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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 125,065 (2.3) 2,773 (△2.9) 2,631 (0.8)

17年３月期 122,283 (16.6) 2,857 (30.9) 2,609 (39.0)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,559 (△0.6) 226 17 － － 15.1 7.8 2.1

17年３月期 1,568 (45.3) 245 01 － － 18.9 8.7 2.1

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期          6,801,981株 17年３月期 6,343,644株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態 （百万円未満切り捨て）

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円  銭

18年３月期 37,868 11,041 29.2 1,620 26

17年３月期 29,800 9,621 32.3 1,412 44

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期          6,801,920株 17年３月期 6,802,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △2,146 △203 2,175 1,525

17年３月期 △1,584 △39 672 1,680

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 66,000 1,250 730

通　期 141,000 2,690 1,580

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　232円29銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料

の8ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、親会社、子会社１社及びその他の関係会社１社で構成され、当社及び子会社は、半導体及

び電子部品などの売買を主な事業としております。

　当社の親会社である株式会社トーメン（注）は、複数の事業部門を持ち広範な分野で多角的な事業を展開している総

合商社であり、各事業部門傘下に多数の子会社を育成し、トーメングループを形成しております。

　当社のその他の関係会社である株式会社トーメンエレクトロニクスは、株式会社トーメン（注）の連結子会社であり、

多数の外国系半導体メーカー製の半導体及び電子部品などの売買を主な事業としております。

　当社は、株式会社トーメンエレクトロニクスの韓国サムスン電子社製半導体の販売部門を分離独立させる形で設立さ

れた経緯から、設立以来、韓国サムスン電子社製半導体及び電子部品の取り扱いに特化しているのに対し、株式会社トー

メンエレクトロニクスは、韓国サムスン電子社以外の外国系半導体メーカーの半導体及び電子部品を取り扱うことで棲

み分けております。

　また、当社及び子会社（以下当社グループ）は、国内においては、当社が日本サムスン株式会社より商品を仕入れて

国内得意先に販売し、海外においては、当社の海外支店（ホンコン支店及びシンガポール支店）及び子会社（上海東棉

半導体有限公司）が韓国サムスン電子社グループから商品を仕入れて、海外得意先（主として日系電子・電気機器メー

カー）に販売しております。

　当社グループの当該事業に係る主な取扱商品は、次のとおりであります。

　なお、当社グループは、半導体及び電子部品の売買事業の単一セグメントであるため、品目別に記載しております。

品目別 主要取扱品目

半導体

メモリー ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＦＬＡＳＨメモリー、ＭＣＰ

システムＬＳＩ ＳＯＣ（ＡＳＩＣ、マイコン）、ＬＣＤドライバー、ＣＭＯＳイメージセンサー

液晶デバイス ＴＦＴ液晶パネル

その他 ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）、蛍光表示管等

［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

国内得意先 海外得意先 

（親会社） 
㈱トーメン（注） 

（その他の関係会社） 
㈱トーメンエレクトロニクス 

当社 
（本社・国内営業所）     （海外支店） 

国内仕入先 
（日本サムスン㈱） 

（子会社） 
上海東棉半導体有限公司 

海外仕入先 
（韓国サムスン電子社グループ） 

販売 販売 販売 

販売 

販売 

仕入 

仕入 
仕入 

仕入 

（一部の商品） 

（注）株式会社トーメンは、平成18年４月１日付で豊田通商株式会社と合併し、存続会社は豊田通商株式会社となってお

ります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、当社の経営理念である「先端ニーズの未来を見据え、最新の情報でグローバルなパートナーシップを構築

します」のもと、韓国サムスン電子社製半導体及び電子部品の販売に特化した事業展開を通じて、顧客に密着したき

め細かなサービスを提供し、顧客に満足していただくことを経営の基本方針としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、株主には安定的かつ継続的な利益の還元を

果たすべく業績の向上に努めるとともに、経営基盤の強化のための内部留保の充実も勘案しつつ、業績に相応しい配

当を行うことを利益配分の基本方針としております。

　また、内部留保金につきましては、経営基盤の強化及び事業拡大に伴う資金需要に備える所存であります。

　なお、会社法施行後において、配当に関する回数制限の撤廃等が行われた場合においても、当社は、利益配当に関

する方針について特段の変更を予定しておりません。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識し、投資家の皆様がより投資

しやすい環境を整えるため、平成15年１月６日より１単元の株式数を1,000株から100株へ変更しております。

(4）目標とする経営指標

　当社は、経営目標としていた連結売上高1,500億円を平成20年３月期までに達成できる見込みであります。このため、

連結売上高2,000億円を平成22年３月期までに達成することを新たな経営目標として設定し、全社一丸となって邁進努

力してまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社は設立以来、世界第２位の半導体メーカーである韓国サムスン電子社製半導体及び電子部品の取り扱いに特化

