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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　田村　直樹

問合せ先責任者　役職名 執行役員経営管理本部長 氏名　飯田　博幸 ＴＥＬ　　（03）3978－2031

決算取締役会開催日 平成18年５月12日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日

単元株制度採用の有無 有（1単元　1,000株）   

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 59,077 2.8 1,533 11.8 2,549 42.8

17年３月期 57,470 2.0 1,372 △7.9 1,785 24.8

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 △3,051 ─ △40 87 △40 85 △8.8 4.6 4.3

17年３月期 552 10.0 7 00 7 00 1.5 3.1 3.1

（注）①期中平均株式数 18年３月期           74,658,030株 17年３月期 74,626,752株

②会計処理の方法の変更 有

③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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 6 00 3 00 3 00 447 ─ 1.4

17年３月期 7 00 3 00 4 00 522 100.0 1.5

（注）17年３月期期末配当金の内訳は、普通配当3.00円、記念配当1.00円であります。

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 53,541 33,178 62.0 444 49

17年３月期 57,217 35,813 62.6 479 59

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 74,644,691株 17年３月期 74,612,538株

②期末自己株式数 18年３月期        423,045株 17年３月期 455,198株

２．平成19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期  30,000  1,700  900 3 00 　― 　―

通　期  60,000  2,600  1,200 　― 3 00 6 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 16円08銭

※　上記の予想は、現時点で入手可能な情報及び不確実な要因に係る仮定を前提とし、当社が判断した見通しであり、今

後様々な要因により変動する可能性があります。
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１．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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         

現金及び預金   6,121   7,958  1,836

受取手形   4,394   1,116  △3,278

売掛金 ※２  16,648   17,645  997

商品   1,067   1,058  △9

製品   175   225  50

材料   797   820  23

仕掛品   1,677   1,068  △609

貯蔵品   61   100  39

前払費用   38   52  13

繰延税金資産   329   276  △52

関係会社短期貸付金   1,310   1,391  80

未収入金 ※２  541   1,273  732

その他   42   31  △11

貸倒引当金   △8   ─  8

流動資産合計   33,198 58.0  33,019 61.7 △178

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物  4,482   4,404    

減価償却累計額  3,199 1,282  3,200 1,204  △77

構築物  358   358    

減価償却累計額  257 100  261 97  △2

機械及び装置  2,049   2,117    

減価償却累計額  1,299 749  1,535 581  △168

車両及びその他の陸
上運搬具

 29   26    

減価償却累計額  20 8  20 5  △2

工具器具及び備品  3,225   3,292    

減価償却累計額  2,644 580  2,764 527  △53

土地 ※１  5,004   4,727  △276

有形固定資産合計   7,726 13.5  7,144 13.3 △581
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

２　無形固定資産         

借地権   130   130  ─

ソフトウェア   411   395  △16

電話加入権   21   18  △3

その他   11   10  △1

無形固定資産合計   575 1.0  554 1.0 △20

３　投資その他の資産         

投資有価証券   3,254   4,582  1,327

関係会社株式   9,336   6,682  △2,653

関係会社長期貸付金   967   120  △847

破産・更生債権等   3   3  ─

長期前払費用   102   24  △77

繰延税金資産   1,447   754  △692

その他   699   679  △20

貸倒引当金   △92   △22  70

投資その他の資産合
計

  15,718 27.5  12,823 24.0 △2,894

固定資産合計   24,019 42.0  20,522 38.3 △3,497

資産合計   57,217 100.0  53,541 100.0 △3,675
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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         

支払手形   930   660  △269

買掛金 ※２  7,437   7,074  △363

一年以内に償還予定の
社債

  ─   1,500  1,500

一年以内に返済予定の
長期借入金

※１  5,032   3,532  △1,500

未払金   59   53  △5

未払費用   1,329   1,588  259

未払法人税等   56   56  0

前受金   85   45  △39

預り金   19   761  742

従業員預り金   4   7  2

設備購入支払手形   126   56  △70

その他   255   80  △174

流動負債合計   15,337 26.8  15,417 28.8 80

Ⅱ　固定負債         

社債   1,500   ─  △1,500

長期借入金 ※１  3,629   4,097  467

退職給付引当金   351   320  △30

役員退職慰労引当金   174   ─  △174

預り保証金   401   407  5

繰延ヘッジ利益   9    ─  △9

その他   ─   120  120

固定負債合計   6,066 10.6  4,946 9.2 △1,120

負債合計   21,403 37.4  20,363 38.0 △1,040

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  11,829 20.7  11,829 22.1  ─

