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本日の内容

2012年3月期 決算概要

2013年3月期 業績見通し

＆

事業環境の変化と成長戦略



2012年3月期 決算概要

2013年3月期 業績見通し

＆

事業環境の変化と成長戦略



2012年3月期 総括

� 事 業 環 境

� 東日本大震災・タイの洪水によるサプライチェーンの打撃

� 円高等による有力電子機器メーカーの輸出環境悪化

� 液晶テレビの需要減少・採算悪化

� 業 績

� 国内販売の低下を主因とした減収・減益

� 海外は、液晶モジュール向けデバイス伸長

� ト ピ ッ ク ス

� 早期退職募集、および国内事業拠点の整理統合を実施

� 中国の現地法人の移転（深圳圳圳圳 →恵州）



2012年3月期 ハイライト

連連連連 結結結結

2011201120112011年年年年3333月期月期月期月期 2012201220122012年年年年3333月期予想月期予想月期予想月期予想 2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期

金金金金 額額額額((((百万円百万円百万円百万円)))) 金金金金 額額額額((((百万円百万円百万円百万円)))) 金金金金 額額額額((((百万円百万円百万円百万円))))

対前年同期対前年同期対前年同期対前年同期 対予想対予想対予想対予想

＜上段＞増減額＜上段＞増減額＜上段＞増減額＜上段＞増減額((((百万円百万円百万円百万円))))

＜下段＞増減率（％）＜下段＞増減率（％）＜下段＞増減率（％）＜下段＞増減率（％）

売売売売 上上上上 高高高高 81,945 78,000 75,392
△△△△6,553

△△△△8.0

△△△△2,608

△△△△3.3

営業利益営業利益営業利益営業利益

【【【【営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率】】】】

1,795

【【【【2.2%】】】】

1,260

【【【【1.6%】】】】

1,111

【【【【1.5％％％％】】】】

△△△△684

△△△△38.1

△△△△149

△△△△11.8

経常利益経常利益経常利益経常利益

【【【【経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率】】】】

1,716

【【【【2.1%】】】】

1,260

【【【【1.6%】】】】

1,139

【【【【1.5％％％％】】】】

△△△△577

△△△△33.6

△△△△121

△△△△9.6

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

【【【【純利益率純利益率純利益率純利益率】】】】

914

【【【【1.1%】】】】

740

【【【【0.9%】】】】

732

【【【【1.0％％％％】】】】

△△△△182

△△△△19.9

△△△△8

△△△△1.1

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ((((円円円円)))) 105.50 85.39 84.53 △△△△20.97 △△△△0.86

配当配当配当配当((((円円円円)))) 30 30 30 （据え置き）（据え置き）（据え置き）（据え置き） （予想通り）（予想通り）（予想通り）（予想通り）

総資産総資産総資産総資産 39,784 40,600 33,643
△△△△6,141

△△△△15.4

△△△△6,957

△△△△17.1

純資産純資産純資産純資産 22,556 23,300 23,007
＋＋＋＋451

＋＋＋＋2.0

△△△△293

△△△△1.3

ＢＰＳＢＰＳＢＰＳＢＰＳ((((円円円円)))) 2,602.68 2,688.48 2,654.80 ＋＋＋＋52.12 △△△△33.68

【【【【自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率】】】】 【【【【56.7%】】】】 【【【【57.4%】】】】 【【【【68.4％％％％】】】】 ＋＋＋＋11.7pt ＋＋＋＋11.0pt



2012年3月期 損益状況：対前年同期

連連連連 結結結結

2011201120112011年年年年3333月期月期月期月期 2020202012121212年年年年3333月期月期月期月期

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

売上高比売上高比売上高比売上高比

((((％％％％))))

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

売上高比売上高比売上高比売上高比

((((％％％％))))

対前年同期対前年同期対前年同期対前年同期

主な増減要因主な増減要因主な増減要因主な増減要因

((((金額は百万円金額は百万円金額は百万円金額は百万円))))
増減額増減額増減額増減額

((((百万円百万円百万円百万円))))

増減率増減率増減率増減率

((((％％％％))))

売上高売上高売上高売上高 81,945 100.0 75,392 100.0 △△△△6,553 △△△△8.0

売上原価売上原価売上原価売上原価 76,602 93.5 70,851 94.0 △△△△5,751 △△△△7.5

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 5,343 6.5 4,540 6.0 △△△△803 △△△△15.0

