
１．平成18年10月中間期の連結業績（平成17年11月１日～平成18年４月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  57円97銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。 

平成18年10月期 中間決算短信（連結） 
平成18年６月23日

会社名 エー・ディ・エム株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 3335 本社所在都道府県 大阪府 

(URL http://www.adm.co.jp) 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 山﨑 浩生 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 

  氏名  小林 隆英 ＴＥＬ  （06）6244－2701 

決算取締役会開催日 平成18年６月23日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （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10月中間期 9,346 ( 6.2 ) 95 (△65.6) 96 (△61.3)

17年10月中間期 8,798 ( ― ) 277 ( ― ) 248 ( ― )

17年10月期 17,814 ( ― ) 423 ( ― ) 448 ( ― )

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年10月中間期 44 (△70.5) 13 76 ― ―

17年10月中間期 150 ( ― ) 46 57 ― ―

17年10月期 261 ( ― ) 77 54 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年10月中間期 ―百万円 17年10月中間期 ―百万円 17年10月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年10月中間期 3,230,000株 17年10月中間期 3,230,000株 17年10月期 3,230,000株

③会計処理の方法の変更 有 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

⑤前中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前中間期および前期の増減率は記載してお
りません。 

(2）連結財政状態 （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10月中間期 7,486 3,895 52.0 1,206 05

17年10月中間期 7,386 3,824 51.8 1,184 00

17年10月期 7,116 3,941 55.4 1,216 91

（注）期末発行済株式数（連結） 18年10月中間期 3,230,000株 17年10月中間期 3,230,000株 17年10月期 3,230,000 株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

 
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10月中間期 △210 △4 37 904

17年10月中間期 1,286 △67 △368 1,369

17年10月期 1,411 △66 △830 1,082

(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 ２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18年10月期の連結業績予想（平成17年11月１日～平成18年10月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 20,404  346  187  
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１．企業集団の状況 

当社グループ（当社および関係会社）は、エー・ディ・エム株式会社（当社）および子会社２社で構成され、アナロ

グＩＣおよびＤＳＰ（デジタル信号処理プロセッサー）等の電子デバイス製品の仕入・販売を主な事業内容としており

ます。 

事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けを事業系統図によって示すと以下のとおりであります。 

 
（注１）※ 連結子会社 

（注２）当社はアナログ・デバイセズ社の販売代理店であります。 

（注３）日本アナログ・デバイセズ社は、販売代理店に対し技術面等の営業サポートを行うとともに、販売代理店と連携

して顧客への技術サポート等を行っております。 

（注４）アナログ・デバイセズ社および日本アナログ・デバイセズ社は当社の関係会社には該当しておりません。 

２．経営方針 

１）会社経営の基本方針 

当社グループは、アナログＩＣおよびＤＳＰ（デジタル信号処理プロセッサー）等の電子デバイス製品の仕入、販売

を行う半導体商社であります。基本方針としては、顧客の要望を正確に把握する活動、それによる信頼関係の構築、課

題を顧客と分かち合う「テクニカルソリューション・プロバイダー」を目指し、顧客の多様なニーズに沿ったサービス

を積極的に展開してまいります。 

２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につきまして、将来の事業展望と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した

配当を継続していくことを基本方針としております。 

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化のための技術教

育など将来の発展、成長のため引き続き活用してまいります。 

３）目標とする経営指標 

当社グループは、市場を確保するため成長性を重視した事業の展開を行なっております。売上高の成長を重視し安定

的な経常利益の確保を経営の目標にしており、引き続き高い成長率の確保を目指しております。 

 