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   15,331   15,331   ─

２　自己株式処分差益   5   9  4

資本剰余金合計   15,336 26.8  15,341 28.7 4

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   1,261   1,261  ─

２　任意積立金         

(1) 配当積立金  430   430    

(2) 別途積立金  4,921 5,351  4,921 5,351  ─

３　当期未処分利益又は当
期未処理損失

  1,521   △2,081  △3,603

利益剰余金合計   8,135 14.2  4,531 8.4 △3,603

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  675 1.2  1,634 3.1 958

Ⅴ　自己株式 ※４  △163 △0.3  △158 △0.3 4

資本合計   35,813 62.6  33,178 62.0 △2,635

負債及び資本合計   57,217 100.0  53,541 100.0 △3,675
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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   57,470 100.0  59,077 100.0 1,607

Ⅱ　売上原価 ※１  47,509 82.7  48,887 82.7 1,378

売上総利益   9,960 17.3  10,189 17.3 228

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  8,588 14.9  8,655 14.7 66

営業利益   1,372 2.4  1,533 2.6 161

Ⅳ　営業外収益         

受取利息  27   41    

受取配当金 ※１ 435   1,106    

受取賃貸料  179   180    

その他  109 752 1.3 92 1,421 2.4 668

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  166   136    

社債利息  14   14    

為替差損  0   41    

その他  159 339 0.6 212 405 0.7 65

経常利益   1,785 3.1  2,549 4.3 764

Ⅵ　特別利益         

固定資産売却益 ※３ ─   72    

投資有価証券売却益  9   410    

退職給付引当金取崩益  ─ 9 0.0 181 664 1.1 655

Ⅶ　特別損失         

退職給付会計基準変更時
差異償却

 72   ─    

たな卸資産処分損  56   228    

固定資産廃売却損 ※４ 6   195    

減損損失 ※５ ─   255    

投資有価証券評価損  41    ─    

関係会社株式評価損 ※６ ─   3,049    

関係会社債権放棄損 ※７ 150   819    

関係会社支援損失 ※８ ─   374    

関係会社整理損 ※９ ─   492    

過年度超過勤務手当  ─   229    

その他  45 372 0.6 113 5,757 9.7 5,385

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△）

  1,422 2.5  △2,543 △4.3 △3,965

法人税、住民税
及び事業税

 482   401    

法人税等調整額  387 869 1.5 106 508 0.9 △361

当期純利益又は当期純損
失（△）

  552 1.0  △3,051 △5.2 △3,603

前期繰越利益   1,193   1,193  0

中間配当額   223   224  0

当期未処分利益又は当期
未処理損失（△）

  1,521   △2,081  △3,603
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(3）利益処分案

  
前事業年度

（平成17年３月期）
当事業年度

（平成18年３月期）
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　当期未処分利益又は当期
未処理損失（△）

   1,521   △2,081 △3,603

Ⅱ　任意積立金取崩額         

１　配当積立金取崩額   ―   220   

２　別途積立金取崩額   ― ―  3,000 3,220 3,220

Ⅲ　利益処分額         

１　配当金   298   223   

２　取締役賞与金   26   ―   

３　監査役賞与金   4 328  ― 223 △104

Ⅳ　次期繰越利益    1,193   914 △278
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重要な会計方針

項目 前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

　期末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）

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　デリバティブ取引により

生じる正味の債権(及び債

務)の評価基準及び評価方

法

時価法 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品、製品、材料、仕掛品

総平均法による原価法

(1) 商品、製品、材料、仕掛品

同左

 (2) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2) 貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物付属設備を除く)につい

