況は以下のとおりであります。 

 

① 半導体事業 

半導体事業は、欧州危機による市場低迷やタイの洪水影響によるＰＣ生産減等により、ＯＤＤ及び

高機能薄型ＴＶ向け半導体の需要が減少し、売上は低調に推移しました。 

以上の結果、売上高は116億16百万円(前年同四半期比14.0％減)となりました。 

 

② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、タイの洪水による部品不足の影響でＰＣの生産が減少し、顧客のＯＤＤ販

売が低迷しました。部品不足は解消されたものの顧客の生産計画が減少したため、売上は低調に推

移しました。 

以上の結果、売上高は116億85百万円（前年同四半期比24.4％減）となりました。 

 

③ ＬＣＤモジュール事業 

ＬＣＤモジュール事業は、顧客のスマートフォンの販売台数が年初計画に比べ大幅に落ち込んだた

め、売上も低調に推移しました。 

以上の結果、売上高は102億11百万円（前年同四半期比31.6％減）となりました。 

 

④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、顧客の需要が堅調で、概ね好調に推移しました。 

以上の結果、売上高は133億89百万円(前年同四半期比18.5％増)となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、昨年末からソーラーパネル封止材の受注が開始されたものの、液晶用セルの大幅

な受注減少やスマートフォン用バッテリーの大型案件が受注できなかったことから、売上は低調に推

移しました。 

以上の結果、売上高は34億51百万円（前年同四半期比9.4％減）となりました。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

資産・負債・純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は、商品が１億65百万円減少したものの、現金及び預金が88

百万円、売掛金が36億26百万円それぞれ増加したこと等により、229億43百万円(前事業年度末比

31億28百万円増)となりました。 

負債は、買掛金が５億62百万円減少したものの、短期借入金が34億90百万円増加したこと等に

より、172億円(前事業年度末比31億67百万円増)となりました。 

純資産は、剰余金の配当等に伴い利益剰余金の減少４百万円及び自己株式取得による減少41百

万円があったこと等により、57億42百万円(前事業年度末比39百万円減)となりました。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

  現時点では平成24年５月14日発表の業績予想に変更はありませんが、業績予想を見直す必要が生

じた場合には、適時に見直し数値を開示する予定であります。 

 

２．サマリ―情報（その他）に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   会計上の見積りの変更 

当社は従来、棚卸資産の評価基準につき、通常の販売目的で保有する棚卸資産については期末に

おける正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額をもって貸借対照表価

額とし、且つ、取得から一定の期間を超える場合には原則として規則的に帳簿価額を切り下げた価

額をもって貸借対照表価額としておりました。 

このたび、取得から一定の期間を超える棚卸資産について、正味売却価額が帳簿価額を上回るケ

ースが増えてきており、棚卸資産に係る収益性の低下の事実をより適切に財政状態及び経営成績に

反映させるため、第１四半期会計期間より期末における正味売却価額が取得価額よりも下落してい

る場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法に変更することとしました。 

この結果、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ

100,468千円増加しております。 

(2) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)

を適用しております。 

（退職給付制度の移行） 

当社は、退職給付制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しておりましたが、

平成24年１月１日に退職一時金制度及び確定拠出型年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用しております。 
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この移行により損益に与える影響はありません。 

（法人税率の変更等による影響） 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、当社では平

成24年10月１日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7％か

ら平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込ま

れる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる

一時差異については、35.6％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)が4,944千円、繰延税金資産(固定資産)が24,214千

円減少し、法人税等調整額が29,866千円増加しております。 
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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)

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 872,032 960,415

売掛金（純額） 11,912,860 15,539,592

商品 4,332,672 4,166,746

その他 927,057 511,636

流動資産合計 18,044,622 21,178,391

固定資産   

有形固定資産 1,362,019 1,346,658

無形固定資産 30,314 27,750

投資その他の資産 377,888 390,301

固定資産合計 1,770,222 1,764,711

資産合計 19,814,845 22,943,103

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,549,267 5,987,015

短期借入金 6,816,500 10,306,889

未払法人税等 1,067 2,581

賞与引当金 52,396 22,012

役員賞与引当金 9,500 －

その他 121,037 385,063

流動負債合計 13,549,767 16,703,562

固定負債   

退職給付引当金 77,986 79,968

役員退職慰労引当金 270,484 284,048

投資損失引当金 100,774 98,958

その他 34,231 34,380

固定負債合計 483,477 497,355

負債合計 14,033,245 17,200,918

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,450 550,450

資本剰余金 2,382,670 2,382,670

利益剰余金 2,846,160 2,841,172

自己株式 － △41,043

株主資本合計 5,779,281 5,733,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,318 8,935

評価・換算差額等合計 2,318 8,935

純資産合計 5,781,599 5,742,185

負債純資産合計 19,814,845 22,943,103
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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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 59,031,256 50,354,237

売上原価 58,288,312 49,002,232

売上総利益 742,943 1,352,004

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 393,871 433,669

退職給付費用 14,013 14,587

役員退職慰労引当金繰入額 13,186 13,563

賞与引当金繰入額 72,446 6,473

その他 595,390 654,913

販売費及び一般管理費合計 1,088,908 1,123,206

営業利益又は営業損失（△） △345,964 228,797

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,663 1,701

為替差益 18,846 40,484

受取家賃 27,259 12,793

その他 18,410 22,434

営業外収益合計 66,180 77,414

営業外費用   

支払利息 65,457 50,821

支払手数料 23,952 20,042

その他 7,015 3,422

営業外費用合計 96,425 74,286

経常利益又は経常損失（△） △376,210 231,925

特別利益   

固定資産売却益 98 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産除却損 － 53

貸倒引当金繰入額 1,500 450

特別損失合計 1,500 503

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △377,611 231,422

法人税、住民税及び事業税 1,288 4,883

法人税等調整額 △122,540 143,008

法人税等合計 △121,251 147,891

四半期純利益又は四半期純損失（△） △256,360 83,530
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 

 

 (5) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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