した事業展開を行なってまいりました。

　韓国サムスン電子社は、平成24年までに330億ドルを投資する旨発表しており、他社に先駆けた超微細加工による高

容量の半導体を開発し、特にＤＲＡＭ、ＦＬＡＳＨメモリー、ＭＣＰ（マルチチップパッケージ）などのメモリー半

導体市場で高い競争力を堅持しているほか、ＳＯＣ（システムオンチップ）、ＬＣＤドライバー及びＣＭＯＳイメー

ジセンサーなどのシステムＬＳＩにおいても高い成長性を維持しております。さらに、液晶パネル分野においてはノー

トＰＣやモニター向けの大型液晶パネルで世界一の地位を保っております。

　当社はこれらの高い競争力を持つ韓国サムスン電子社の半導体及び電子部品の取り扱いに特化する事業展開を今後

も続け、経営資源を集中し、より効率的な経営を行ない、韓国サムスン電子社の市場戦略に沿ってエレクトロニクス

分野でのトータルソリューション商社を目指すことを経営戦略の基本と捉えており、次の課題に取り組んでまいります。

①　メモリー半導体、システムＬＳＩ、液晶パネル及びＨＤＤ（ハードディスクドライブ）などの商品群を活かして、

トータルソリューションの提案力を強化し顧客満足度を高めること。

②　グローバリゼーションが進む中、海外に生産拠点を移転する顧客企業が増加しておりますが、当社の海外拠点を

活用することにより国内・海外の両面でサポートができる体制作りを行なうこと。 

③　少数精鋭・効率経営を可能にするための人材の育成・増強を行ない、仕入先メーカーと顧客との間の信頼関係を

より強固に構築すること。

④　経営資源である人・物・金を最大限活用できるよう経営基盤の整備を行うとともに、的確なリスク管理を行うこ

とによって不測の事態に備えること。 

⑤　企業の社会的責任の重要性を認識し、コンプライアンス体制を充実すること。  
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(6）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年４月27日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場
されている証券取引所等

豊田通商株式会社 親会社
50.1

(23.5)

株式会社東京証券取引所

市場第一部

株式会社名古屋証券取引所

市場第一部

株式会社トーメンエレクトロニクス

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社

23.5
株式会社東京証券取引所

市場第一部

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

②　親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

ａ．商号　　豊田通商株式会社

ｂ．理由　　豊田通商株式会社は、当社及び株式会社トーメンエレクトロニクスにとって共通の親会社であるため、

当社に対して最も大きい影響力を持っております。

③　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

ａ．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資

本的関係

　豊田通商株式会社は、当社の議決権の50.1％を所有する親会社であります。同社が所有する議決権のうち、

23.5％は同社の連結子会社で当社と同業種である株式会社トーメンエレクトロニクスが所有しており、当社は株

式会社トーメンエレクトロニクスの持分法適用関連会社となっております。

　当社は、株式会社トーメンエレクトロニクスとともに、豊田通商株式会社グループのエレクトロニクス事業部

門の中核子会社に位置付けられております。当社が韓国サムスン電子社製半導体及び電子部品の取り扱いに特化

しているのに対し、株式会社トーメンエレクトロニクスは韓国サムスン電子社以外の外国系半導体メーカーの半

導体及び電子部品を取り扱うことで棲み分けております。

　また、豊田通商株式会社及び株式会社トーメンエレクトロニクスから兼任役員がそれぞれ２名ずつ就任してお

り、全役員12名のうち、転籍者を含め９名が親会社等の出身となっております。

ｂ．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は豊田通商株式会社グループに属することにより、事業活動へのプラス効果が期待できるものと考えてお

ります。豊田通商株式会社は当社の議決権の50.1％を所有しており、また、取締役の過半数を親会社等の出身者

が占めていることから、親会社等の経営方針が、当社の事業活動や経営判断において影響を与える可能性があり

ます。

ｃ．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・

資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の

確保に関する考え方及びそのための施策

　　当社は、株式会社トーメンエレクトロニクスと同業の半導体商社でありますが、当社が韓国サムスン電子社製

半導体及び電子部品の取り扱いに特化していることで事業の棲み分けがなされており、当社の事業活動を妨げる

要因になっているとは考えておりません。また、親会社等出身の取締役は、兼任の非常勤取締役２名を除き、当

社に転籍し当社の事業活動に専念しております。さらに、社外監査役として兼任の非常勤監査役２名を親会社等

より招聘することで取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っております。今後は、経営の独立性を一層

高めるため、親会社等以外からの取締役の登用を検討してまいります。

ｄ．親会社等からの一定の独立性の確保の状況（理由を含む）

 親会社等からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っており、また、親会社等の企業グループとの取引

に際しては、市場価格等を勘案した一般取引先と同様の条件に従っており、親会社等からの一定の独立性が確保

されていると認識しております。
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④　親会社等との取引に関する事項

属性 会社等の名称 住所
資本金

（百万円）

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所有）

割合(％)

関係内容

役員の兼任等事業上の関係

親会社 豊田通商株式会社 名古屋市中区 26,748 総合商社
（被所有）

直接26.6

兼任２名

転籍４名
－

その他の

関係会社

株式会社トーメンエレクト

ロニクス
東京都港区 5,251 半導体商社

（被所有）

直接23.5

兼任２名

転籍１名

商品の一部

販売等

（注）取引金額・期末残高は、金額が少額なため記載を省略しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

Ａ．業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油や鋼材など原材料価格の高騰による懸念材料はあるものの、企業収

益の改善や設備投資の増加、雇用情勢の改善等を背景として個人消費の持ち直しの動きが見られるなど、着実に回

復を続けてまいりました。

　一方、半導体業界におきましては、平成16年後半からのセットメーカーの在庫調整、生産調整は落ち着きを見せ

る中で、エレクトロニクス製品の価格競争が益々激化し、この影響で半導体をはじめ液晶パネルなどの部材価格の

下落が止まらず、非常に厳しい環境でありました。

　このような状況下にあって当社グループは、半導体部門の営業力強化のため、営業第二部を分割して営業第三部

を、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の取り扱い開始に伴いＨＤＤ営業推進部を、またアミューズメント分野へ

の拡販を目的としてソリューション営業推進部をそれぞれ新設し販売体制の強化を図りました。営業面では主力の

メモリー半導体及び液晶デバイスはともに販売数量の増加はあったものの価格の下落の影響により売上高は前年同

期比微減となりましたが、当連結会計年度から販売を開始したＨＤＤが売上高の増加に寄与し、メモリー半導体及

び液晶デバイスの落ち込みをカバーしました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,250億65百万円（前年同期比2.3％増）、経常利益26億31百万円（前