ては定額法

　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

(1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

定額法

(2) 無形固定資産

同左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

基づき、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検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左
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項目 前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当期末において

発生していると認められる額を計上し

ております。

　会計基準変更時差異（3,311百万

円）については平成13年３月期事業年

度において、その一部（2,740百万

円）を退職給付信託への拠出により一

時費用処理し、残額（571百万円）は、

厚生年金基金の代行返上部分の返上に

伴う処理を除き、５年による按分額を

特別損失に計上しております。

　数理計算上の差異は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（12年）による按分額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による按分額を費用処理して

おります。

(2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当期末において

発生していると認められる額を計上し

ております。

　数理計算上の差異は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（12年）による按分額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理しており

ます。 

　過去勤務債務は、発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による按分額を費用処理して

おります。 

（追加情報）

　当社が加入するタムラ製作所厚生年

金基金は、厚生年金基金制度から確定

給付企業年金制度へ移行し、基本年金

上乗せ部分を廃止いたしました。これ

について当社は、「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。

　本移行に伴う影響額は、特別利益に

「退職給付引当金取崩益」として181

百万円計上しております。

 (3) 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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

―――――――――――――

（追加情報）

　当社は、役員退職慰労金制度を廃止

し、平成17年６月開催の定時株主総会

において役員退職慰労金の打ち切り支

給議案が承認されました。これにより、

当事業年度において「役員退職慰労引

当金」を全額取崩し、打ち切り支給額

の未払い分については長期未払金とし

て固定負債の「その他」に含めて表示

しております。

６　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 前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

７　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　また、振当処理の要件を満たす通貨

スワップについては振当処理を採用し、

特例処理の要件を満たす金利スワップ

については特例処理を採用しておりま

す。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　デリバティブ取引(為替予約、通

貨スワップ取引及び金利スワップ取

引)

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

 ・ヘッジ対象

　外貨建仕入債務、外貨建貸付金及

び借入金利息

・ヘッジ対象

　外貨建債権債務及び借入金利息

 (3) ヘッジ方針

　為替相場変動リスクの回避及び利息

の固定化

(3) ヘッジ方針

　同左

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して判

定しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1) 消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(1) 消費税等の会計処理について

同左
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会計処理の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 たな卸資産の評価基準及び評価方法について、従来、製

品及び仕掛品は売価還元法による原価法、商品及び材料は

最終仕入原価法による原価法を採用しておりましたが、当

事業年度より、いずれも総平均法による原価法に変更いた

しました。

　この変更は、当事業年度において、新ＥＲＰ（統合業務

パッケージ）システムを導入し、たな卸資産受払管理及び

たな卸資産一品目ごとの単位原価を算定するための原価計

算がシステム化されたことに伴い、より合理的なたな卸資

産の評価及び適正な期間損益の計算を行うために行ったも

のであります。

　この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、

製品及び仕掛品はそれぞれ0百万円、33百万円増加し、商

品及び材料はそれぞれ10百万円、6百万円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は15百万円増加してお

ります。

  　　　　　　―――――――――――――

 

  　　　　　　―――――――――――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

　これにより税引前当期純損失が255百万円増加しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　　　　――――――――――――― （受取手形の流動化）

  当事業年度より一部の受取手形を流動化しております。

これにより流動資産の「受取手形」は3,153百万円減少し

ております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

土地 2百万円

 (帳簿価額）

担保付債務は次のとおりであります。

一年以内に返済予定の長期

借入金

32百万円

長期借入金 129百万円

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

土地  2百万円

 (帳簿価額）

担保付債務は次のとおりであります。

一年以内に返済予定の長期

借入金

  32百万円

長期借入金    97百万円

※２　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 3,360百万円

未収入金 380百万円

買掛金 6,574百万円

※２　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金    3,206百万円

未収入金    451百万円

買掛金    6,395百万円

※　　偶発債務

関係会社の銀行借入金等に対する保証額は次のとお

りであります。

※　　偶発債務

関係会社の銀行借入金等に対する保証額は次のとお

りであります。

タムラ電子 1,225百万円

(マレーシア)㈱ 　(43,300千M$)