販管費販管費販管費販管費 3,547 4.3 3,428 4.5 △△△△119 △△△△3.4

営業利益営業利益営業利益営業利益 1,795 2.2 1,111 1.5 △△△△684 △△△△38.1

営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益 195 0.2 201 0.3 ＋＋＋＋6 ＋＋＋＋3.2

営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用 273 0.3 173 0.2 △△△△100 △△△△36.7

経常利益経常利益経常利益経常利益 1,716 2.1 1,139 1.5 △△△△577 △△△△33.6

特別利益特別利益特別利益特別利益 61 0.1 5 0.0 △△△△56 △△△△91.8

特別損失特別損失特別損失特別損失 284 0.3 141 0.2 △△△△143 △△△△50.4

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 914 1.1 732 1.0 △△△△182 △△△△19.9

� アジア47,555

前年同期比△123

�国内 27,836

前年同期比△6,430

� 粗利の高い国内のウエートが低下

�海外 901

前年同期比△ 13

�国内2,527

前年同期比△106

�為替差損102

前年同期比△85

�支払利息 45

前年同期比△12

�早期割増退職金53

�海外工場閉鎖損失引当金繰入額39

�投資有価証券評価損9

前年同期比△250



2012年3月期 財務状況：対前期末

連連連連 結結結結

2011201120112011年年年年3333月期末月期末月期末月期末 2012201220122012年年年年3333月期末月期末月期末月期末

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

構成比構成比構成比構成比

（％）（％）（％）（％）

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

構成比構成比構成比構成比

（％）（％）（％）（％）

対前期末対前期末対前期末対前期末

増減額増減額増減額増減額

((((百万円百万円百万円百万円))))

主な増減要因主な増減要因主な増減要因主な増減要因

（金額は百万円）（金額は百万円）（金額は百万円）（金額は百万円）

流動資産流動資産流動資産流動資産 35,976 90.4 29,649 88.1 △△△△6,327

固定資産固定資産固定資産固定資産 3,808 9.6 3,994 11.9 ＋＋＋＋186

資資資資 産産産産

合合合合 計計計計

39,784 100.0 33,643 100.0 △△△△6,141

流動負債流動負債流動負債流動負債 16,023 40.3 9,450 28.1 △△△△6,573

固定負債固定負債固定負債固定負債 1,204 3.0 1,186 3.5 △△△△18

負負負負 債債債債 合合合合 計計計計 17,228 43.3 10,636 31.6 △△△△6,592

純純純純 資資資資 産産産産 合合合合 計計計計 22,556 56.7 23,007 68.4 ＋＋＋＋451

負負負負 債債債債 純純純純 資資資資 産産産産

合合合合 計計計計

39,784 100.0 33,643 100.0 △△△△6,141

�現預金 △4,427

�受手・売掛 △1,597

�在庫 △ 319

�投資有価証券 ＋219

�支手・買掛 △5,039

�短期借入 △773

�利益剰余金 ＋ 472



キャッシュ・フローの状況

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

現金及び現金同等物現金及び現金同等物現金及び現金同等物現金及び現金同等物 現金及び現金同等物現金及び現金同等物現金及び現金同等物現金及び現金同等物

2011201120112011年年年年3333月期末月期末月期末月期末 2012201220122012年年年年3333月期末月期末月期末月期末

•税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益

＋＋＋＋1,0031,0031,0031,003

•売上債権減少売上債権減少売上債権減少売上債権減少

＋＋＋＋1,1531,1531,1531,153

•仕入債務減少仕入債務減少仕入債務減少仕入債務減少

△△△△4,8034,8034,8034,803

•税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益

＋＋＋＋1,0031,0031,0031,003

•売上債権減少売上債権減少売上債権減少売上債権減少

＋＋＋＋1,1531,1531,1531,153

•仕入債務減少仕入債務減少仕入債務減少仕入債務減少

△△△△4,8034,8034,8034,803

•定期預金預入定期預金預入定期預金預入定期預金預入

△△△△122122122122

•無形固定資産取得無形固定資産取得無形固定資産取得無形固定資産取得

△△△△60606060

•定期預金預入定期預金預入定期預金預入定期預金預入

△△△△122122122122

•無形固定資産取得無形固定資産取得無形固定資産取得無形固定資産取得

△△△△60606060

•短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減

△△△△611611611611

•社債の償還社債の償還社債の償還社債の償還

△△△△620620620620

•短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減

△△△△611611611611

•社債の償還社債の償還社債の償還社債の償還

△△△△620620620620

営業活動営業活動営業活動営業活動 投資活動投資活動投資活動投資活動 財務活動財務活動財務活動財務活動

△△△△2,755 △△△△245 △△△△1,491



2011201120112011年年年年3333月期月期月期月期 2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期