年同期比0.8％増）、当期純利益15億59百万円（前年同期比0.6％減）となりました。

　当連結会計年度の品目別の業績は、次のとおりであります。

　なお、当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、品目別の業績を記載して

おります。

（メモリー半導体）

　主力のＤＲＡＭは、パソコン、サーバー向けに高容量の512Ｍｂ（メガビット)ＤＤＲ２がチップセットの供給遅

れで伸びなかったことに加え、256Ｍｂ以下もデジタル家電、情報機器向けに数量は増加したものの、価格の下落の

影響で売上高は減少しました。一方、ＦＬＡＳＨメモリーは４Ｇｂ（ギガビット）などの高容量品の価格低下によ

る需要喚起もあり、ｘＤカード向けのほか、ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）及びＭＰ３などのオーディオ向けが

拡大し、前年同期比60％の増加となりました。さらにＭＣＰも携帯電話向けに加え、新たにＤＳＣ向けにも好調に

推移しました。

　この結果、メモリー半導体の売上高は772億41百万円（前年同期比3.2％減）となりました。

（システムＬＳＩ）

　ＳＯＣは、携帯電話用システムＬＳＩのモデルチェンジによる影響で、前年同期比減少となりました。また、Ｌ

ＣＤドライバーは、顧客側の旧機種から新機種への立ち上げの遅れによる需要減もあり、売上高が大きく減少しま

した。このほか、新商品のＣＭＯＳイメージセンサーは、携帯電話向けに需要が拡大し、システムＬＳＩ全体の売

上高の増加に大きく貢献いたしました。

 　この結果、システムＬＳＩの売上高は94億36百万円（前年同期比2.8％増）となりました。

（液晶デバイス）

　主力のＴＦＴ液晶パネルは、パソコン、モニター、アミューズメント向けに数量の増加があったものの、中核品

である15、17、19インチの価格が期初に比べ20～30％下落したことから、売上高は低調に推移いたしました。

　この結果、液晶デバイスの売上高は303億４百万円（前年同期比5.7％減）となりました。

（その他）

　蛍光表示管は、価格競争の激化により低迷しましたが、新規取り扱いのＨＤＤがパソコン及び周辺機器向けやＤ

ＶＤレコーダー向けに伸長し、大幅に増加いたしました。

　この結果、その他の売上高は80億83百万円（前年同期比604.6％増）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本

　メモリー半導体及び液晶デバイスの価格下落の影響による売上高減少を新規取り扱いのＨＤＤでカバーし、売

上高は1,028億10百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は19億45百万円（前年同期比0.6％増）となりました。

②　アジア

　新規取り扱いのＨＤＤが寄与し、売上高222億55百万円（前年同期比14.7％増）となりましたが、売上利益率が

低下したことなどから営業利益は８億24百万円（前年同期比11.3％減）となりました。
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Ｂ．経営成績の分析

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成に当たって、見積もりによる判断が含まれておりますが、実際の結果は見積も

りによる不確実性のために異なる結果となる可能性があります。

当連結会計年度の売上高は1,250億65百万円（前年同期比2.3％増）となりました。

当社の主力であるメモリー半導体は価格下落の影響により前年同期比減少したため、システムＬＳＩの若干の増

収があったものの、半導体全体では前年同期比2.6％の減収となったことに加え、液晶デバイスも需給バランスの軟

化から価格が下落し前年同期比5.7%の減収となりましたが、当連結会計年度から販売を開始したＨＤＤが好調であ

り、全体としては微増ながら増収となりました。

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は17億83百万円（前年同期比13.3％増）となりました。

主な内容は、従業員給与及び賞与６億37百万円（前年同期比13.8％増）、賃借料（事務所・倉庫）１億99百万円

（前年同期比24.7％増）、荷造運賃１億34百万円（前年同期比38.0％増）であります。従業員給与及び賞与は主に

従業員数の増加により、賃借料は大阪営業所・名古屋営業所の増床、海外支店の駐在員増に伴う社宅家賃の増加及

び賃借料値上げにより、また、荷造運賃は物量の増加によりそれぞれ増加したものです。

当連結会計年度の営業外損益は、営業外収益が３億69百万円（前年同期比2.2％減）、営業外費用が５億11百万円

（前年同期比18.2％減）となりました。

　米ドル金利の上昇等から支払利息が増加（前年同期比13.5％増）しましたが、運転資金の抑制効果で債権売却損

や支払手数料が減少（それぞれ前年同期比24.3％減、64.5％減）しました。

 

　当連結会計年度の特別利益に、ゴルフ会員権預託金に対する貸倒引当金戻入益４百万円を計上しております。

(2）財政状態

　当連結会計年度末の総資産は378億68百万円（前年比27.1％増）となりました。その内訳は、流動資産373億98百

万円（前年比26.4％増）、固定資産４億70百万円（前年比109.5％増）であります。一方、負債及び資本はそれぞ

れ268億26百万円（前年比32.9％増）及び110億41百万円（前年比14.8％増）となりました。

　資産、負債及び資本の主な増減要因は、当連結会計年度下半期の売上高が増加（前年同期比19.6％増）したこと

から受取手形及び売掛金が増加（前年比13.6％増）し、また、売上高の増加に伴い翌月出荷予定分の仕入高が増加

したことなどで、たな卸資産（前年比150.3％増）及び買掛金（前年比141.6％増）が増加したことによります。

　なお、資金調達の機動性確保等を目的として平成17年３月25日に金融機関７行との間で総額80億円（期間１年

間）のコミットメントライン設定契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において資金調達環境の良化が見

られたため更新しておりません。今後引き続き、資金需要及び調達コストを勘案しながら、売掛債権流動化の新規

枠の確保等により資金調達を実施してまいります。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動によるキャッシュ・フロー

が増加したものの営業活動によるキャッシュ・フローが減少したため、前連結会計年度末に比べ１億55百万円減

少（前年同期比9.2％減）し、当連結会計年度末では15億25百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は21億46百万円となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益26億35百万円、たな卸資産の増加43億33百万円、売上債権の増加32億35百万円、買掛金の増加39億79

百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は２億３百万円となりました。これは主に投資有価証券

の取得による支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金21億75百万円となりました。これは主に短期借入金の増