田村電子（香港）㈲ 314百万円

 (2,900千US$)

 　  2,406百万円

 (169,500千HK$)

タムラ・ヨーロッパ・

リミテッド

　 　　11百万円

 (53千STG￡)

タムラ電子 173百万円

(インドネシア)㈱ (1,600千US$)

太平洋田村科技（股） 154百万円

 (1,422千US$)

㈱韓国タムラ 18百万円

計 4,303百万円

　なお、タムラ・ヨーロッパ・リミテッドは、平

成16年８月、タムラ・ヒンチュリー・リミテッドよ

り社名変更いたしました。

タムラ電子    1,275百万円

(マレーシア)㈱ 　(39,480千M$)

田村電子（香港）㈲    2,902百万円

 (24,500千US$)

 　   257百万円

タムラ・ヨーロッパ・

リミテッド

　 　280百万円

(1,339千STG￡)

タムラ・コーポレーショ

ン・オブ・アメリカ

　 　201百万円

 (1,700千US$)

㈱韓国タムラ 18百万円

計    4,935百万円

 

※３　会社が発行する株式 ※３　会社が発行する株式

普通株式 252,000,000株 同左

　ただし、定款の定めにより株式の消却が行なわれ

た場合には、会社が発行する株式について、これに

相当する株式数を減ずることとなっております。

 

発行済株式総数  

普通株式 75,067,736株  

※４　自己株式の保有数 ※４　自己株式の保有数

普通株式 455,198株 普通株式      423,045株
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※　　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する増加純資

産額　　　　　　　　　　　　　 675百万円

※　　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する増加純資

産額　　　　　　　　　　　　　    1,634百万円

※　　　当社は、流動性資金を確保し、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。当事業年度末における

貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。

※　　　当社は、流動性資金を確保し、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。当事業年度末における

貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 2,500百万円

貸出コミットメントの総額   2,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額    2,500百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　関係会社に係る注記

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社に係る注記

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

当期製品製造原価中

材料仕入高
705百万円

当期商品仕入高 40,123百万円

受取配当金 412百万円

当期製品製造原価中

材料仕入高
   600百万円

当期商品仕入高   41,941百万円

受取配当金    1,073百万円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、441百万円であります。

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、409百万円であります。

 　　　　　　　――――――――――――― ※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地  72百万円

車両及びその他の

陸上運搬具
 0百万円

計  72百万円

※４　固定資産廃売却損の内容は次のとおりであります。 ※４　固定資産廃売却損の内容は次のとおりであります。

建物 1百万円

機械及び装置 0百万円

車両及びその他の

陸上運搬具
0百万円

工具器具及び備品 3百万円

ソフトウェア 0百万円

計 6百万円

建物  9百万円

構築物  0百万円

機械及び装置  170百万円

車両及びその他の

陸上運搬具
 0百万円

工具器具及び備品  14百万円

ソフトウェア  0百万円

計  195百万円

 ※５　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

 場所 用途 種類

群馬県利根郡　　
みなかみ町

 厚生施設  土地

山形県酒田市  遊休資産  土地

 千葉県香取市  遊休資産  土地

 　　　　当社は、主として継続的に損益の把握を実施して

いる区分ごとに、また、遊休資産につきましては各

資産ごとに、資産のグルーピングを行っております。

なお上記の厚生施設については、使用状況等を勘案

し、遊休資産に準じてグルーピングを行なっており

ます。

 　　　　地価の下落により、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（255百万円）として特別損失に計上しました。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、主に不動産鑑定評価額

により評価しております。

 ※６　関係会社株式評価損は、タムラ電子(マレーシア)㈱、

タムラ・ヨーロッパ・リミテッド、他５社の株式に

係る評価損であります。
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※７　関係会社債権放棄損は、タムラ電子(マレーシア)㈱、

タムラ・ヨーロッパ・リミテッドに対する債権放棄

損であります。

 ※８　関係会社支援損失は、タムラ電子(マレーシア)㈱に

対する支援損失であります。

 ※９　関係会社整理損は、タムラ電子(インドネシア)㈱、

他１社に対する整理損であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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、