2012年3月期 品目別売上高

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

売上高売上高売上高売上高

81,94581,94581,94581,945

（構成比）（構成比）（構成比）（構成比）

△△△△6,5536,5536,5536,553 △△△△8.08.08.08.0％％％％

75,39275,39275,39275,392

（構成比）（構成比）（構成比）（構成比）

液晶液晶液晶液晶

デバイスデバイスデバイスデバイス

25,008

（30.5％）

△△△△6,0306,0306,0306,030 △△△△24.124.124.124.1％％％％

18,978

（25.2％）

アミューズメント向け液晶堅調、海外携帯電話向け小型液晶

低迷

半導体・半導体・半導体・半導体・

集積回路集積回路集積回路集積回路

12,754

（15.6％）

△△△△2,2752,2752,2752,275 △△△△17.817.817.817.8％％％％

10,479

（13.9％）

液晶テレビ市場悪化によりドライバーＩＣ減少

電子部品・電子部品・電子部品・電子部品・

その他その他その他その他

43,584

（53.2％）

＋＋＋＋1,9961,9961,9961,996 ＋＋＋＋4.64.64.64.6％％％％

45,580

（60.4％）

海外子会社における液晶モジュール向けデバイス伸長

生産生産生産生産

597

（0.7％）

△△△△243243243243 △△△△40.740.740.740.7％％％％

354

（0.5％）

海外工場移転に伴う売上減少



2012年3月期 連結営業利益増減要因分析：対前年同期

2011201120112011年年年年3333月期月期月期月期 2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期

337337

426426

119119

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）



2012年3月期 決算概要

2013年3月期 業績見通し

＆

事業環境の変化と成長戦略



2013年3月期 業績見通し

連 結

２０１2年３月期 ２０１3年３月期予想

上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期

金 額(百万円) 金 額（百万円）

＜上段＞対前年同期・増減額（百万円）

＜下段＞対前年同期・増減率（％）

売 上 高 37,576 37,816 75,392 36,500 53,500 90,000
△△△△1,076

△△△△2.9

＋＋＋＋15,684

＋＋＋＋41.5

＋＋＋＋14,608

＋＋＋＋19.4

営業利益

【営業利益率】

681

【【【【1.8%】】】】

430

【【【【1.1%】】】】

1,111

【【【【1.5%】】】】

580

【【【【1.6%】】】】

650

【【【【1.2%】】】】

1,230

【【【【1.4%】】】】

△△△△101

△△△△14.9

＋＋＋＋220

＋＋＋＋51.2

＋＋＋＋119

＋＋＋＋10.6

経常利益

【経常利益率】

593

【【【【1.6%】】】】

546

【【【【1.4%】】】】

1,139

【【【【1.5%】】】】

640

【【【【1.8%】】】】

660

【【【【1.2%】】】】

1,300

【【【【1.4%】】】】

＋＋＋＋47

＋＋＋＋7.9

＋＋＋＋114

＋＋＋＋20.9

＋＋＋＋161

＋＋＋＋14.0

当期純利益

【当期純利益率】

496

【【【【1.3%】】】】

236

【【【【0.6%】】】】

732

【【【【1.0%】】】】

450

【【【【1.2%】】】】

480

【【【【0.9%】】】】

930

【【【【1.0%】】】】

△△△△46

△△△△9.3

＋＋＋＋244

＋＋＋＋103.4

＋＋＋＋198

＋＋＋＋26.9

ＥＰＳ（円） 57.28 27.23 84.53 51.93 55.39 107.31 △△△△5.36 ＋＋＋＋28.14 ＋＋＋＋22.78

配当（円） 15 15 30 15 15 30 （据え置き）（据え置き）（据え置き）（据え置き） （据え置き）（据え置き）（据え置き）（据え置き）

総資産 35,837 33,643 32,600 39,800
△△△△3,237

△△△△9.0

＋＋＋＋6,157

＋＋＋＋18.3

純資産 22,893 23,007 23,400 23,900
＋＋＋＋507

＋＋＋＋2.2

＋＋＋＋893

＋＋＋＋3.9

ＢＰＳ（円） 2,641.60 2,654.80 2,700.11 2,757.81 ＋＋＋＋58.51 ＋＋＋＋103.00

【自己資本比率】 【【【【63.9%】】】】 【【【【68.4%】】】】 【【【【71.8%】】】】 【【【【60.1%】】】】 ＋＋＋＋7.9pt △△△△8.3pt