加23億46百万円によるものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率（％） － 22.9 32.3 29.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ 44.1 51.1 50.0

債務償還年数（年） － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － －

　（注）１．当社は、平成15年３月期までは連結財務諸表を作成しておりませんので、平成15年３月期の指標は記載して

おりません。

２．各指標の内容

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し

ております。

(3）次期の見通し

　わが国経済は原油価格の高騰、金利上昇などの不透明要因はあるものの、引き続き企業収益の改善、設備投資の増

強などが見込まれることから、景気は当面回復を続けるものと予想されます。

　半導体業界におきましては、デジタル家電を中心にエレクトロニクス製品の価格競争の激化により収益環境が厳し

いものの、本年６月に開催されるサッカーワールドカップによるデジタル家電の需要増が期待されており、携帯電話

市場ではワンセグ（携帯電話などの移動体向け地上デジタル放送）などの新しい機能を付加した新製品の投入が各社

から予定されるなど、先行きに明るさが出てきたといえます。

　このような状況から、当社は、半導体及び液晶パネルの需要の盛り上がりを予想しているほか、成長商品であるＦ

ＬＡＳＨメモリー、ＭＣＰ、ＣＭＯＳイメージセンサー、ＨＤＤの拡販に注力し、マーケットシェアの拡大、新規取

引先の増加に繋げてまいります。

 次期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,410億円（前年同期比12.7％増）、経常利益26億90百万円（前年同

期比2.2％増）、当期純利益15億80百万円（前年同期比1.3％増）を見込んでおります。

(4）事業等のリスクについて

　当社グループの事業等に関し、経営方針の変更及び将来の経済的な環境変化等によっては業績に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項として、次のものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在におい

て当社グループが判断したものであります。

①　主要な事業活動の前提となる事項について

Ａ．主要な業務又は製商品に係る許可、認可、免許若しくは登録について

　当社グループの事業又は取扱商品について、許可、認可、免許、登録を必要とする事項はありません。

Ｂ．当社が韓国サムスン電子社グループ企業との間で締結している販売特約店契約について

　当社は、韓国サムスン電子社製半導体のわが国における販売特約店として、株式会社トーメン（現豊田通商株

式会社）、株式会社トーメンエレクトロニクス、日本サムスン株式会社の３社出資により平成４年３月19日に設

立されました。

　多数の外国系半導体メーカー製半導体の売買事業を展開している株式会社トーメンエレクトロニクスが昭和62

年に三星電子ジャパン株式会社（現日本サムスン株式会社）と販売特約店契約を締結し同社製半導体を販売して

おりましたが、同社製半導体の市場成長性に着目しその販売部隊を分離・独立させる形で当社を設立したもので

あります。
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　日本サムスン株式会社の半導体及び電子部品の販売特約店は、当社のほかに株式会社ユニーデバイス及び丸文

セミコン株式会社の２社がありますが、当社はこの３社の売上高合計の過半を占める筆頭特約店であります。

　当社グループは、今後とも韓国サムスン電子社グループが製造する半導体及び電子部品の取り扱いに特化した

事業展開をしていく基本方針に変更はありません。

　このため、同社グループとの販売特約店契約は事業の根幹に係わる重要な契約であると認識しております。

ａ．韓国サムスン電子社グループ企業との間で締結している販売特約店契約は、次のとおりであります。

契約会社名 相手方の名称 取扱商品 契約形態 契約期間

株式会社トーメ

ンデバイス

（当社）

日本サムスン株式会社

半導体及び電子部品 販売特約店契約

平成12年４月１日より５年間。

以降は１年毎の自動更新

サムスンエレクトロニク

スホンコン社

平成18年３月１日より１年間。

１年毎に書面にて更新

サムスンアジア社

韓国サムスン電子社

上海東棉半導体

有限公司

（連結子会社）

三星上海半導体有限公司

　なお、日本サムスン株式会社との間で締結している販売特約店契約の要点は、次のとおりであります。

契約の名称 販売特約店基本契約

契約更改年月日 平成12年４月１日

契約期間
平成12年４月１日より５年間。以降は有効期限満了の１ヵ月前までに当事者のいずれか

が契約の終了を通知しない限り１年毎の自動継続

契約の要点

商品　　：韓国サムスン電子社半導体部門製の半導体及び電子部品

販売　　：日本国内における顧客への販売

支払　　：毎月末締切、締切日の120日後までに振込支払

守秘義務：業務上知り得た秘密の第三者への漏洩の禁止

ｂ．販売特約店契約に定められている取消、解除その他の事由について

　当社グループが韓国サムスン電子社グループ各社と締結している販売特約店契約に定められている契約解除

事由は、支払不履行、取引契約違反、業績不振、財政破綻、営業廃止、その他当事者間の信頼関係を損う事態

などがありますが、いずれも一般的なものであります。

　販売特約店契約の当事者のいずれか一方にこのような事態が生じたときは、契約解除に至る可能性がありま

すが、当社グループは現在、販売特約店契約に定められている契約解除事由に該当するような事態に至る状況

にはありません。

②　半導体業界の需要動向による影響について

　当社グループの取扱商品は韓国サムスン電子社グループの半導体及び電子部品でありますので、顧客の半導体需

要動向等は業績に大きな影響を与えます。また、当社グループの取扱商品は技術革新が速くライフサイクルの短い

ものが多いため、極力商品在庫を持たないよう留意することにより価格変動リスクを回避すべく努力をしておりま

すが、市況による価格変動の影響を完全に回避することは困難であります。

　最近５年間における業績、期末商品在庫の推移は、次のとおりであります。

区分
 単独の事業年度 連結会計年度

 平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

売上高（百万円） 41,848 68,846 104,857 122,283 125,065

売上総利益（百万円） 1,793 2,644 3,557 4,430 4,556

営業利益（百万円） 714 1,443 2,182 2,857 2,773

経常利益（百万円） 701 1,306 1,878 2,609 2,631

当期純利益（百万円） 453 749 1,079 1,568 1,559

期末商品在庫（百万円） 2,958 4,303 5,188 2,889 7,233
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　（注）　平成15年３月期までは連結財務諸表を作成していないため、単独の実績数値を記載しております。