減損損失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）

構築物 45 34 11

機械及び装置 0 0 0

工具器具及び
備品

261 116 145

ソフトウェア 1,218 89 1,129

合計 1,526 240 1,285

 
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）

構築物 45 39 5

工具器具及び
備品

273 128 144

ソフトウェア 1,435 392 1,043

合計 1,753 560 1,193

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 319百万円

１年超 971百万円

合計 1,290百万円

１年以内    366百万円

１年超    839百万円

合計      1,206百万円

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 157百万円

減価償却費相当額 150百万円

支払利息相当額 8百万円

支払リース料    375百万円

減価償却費相当額    358百万円

支払利息相当額  23百万円

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

　

 

　（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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

（繰延税金資産）

たな卸資産廃却損否認 22百万円

繰越欠損金 10百万円

未払賞与限度超過額 167百万円

減価償却超過額 11百万円

貸倒引当金繰入超過額 4百万円

退職給付引当金繰入超過額 1,495百万円

役員退職慰労引当金否認 69百万円

投資有価証券評価損否認 309百万円

関係会社株式評価損否認 141百万円

ゴルフ会員権評価損否認 68百万円

繰越外国税額控除額 957百万円

退職給付信託設定損 146百万円

繰延ヘッジ利益 64百万円

その他 41百万円

繰延税金資産小計 3,512百万円

評価性引当額 △668百万円

繰延税金資産合計 2,843百万円

（繰延税金負債）

退職給付信託設定益 616百万円

その他有価証券評価差額金 450百万円

繰延税金負債合計 1,066百万円

繰延税金資産の純額 1,776百万円

（繰延税金資産）

たな卸資産廃却損否認 62百万円

未払賞与限度超過額    192百万円

減価償却超過額   100百万円

貸倒引当金繰入超過額  1百万円

退職給付引当金繰入超過額   1,454百万円

投資有価証券評価損否認    257百万円

関係会社株式評価損否認    1,642百万円

ゴルフ会員権評価損否認   41百万円

繰越外国税額控除額    802百万円

退職給付信託設定損    146百万円

繰延ヘッジ利益   3百万円

その他   49百万円

繰延税金資産小計    4,755百万円

評価性引当額  △2,018百万円

繰延税金資産合計    2,737百万円

（繰延税金負債）

退職給付信託設定益    616百万円

その他有価証券評価差額金    1,089百万円

繰延税金負債合計    1,706百万円

繰延税金資産の純額    1,031百万円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△12.4％

外国法人税 33.1％

住民税均等割等 0.8％

その他 △7.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.1％

      

法人税等を控除する前の当期純損益が損失であるため

記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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２．部門別売上高明細表
 （単位：百万円）

区分

前期
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当期
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

増減
当期―前期

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 増減額 増減率（％）

電子部品関連事業 30,413 52.9 31,363 53.1 949 3.1

国内 13,966 (45.9) 14,564 (46.4) 598 4.3

輸出 16,447 (54.1) 16,798 (53.6) 350 2.1

電子化学材料・はんだ付

装置関連事業
20,647 35.9 21,809 36.9 1,161 5.6

国内 13,129 (63.6) 13,066 (59.9) △63 △0.5

輸出 7,517 (36.4) 8,742 (40.1) 1,224 16.3

情報機器関連事業 6,408 11.2 5,904 10.0 △504 △7.9

国内 6,390 (99.7) 5,883 (99.6) △507 △7.9

輸出 17 (0.3) 20 (0.4) 2 16.4

合計 57,470 100.0 59,077 100 1,607 2.8

国内 33,486 (58.3) 33,515 (56.7) 28 0.1

輸出 23,983 (41.7) 25,561 (43.3) 1,578 6.6

　（注）　国内及び輸出の構成比は、それぞれの関連事業における内訳を表示しております。
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３．役員の異動

 

１．代表者の異動

　該当事項はありません。

２．その他の役員の異動

　該当事項はありません。
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