2013年3月期 業績見通し 品目別売上高

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

液晶ﾃﾞﾊﾞｲｽ
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2013年3月期 業績見通し 連結営業利益増減要因分析
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当社を取り巻く経営環境



グローバルな視点で営業体制を強化

海外ビジネスへの管理体制の一層の強化

「変化にすばやく対応する」をベースに

グローバルな視点で営業体制を強化

・成長著しい新興国（とくに中国）への対応

海外ビジネスへの管理体制の一層の強化

・連結決算の一元化

第5次中期経営計画（12.3－14.3）の基本方針と基本戦略

激変する世界経済の中にあって、エクセルグループの限られた資源を有効に使うべく、激変する世界経済の中にあって、エクセルグループの限られた資源を有効に使うべく、激変する世界経済の中にあって、エクセルグループの限られた資源を有効に使うべく、激変する世界経済の中にあって、エクセルグループの限られた資源を有効に使うべく、

経営企画室・営業管理部のマーケティング力を強化し、「攻めの管理部門」へと変身させ経営企画室・営業管理部のマーケティング力を強化し、「攻めの管理部門」へと変身させ経営企画室・営業管理部のマーケティング力を強化し、「攻めの管理部門」へと変身させ経営企画室・営業管理部のマーケティング力を強化し、「攻めの管理部門」へと変身させ

ると共に、グローバル化を意識した徹底的な「選択と集中」を行う事により、収益力の強ると共に、グローバル化を意識した徹底的な「選択と集中」を行う事により、収益力の強ると共に、グローバル化を意識した徹底的な「選択と集中」を行う事により、収益力の強ると共に、グローバル化を意識した徹底的な「選択と集中」を行う事により、収益力の強

化と収益源の多様化を実現する。化と収益源の多様化を実現する。化と収益源の多様化を実現する。化と収益源の多様化を実現する。

加えて、各ステークホールダーに対し「オープンでクリーンな経営」を実践する加えて、各ステークホールダーに対し「オープンでクリーンな経営」を実践する加えて、各ステークホールダーに対し「オープンでクリーンな経営」を実践する加えて、各ステークホールダーに対し「オープンでクリーンな経営」を実践する。

選択と集中

攻めの

管理部門

クリーンな経営

オープンで

クリーンな経営



1,000 億円1,000 億円 25 億円25 億円 60 ％以上60 ％以上 5 ％以上5 ％以上 30 円維持向上30 円維持向上2014 年3 月期2014 年3 月期