③　特定の取引先への依存度が高いことについて

ａ．仕入先について

　当社グループは、韓国サムスン電子社グループの半導体及び電子部品の販売に特化しており、国内においては

日本サムスン株式会社から、海外においては韓国サムスン電子社、サムスンエレクトロニクスホンコン社（ホン

コン）、サムスンアジア社（シンガポール）などから商品を仕入れており、韓国サムスン電子社グループへの依

存度が極めて高い状況にあります。

　商品の品揃えと調達先の点で制約があるものの、むしろ韓国サムスン電子社グループ製品の販売に特化するこ

とで更なる業績の拡大を図っていく方針でありますので、韓国サムスン電子社グループの経営戦略の変更等が業

績に影響を与える可能性があります。

　当社グループの仕入高のうち韓国サムスン電子社グループからの仕入高の割合は、次のとおりであります。

仕入先

連結会計年度

平成17年３月期 平成18年３月期

割合（％） 割合（％）

日本サムスン株式会社 84.4 85.0

サムスンエレクトロニクスホンコン社 11.7 10.5

サムスンアジア社 1.3 1.5

その他の韓国サムスン電子社グループ企業 1.7 1.3

サムスン電子社グループ計 99.1 98.3

ｂ．販売先について

　当社グループの販売先は、主に国内の大手電子・電気機器メーカー及びそれらの内外関連企業でありますが、

売上高上位10社が売上高合計に占める割合は60.7％と高い比率になっております。

　当社グループは、既存顧客以外の新規顧客への拡販にも取り組んでまいりますが、これら上位10社の経営戦略

の変更や業績などが、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④　借入金依存度及び金利動向による影響について

　国内における当社の商品代金決済は、日本サムスン株式会社への支払いが仕入の翌月払であるのに対し販売先

からの回収の大半が３ヵ月を超えることから、国内における売上高の増加に伴い決済条件の差異から生ずる運転

資金需要が比例的に増加する傾向があります。

　当社は、このような売上高の増加に伴う運転資金需要を主に銀行からの借入金と売掛債権の流動化により調達

しております。

　一方、商品代金の支払は商品を仕入れた月の翌月に行っているため、決済繰り上げ期間（約90日）の金利相当

額を仕入割引として処理しております。

　以上のことから、当社グループの運転資金調達における実質的な金利負担を考察する場合には、支払利息、債

権売却損及び仕入割引を併せて考慮する必要があります。

　また、商品代の回収・支払決済条件の変更等が行われた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。

　当社グループの短期借入金、長期借入金及びその総資産に占める割合は、次のとおりであります。

区分

連結会計年度

平成17年３月期 平成18年３月期

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

短期借入金 10,074 33.8 12,597 33.3

長期借入金 1,000 3.4 1,000 2.6

総資産 29,800 100.0 37,868 100.0
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また、当社グループの支払利息、債権売却損及び仕入割引は、次のとおりであります。　

区分
連結会計年度

平成17年３月期 平成18年３月期

支払利息（営業外費用）（百万円） 206 233

債権売却損（営業外費用）（百万円） 223 169

仕入割引（営業外収益）（百万円） 375 360

　  なお、平成17年３月25日付けで締結しました総額80億円（期間１年間）のコミットメントラインの設定契約は、

資金調達環境が良化したことから更新しておりません。

⑤　為替変動の影響について 

　当社グループの当連結会計年度の海外売上高比率は25.4％であります。

　国内で発生する外貨建（米ドル）売買取引につきましては、為替予約を行うことにより為替変動による影響を軽

減するよう努めております。また、海外での売買取引は仕入、販売ともに基本的に米ドル建で行われているため為

替変動による影響は軽減されておりますが、為替レートの変動により業績に影響を受ける可能性があります。

⑥　日本サムスン株式会社との関係について

　日本サムスン株式会社は、当社の中核的な商品仕入先であるとともに当社の議決権株式の12.2％（平成18年３月

31日現在）を所有しております。

　当連結会計年度における日本サムスン株式会社との資本関係及び取引関係は、次のとおりであります。

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容 取引金額（百万円） 科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上の
関係

法人主

要株主

日本サム

スン株式

会社

東京都

港区
8,330

輸出入及

び販売

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部品

の同社か

らの仕入

(特約店)

営業取引 商品の仕入 106,169 買掛金 6,707

営業取引以

外の取引
仕入割引 360 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

商品の仕入価格は市場価格等を勘案して決定しております。

仕入割引については、割引率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

３．当社取締役８名（平成18年３月31日現在）のうち、日本サムスン株式会社の取締役を兼ねる者は１名であり、

その者の氏名及び役職は、次のとおりであります。

当社における役職 氏名 日本サムスン株式会社での役職

取締役（非常勤） 趙　南成 常務取締役Device Solution事業部長

取締役趙南成は、当社の大株主かつ商品の主要仕入先である日本サムスン株式会社の常務取締役Device 

Solution事業部長の立場にあり、同社との関係強化及び情報収集を目的として招聘したものであります。

なお、取締役趙南成は、日本サムスン株式会社の他の販売特約店である株式会社ユニーデバイスの取締役（非

常勤）を兼任しておりますが、当社との販売特約店契約に基づき守秘義務は遵守されております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,763   1,531  △232

２．受取手形及び売掛金   23,910   27,159  3,249

３．たな卸資産   2,889   7,233  4,343

４．繰延税金資産   120   134  14

５．その他   892   1,338  446

流動資産合計   29,576 99.2  37,398 98.8 7,821

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  14   14    

減価償却累計額  6 8  7 7  △1

(2) 車両運搬具  18   19    

減価償却累計額  9 8  13 6  △2

(3) その他  58   62    

減価償却累計額  48 10  52 9  △0

有形固定資産合計   27 0.1  23 0.1 △4

２．無形固定資産   13 0.1  12 0.0 △1

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   14   266  252

(2) 繰延税金資産   54   46  △8

(3) その他   121   121  0

貸倒引当金   △7   －  7

投資その他の資産合計   182 0.6  434 1.1 251

固定資産合計   224 0.8  470 1.2 245

資産合計   29,800 100.0  37,868 100.0 8,067
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   2,815   6,804  3,988

２．短期借入金   10,074   12,597  2,522

３．未払法人税等   392   542  150

４．賞与引当金   102   95  △6

５．未払金   5,591   5,565  △25

６．その他   84   64  △20

流動負債合計   19,061 64.0  25,670 67.8 6,609

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   1,000   1,000  －

２．退職給付引当金   82   108  26

３．役員退職慰労引当金   35   47  11

固定負債合計   1,118 3.7  1,156 3.0 38

負債合計   20,179 67.7  26,826 70.8 6,647

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  2,054 6.9  2,054 5.4 －

Ⅱ　資本剰余金   1,984 6.6  1,984 5.3 －

Ⅲ　利益剰余金   5,590 18.8  6,965 18.4 1,375

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △3 △0.0  28 0.1 32

Ⅴ　為替換算調整勘定   △3 △0.0  9 0.0 13

Ⅵ　自己株式 ※３  － －  △0 △0.0 △0

資本合計   9,621 32.3  11,041 29.2 1,420

負債資本合計   29,800 100.0  37,868 100.0 8,067

         

－ 13 －



(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   122,283 100.0  125,065 100.0 2,782

Ⅱ　売上原価   117,852 96.4  120,508 96.4 2,656

売上総利益   4,430 3.6  4,556 3.6 125

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,573 1.3  1,783 1.4 209

営業利益   2,857 2.3  2,773 2.2 △83

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  0   0    

２．受取配当金  0   1    

３．仕入割引  375   360    

４．その他  1 377 0.3 6 369 0.3 △8

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  206   233    

２．債権売却損  223   169    

３．支払手数料  52   18    

４．株式上場費用  15   －    

５．新株発行費  12   －    

６．為替差損  66   56    

７．その他  48 624 0.5 32 511 0.4 △113

経常利益   2,609 2.1  2,631 2.1 21

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  － － － 4 4 0.0 4

税金等調整前当期純利
益

  2,609 2.1  2,635 2.1 25

法人税、住民税及び事
業税

 921   1,104    

法人税等調整額  120 1,041 0.8 △27 1,076 0.9 34

当期純利益   1,568 1.3  1,559 1.2 △8
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,377  1,984 606

Ⅱ　資本剰余金増加高       

　１．増資による新株の発行  606 606 － － △606

Ⅲ　資本剰余金期末残高   1,984  1,984 －

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   4,152  5,590 1,437

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  1,568 1,568 1,559 1,559 △8

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  122  170   

２．役員賞与  8 130 14 184 53

Ⅳ　利益剰余金期末残高   5,590  6,965 1,375
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  2,609 2,635 25

減価償却費  9 11 2

貸倒引当金の増減額  2 △4 △6

賞与引当金の増減額  23 △6 △30

退職給付引当金の増加額  15 26 10

役員退職慰労引当金の増加額  10 11 1

受取利息及び受取配当金  △0 △2 △2

支払利息  206 233 27

新株発行費  12 － △12

売上債権の増加額  △2,674 △3,235 △560

たな卸資産の増減額  2,298 △4,333 △6,632

買掛金の増減額  △761 3,979 4,740

未払金の減少額  △1,975 △25 1,950

役員賞与の支払額  △8 △14 △5

その他  88 △223 △312

小計  △143 △946 △802

利息及び配当金の受取額  0 2 2

利息の支払額  △198 △229 △31

法人税等の支払額  △1,243 △973 269

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,584 △2,146 △562

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  － △197 △197

有形固定資産の取得による支出  △12 △2 9

無形固定資産の取得による支出  △8 △1 7

その他  △17 △1 16

投資活動によるキャッシュ・フロー  △39 △203 △164

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額  △1,408 2,346 3,754

長期借入れによる収入  1,000 － △1,000

株式の発行による収入  1,201 － △1,201

自己株式の取得による支出  － △0 △0

配当金の支払額  △121 △169 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー  672 2,175 1,503

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △1 18 19

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △952 △155 797

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,632 1,680 △952

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,680 1,525 △155
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

 

連結子会社の数　　　　　　１社

　　上海東棉半導体有限公司

同　　左

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社の数　　　　－社 同　　左

３．連結子会社の事業年度に

関する事項

連結子会社の決算日は、12月31日であ

ります。連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間で生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

同　　左

４．会計処理基準に関する事項   

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 

 

①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。

①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

同　　左

 

 

　②　デリバティブ

　　　時価法を採用しております。

　③　たな卸資産

移動平均法による原価法を採用して

おります。

　②　デリバティブ

同　　左

　③　たな卸資産

同　　左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　　　３～15年

①　有形固定資産

同　　左

 

 

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年以内）に基づく定額法を採用してお

ります。

②　無形固定資産

同　　左

(3) 繰延資産の処理方法

 

新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

 

 ─────────
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4) 重要な引当金の計上基準 　①　貸倒引当金

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

　①　貸倒引当金

同　　左

 

 

　②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。

　②　賞与引当金

同　　左

 

 

　③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

に基づき計上しております。

　なお、当連結会計年度末における退

職給付債務の算定にあたっては、自己

都合退職による当連結会計年度末要支

給額の100％を退職給付債務とする方法

によって計上しております。

　③　退職給付引当金

同　　左

 

 