819億円 17億円 56.7％ 4.1％ 30円2011年3月期

第5次中期経営計画（12.3－14.3）の業績目標と経営指標

連結売上高 連結経常利益 自己資本比率 ＲＯＥ 配当金

753億円753億円 11億円11億円 68.4％68.4％ 3.2％3.2％ 30円30円2012年3月期2012年3月期

900億円900億円 13億円13億円 60.1％60.1％ 3.9％3.9％ 30円30円2013年3月期2013年3月期



200億円の

事業拡大

21プロジェクト
継続10

新規11

基本方針① 成長戦略（選択と集中）

2013年3

月期



規 模規 模

伸

長

伸

長

商流の変化を見据えた事業戦略の推進



8プロジェクトを推進

�エコ、環境ビジネス

�国内ビッグユーザー向け大口ビジネス

成長戦略プロジェクト（EX20）の推進：IN⇔IN

◆ＣＳの強化

◆大口物件へのデザインイン活動

◆選択と集中を推進し、

高効率営業と生産性の向上

◆Ｍ＆Ａ

◆新マーケット創出のための投資



1プロジェクトを推進

�グローバル企業向け大口ビジネス

成長戦略プロジェクト（EX20）の推進：IN⇒OUT

◆グローバル企業への対応

・戦略ユーザー2社

・候補先10社

◆為替リスク管理の強化

◆海外進出企業への支援



5プロジェクトを推進

�海外新規リソースの

国内ビッグユーザー向けビジネス

成長戦略プロジェクト（EX20）の推進：OUT⇒IN

◆台湾・中国を中心として

ローカルメーカーの商権確立

・半導体

・液晶

・原材料

・電源

◆ＥＭＳ事業の拡大



7プロジェクトを推進

�ＥＭＳ事業

�日系リソースの海外メーカー向けビジネス

�海外リソースの日系メーカー向けビジネス

�日系リソースの日系メーカー向けビジネス

成長戦略プロジェクト（EX20）の推進：OUT⇔OUT

◆台湾・中国の大手メーカー

の商権確立

・営業員の増強

・債権管理

◆日系企業との人脈構築



グローバルベースでの管理体制の構築と高度化

・為替リスク管理

・与信管理

・在庫管理

・為替リスク管理

・与信管理

・在庫管理

・人事制度のグローバル化

・海外拠点展開

・人事制度のグローバル化

・海外拠点展開

Ⅰ. 中長期インフラ整備

Ⅲ. データ分析の高度化

Ⅱ. 重要なリスク管理システムの強化

・管理会計制度の見直し・管理会計制度の見直し

基本方針② 攻めの管理部門

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ



オープンでクリーンな経営

・ 「企業理念Ｅｘ２１」の浸透と実践

・ 「法令順守マニュアル」の理解と実践

・ 「企業理念Ｅｘ２１」の浸透と実践

・ 「法令順守マニュアル」の理解と実践

Ⅰ. 法令順守の徹底と企業倫理の維持強化

Ⅱ. 内部統制システムの高度化

Ⅲ. リスクマネジメントの強化

Ⅳ. 経営透明化の推進

基本方針③ オープンでクリーンな経営の実践

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ



エクセルグループの概要 技術革新の波を着実に世界へ



エクセルグループの概要 新たなビジネスを生み出す技術情報商社

顧客・仕入先との

パートナーシップ

企画開発・

生産業務

国内外のネットワークに

よる最適調達・販売

◆主要顧客グループ／主要顧客（50音順）

アルパイン㈱／アルプス電気㈱／アンリツ㈱／市光工業㈱／㈱ＬＤＦ／沖電気工業㈱／オプトレックス㈱／オリエンタルモーター㈱／カシオ計算機㈱／株式会社コルグ／サミー㈱／

㈱JVCケンウッド／シチズンホールディングス㈱／シャープ㈱グループ／蛇の目ミシン工業㈱／セイコーインスツル㈱／セイコーエプソン㈱／コナミ㈱グループ／ティアック㈱／

東京特殊電線㈱／東芝テック㈱／㈱ナナオ／日機装㈱／日信工業㈱／日東光学㈱／日本アンテナ㈱／㈱日本コンラックス／日本精機㈱／日本電気㈱グループ／日本光電工業㈱／

日本信号㈱／日本電産㈱／日本電産コパル㈱／パナソニック㈱／ ㈱日立製作所グループ／藤倉商事㈱／㈱富士通ゼネラル／富士電機ホールディングス㈱グループ／富士フイルム㈱／

ブラザー工業㈱／㈱平和／HOYA㈱／三井金属アクト㈱／三菱電機㈱グループ／ミツミ電機㈱／㈱安川電機／横河電機㈱／㈱リコーグループ／他

◆主要仕入先（50音順）

アルプス電気㈱／オリジン電気㈱／京セラ㈱／ケル㈱／シャープ㈱／日本開閉器工業㈱／パナソニックデバイス販売㈱／松尾電機㈱／㈱リコー／㈱リョーサン／

C.G Development LTD. ／Himax Technologies.lnc. ／Novatek Microelectronics Corp.,Ltd. ／PHIHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.／

TRULY Semiconductors,LTD. ／他



資料取扱い上のご注意

このプレゼンテーションで述べられている株式会社エクセルの業績予想、計画、

事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき

判断したものです。

マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、大き

く変化する可能性があります。

従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確実性が

ありますことをご了承下さい。また、大きな変更がある場合は、その都度発表して

いく所存です。



TEL： 03-5733-8402 FAX： 03-3436-2051

ホームページ：http://www.excelweb.co.jp