　④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

　④　役員退職慰労引当金

同　　左

 　(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債、

収益及び費用は在外子会社の決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替換算調

整勘定に含めております。

同　　左

 (6) 重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(7) 重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

す金利スワップ取引について、特例処理

を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　将来の外貨建予定取引にかかる為替予

約については、繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、金利スワップの特例

処理の要件を満たす金利スワップ取引に

ついては、特例処理を採用しております。

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ取引

　ヘッジ対象：借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

 為替予約  外貨建予定取引

 金利スワップ  借入金利息

 

 

③　ヘッジ方針

　借入金に係る金利変動リスクをヘッジ

する目的でデリバティブ取引を行ってお

ります。

③　ヘッジ方針

　将来の外貨建取引に係る為替変動リス

クを最小限にとどめ、適切な利益管理を

行う目的から先物為替予約を行い、為替

変動リスクをヘッジしております。また、

借入金に係る金利変動リスクをヘッジす

る目的でデリバティブ取引を行っており

ます。

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップ取

引のみであるため、有効性の評価は省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、ヘッジ開始時及び

その後も継続して、相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を相殺できるものと想

定することができるため、ヘッジ有効性

の判定は省略しております。

(8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同　　左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

───────── ─────────

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。

同　　左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同　　左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、 固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※1　当社の発行済株式総数は、普通株式6,802,000株であ

ります。

※1　当社の発行済株式総数は、普通株式6,802,000株であ

ります。

　2　当社は、資金調達の機動性確保等を目的として、金融

機関７行とコミットメントライン設定契約を締結してお

ります。当連結会計年度末におけるコミットメントライ

ンに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

 ─────────

コミットメントラインの総額 8,000百万円

借入実行残高 －

借入未実行残高 8,000百万円

 ───────── ※3　当社が保有する自己株式の数は、普通株式80株であ

ります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

荷造運賃 97百万円

給与手当及び賞与 559百万円

賞与引当金繰入額 102百万円

退職給付費用 40百万円

役員退職慰労引当金繰入額 10百万円

賃借料 159百万円

減価償却費 9百万円

荷造運賃 134百万円

給与手当及び賞与 637百万円

賞与引当金繰入額 95百万円

退職給付費用 54百万円

役員退職慰労引当金繰入額 11百万円

賃借料 199百万円

減価償却費 11百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在）

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,763百万円

短期借入金（当座借越） △83百万円

現金及び現金同等物 1,680百万円

現金及び預金勘定 1,531百万円

短期借入金（当座借越） △6百万円

現金及び現金同等物 1,525百万円
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①　リース取引関係

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額
相 当 額

（百万円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（百万円）

期末残高
相 当 額

（百万円）

車両運搬具 2 2 0

有形固定資産
(その他)

11 0 10

無形固定資産 138 10 127

合計 152 14 137

 

取得価額
相 当 額

（百万円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（百万円）

期末残高
相 当 額

（百万円）

有形固定資産
(その他)

11 3 8

無形固定資産 138 38 99

合計 149 41 107

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 29百万円

１年超 108百万円

合計 138百万円

１年内 29百万円

１年超 79百万円

合計 108百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 20百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 30百万円

支払利息相当額 1百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　　左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同　　左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 7百万円

合計 9百万円

１年内 3百万円

１年超 7百万円

合計 11百万円
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②　有価証券関係

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 
種類

取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）株式 19 14 △5

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

合　　　計 19 14 △5

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

　　該当事項はありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　　　　　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

　該当事項はありません。

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。
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３．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（１）株式 197 249 51

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 197 249 51

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）株式 19 16 △3

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 19 16 △3

合　　　計 217 266 48

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

　　該当事項はありません。 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　　　　　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

　該当事項はありません。

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引関係

　１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1) 取引の内容

当社は、通貨関連では先物為替予約取引、金利関連で

は金利スワップ取引を行っております。

(1) 取引の内容

同　　左

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機目的のための取引は

行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同　　左

(3) 取引の利用目的

先物為替予約取引は、通常の営業過程における輸出取

引及び輸入取引から生じる外貨建金銭債権債務の為替相

場の変動によるリスクを軽減する目的で、また、金利ス

ワップ取引は借入金に係る金利変動リスクを軽減する目

的で利用しております。

(3) 取引の利用目的

同　　左

 

(4) 取引に係るリスクの内容

先物為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は将来の金利変動によるリスクを有し

ております。なお、当社のデリバティブ取引の契約先は、

いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の契

約不履行によるリスクは、ほとんどないと判断しており

ます。

(4) 取引に係るリスクの内容

同　　左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の契約は、当社の営業部、業務部及

び経理部にて承認を受け、執行及び管理はすべて経理部

にて行います。全体の残高状況及び評価損益状況は経理

部にて把握しており、随時経理部長に報告されます。経

理部長は、必要と認められる場合にポジション状況等を

社長に報告しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同　　左

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同　　左
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２．取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

区分 種類
契約額等

（百万円）

うち１年超

（百万円）

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

契約額等

(百万円)

うち１年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以

外の取引

為替予約取引         

売建         

米ドル 2,835 － 2,898 △63 － － － －

買建         

米ドル 47 － 48 0 46 － 46 0

 合　計 2,883 － 2,947 △62 46 － 46 0

（注）１．為替予約の時価は、先物為替相場により算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載対象から除いております。

(2）金利関連

前連結会計年度（平成17年３月31日）

金利関連のデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため記載しておりません。

当連結会計年度（平成18年３月31日）

金利関連のデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため記載しておりません。
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④　退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

また、従来の退職金制度に上積みして連合設立型の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応

する年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会計基準注解」注12に定める処理を行って

おります。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

退職給付債務（百万円）

退職給付引当金（百万円）

82

82

108

108

　 （注）１. 当社は、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。

２. 連合設立型の厚生年金基金の加入員及び受給権者の割合により計算した年金資産の額は、

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）217百万円

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）297百万円

であります。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（百万円）

(1) 勤務費用（百万円）

(2) 厚生年金基金への要拠出額（従業員拠

出額を除く）（百万円）

　 40

22
 
17

54

29

25

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

　該当事項はありません。
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⑤　税効果会計関係

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 13

賞与引当金 41

売掛金 59

その他 6

繰延税金資産合計 120

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 32

役員退職慰労引当金 14

その他有価証券評価差額金 2

その他 4

繰延税金資産合計 54

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 46

賞与引当金 39

売掛金 44

その他 4

繰延税金資産合計 134

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 44

役員退職慰労引当金 19

その他 2

繰延税金資産合計 65

繰延税金負債  

 　その他有価証券評価差額金 △19

繰延税金負債合計 △19

繰延税金資産の純額 46

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

同　　左
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益      

　　売上高      

　　（１）外部顧客に対する売上高 102,880 19,402 122,283 － 122,283

　　（２）セグメント間の内部売上高 1,094 941 2,036 (2,036) －

計 103,975 20,344 124,319 (2,036) 122,283

　　営業費用 102,041 19,415 121,457 (2,030) 119,426

　　営業利益 1,933 929 2,862 (5) 2,857

Ⅱ 資産 26,556 3,479 30,036 (235) 29,800

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　　アジア・・・中国、ホンコン、シンガポール

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益      

　　売上高      

　　（１）外部顧客に対する売上高 102,810 22,255 125,065 － 125,065

　　（２）セグメント間の内部売上高 4,014 489 4,503 (4,503) －

計 106,824 22,744 129,569 (4,503) 125,065

　　営業費用 104,879 21,919 126,799 (4,507) 122,292

　　営業利益 1,945 824 2,769 3 2,773

Ⅱ 資産 34,332 4,209 38,541 (673) 37,868

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　　アジア・・・中国、ホンコン、シンガポール

－ 29 －



ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 28,342 371 28,713

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 122,283

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 0.3 23.5

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・中国、ホンコン、シンガポール

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 30,863 841 31,705

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 125,065

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.7 0.7 25.4

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・中国、ホンコン、シンガポール

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主

日本サ

ムスン

株式会

社

東京都

港区
8,330

輸出入及

び販売

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部

品の同

社から

の仕入

(特約

店)

商品の仕

入
97,503

買掛金 2,572

前渡金 26

仕入割引 375 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

電子部品の仕入は市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。

仕入割引については、割引率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主

日本サ

ムスン

株式会

社

東京都

港区
8,330

輸出入及

び販売

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部

品の同

社から

の仕入

(特約

店)

商品の仕

入
106,169 買掛金 6,707

仕入割引 360 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

電子部品の仕入は市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。

仕入割引については、割引率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,412円44銭

１株当たり当期純利益金額 245円01銭

１株当たり純資産額 1,620円26銭

１株当たり当期純利益金額 226円17銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,568 1,559

普通株主に帰属しない金額（百万円） 14 21

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (14) (21)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,554 1,538

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,343 6,801

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

－ 32 －



５．品目別販売実績

品目別

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

メモリー 79,835 65.3 77,241 61.8

システムLSI 9,175 7.5 9,436 7.5

半導体小計 89,011 72.8 86,678 69.3

液晶デバイス 32,124 26.3 30,304 24.2

その他 1,147 0.9 8,083 6.5

合計 122,283 100.0 125,065 100.0

　（注）１．当社グループの事業は、半導体及び電子部品の販売事業の単一事業であるため、品目別の販売実績を記載し

ております。

２．最近２年間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

富士通株式会社 33,518 27.4 23,703 19.0

株式会社ナナオ 12,249 10.0 13,121 10.5
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移

平成18年３月期（連結）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

17年４月～６月 17年７月～９月 17年10月～12月 18年１月～３月

売上高（百万円） 23,651 29,996 32,476 38,941

売上総利益（百万円） 942 1,186 1,134 1,293

営業利益（百万円） 524 756 694 798

経常利益（百万円） 483 736 614 796

税金等調整前四半期純利益（百万円） 487 734 614 798

四半期純利益（百万円） 288 439 368 462

１株当たり四半期純利益（円） 42.46 64.58 54.22 65.94

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益（円） － － － －

総資産（百万円） 29,792 31,421 33,987 37,868

株主資本（百万円） 9,735 10,192 10,593 11,041

１株当たり株主資本（円） 1,431.22 1,498.45 1,557.36 1,620.26

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 1,432 △1,190 132 △2,521

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △199 △0 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 207 29 439 1,499

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 3,125 1,968 2,546 1,525

平成17年３月期（連結）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

16年４月～６月 16年７月～９月 16年10月～12月 17年１月～３月

売上高（百万円） 32,520 30,062 28,583 31,117

売上総利益（百万円） 1,236 1,192 1,054 946

営業利益（百万円） 855 798 681 521

経常利益（百万円） 800 687 689 432

税金等調整前四半期純利益（百万円） 800 687 689 432

四半期純利益（百万円） 457 436 413 260

１株当たり四半期純利益（円） 75.03 71.51 64.82 36.29

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益（円） － － － －

総資産（百万円） 35,569 28,412 29,853 29,800

株主資本（百万円） 7,301 7,734 9,362 9,621

１株当たり株主資本（円） 1,196.65 1,267.56 1,376.37 1,412.44

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） － － － －

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） － － － －

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） － － － －

現金及び現金同等物期末残高（百万円） － － － －

（注）１．当社は、平成17年３月期の（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書を開示しておりませんので、四半期

毎のキャッシュ・フローの推移は記載しておりません。

 ２．第３四半期及び第４四半期の１株当たり四半期純利益は、平成16年11月26日（払込期日）の公募増資による増

加株式数700千株を含めた第３四半期平均株式数6,375,913株及び第４四半期平均株式数6,802,000株に基づき計

算しております。
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