仕入先

※エー・ディ・エム・
エレクトロニクス・ 
ホンコン・ 
リミテッド 

※エー・ディ・エム・
シンガポール・ 
プライベート・ 
リミテッド 

その他の仕入先
（国内・海外）

アナログ・デバイセズ社
（本社 米国） 

日本アナログ・
デバイセズ社
（日本法人）

当    社 
商品の 
販売 

アナログ・デバイセズ社グループ

100％ 
出資 

営業サポート 

技術サポート

技術提案・情報提供 商品の販売 商品の販売 

顧    客 

商品の販売

商品の仕入 商品の仕入

商品の販売 

商品の仕入
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４）中長期的な会社の経営戦略 

電子デバイスの供給市場は、それを使用した最終製品のライフサイクルの短縮化や次世代デバイスの登場により販売

価格が低下していく傾向にあります。こうした中で、単にデバイスの仕入・販売だけのビジネスでは、厳しい価格競争

の中で売上を順調に伸ばしていくことは難しいこととなってきております。その中で当社グループとしましては、顧客

ニーズに対応し、長期安定取引の継続を図るとともに、新規商権の開拓、新規顧客の獲得に努めてまいります。そのた

めに、全営業マンをＦＳＥ（フィールド・セールス・エンジニア）と位置付け、必要となる技術教育、アプリケーショ

ン教育を実施し営業スキルの継続的向上に努め、顧客の要望を正確に把握できる営業活動を行い競合他社との差別化を

図ります。また、専任の技術部隊、専任のＦＭＥ（フィールド・マーケティング・エンジニア）を配置し、技術サポー

ト体制およびマーケティング力を充実させることにより顧客との信頼関係の強化、新たなビジネスの開拓に繋げていく

よう展開してまいります。 

５）会社が対応すべき課題 

家電や通信機器等のデジタル化が急速に進んでいる中で、人間と機器をつなぐアナログの技術は不可欠であり、進化

を続けていくものと考えられます。また、電子機器受託製造サービスの本格化や生産拠点の海外移転など、顧客ニーズ

はめまぐるしく変化しております。これら顧客ニーズに的確に対応すべく次の点に注力いたします。 

①日本アナログ・デバイセズ社との連携強化 

当社グループは、今後ともアナログ・デバイセズ社製品の販売拡大に努める方針であり、同社の経営方針、営業施策

に沿った販売体制を構築することが重要と考えております。平成18年10月期からは新たに事業推進部、開発技術部を設

けアナログ・デバイセズ社との連携強化を図り、顧客ニーズへの対応力を強化しております。また、営業マンの個々の

技術スキルの向上も継続的に図っております。 

②ＮＢＯおよびＮＤＩを重視する営業活動 

当社グループでは、顧客の新商品の企画、開発段階から案件に参画する活動に注力しております。この新規案件をＮ

ＢＯ（New Business Opportunity）、正式にご採用をいただいた案件をＮＤＩ（New Design In）と称しており、この

件数、金額が営業活動の重要な指標と考えております。今後もこのＮＢＯ、ＮＤＩが当社グループの顧客ニーズ対応の

バロメータであり、発展のコアであると考え、ＮＢＯ、ＮＤＩを重視する営業活動に注力し、事業の拡充に取り組んで

まいります。 

③新規商権ビジネスの拡大 

当社グループは、アナログ・デバイセズ社商品を主に販売してきておりますが、昨今の顧客の多様化するニーズに応

えるため、特に当社グループの強みである信号処理およびその周辺分野での新規商権の拡充、拡販に注力しておりま

す。当中間連結会計期間におきましては、新規商権に対する顧客需要の掘り起こしを図るべく、「指紋センサ」の評価

用及びモジュールとして機器組み込みが可能なリファレンスボード等の開発に取り組んでおります。 

④海外における事業展開 

当社グループの顧客の多くは、グローバルベースでの事業展開を行っており、現地ビジネスの拡大や生産コストの低

減を目的とし、日本国内の生産拠点の一部を海外に移転する動きが更に強まっております。当社グループはこれらの顧

客のニーズ、特に日本国内と同様のスムーズな部品調達、現地での商品開発支援に応えるべく海外での事業展開を進め

ていく方針です。平成16年度に設立したエー・ディ・エム・シンガポール・プライベート・リミテッド、エー・ディ・

エム・エレクトロニクス・ホンコン・リミテッドもこれら顧客の期待に応え事業活動を進めております。今後もこの方

針に沿い、お客様のニーズを見極め、必要と判断すれば積極的に海外事業所展開を進めてまいります。併せて現地での

ビジネス拡大、現地での商材発掘にも注力してまいります。 
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６）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞ 

 当社は法令を遵守し、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の立場に立って継続的に企業価値を高めることをコー

ポレート・ガバナンスの基本方針とし、また、「自らの責任を自覚し、社会の規範に従う」「仕事を通じて社会の為に

役立つ」を行動指針として掲げ、経営環境の変化に迅速に対応できる俊敏なコーポレート・ガバナンスの充実を目指し

ております。 

 ＜コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況＞ 

（1）会社の経営上の意思決定、執行および監査に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 ①会社の機関の内容および内部統制システムの整備状況 

当社の基本的な経営管理組織としては、取締役会と監査役会があります。  

取締役会は、取締役５名で構成され、月１回の定時取締役会を、また必要に応じ臨時取締役会を開催し経営上の意思

決定を行っております。当社は取締役全員が出席する取締役会を頻繁に開催し、経営の意思決定を合理的かつ効率的

に行っておりますので委員会等設置会社を選択せず、監査役設置会社を継続しております。 

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成しており、監査役会が定めた監査方針に従い取締役会の他、

重要な会議への出席、取締役などからの営業報告の聴取や重要な決裁書類の閲覧、および業務、財産の状況調査など

により、ガバナンスの有り方や取締役会を含めた経営活動の監視を行っております。 

業務執行体制としては、経営課題の協議の場として経営会議を、業務執行に関する重要事項等の協議の場として営業

幹部会議をそれぞれ月１回開催しております。また、業務分掌規程、職務権限規程などにより、会社の業務執行に関

する各職位の権限と責任を明確にし、適正に運営される体制を整備しております。この監視機能とし後述の「内部監

査室」を設けております。 

②リスク管理体制の整備の状況 

当社は企業経営および日常業務に関して、東京、大阪で弁護士事務所と顧問契約を締結し、リスク管理およびコンプ

ライアンスの面からアドバイスを受ける体制をとっております。また必要に応じ社内で社長直轄の各種委員会（個人

情報保護委員会、環境委員会（災害リスク対策を含む）など）を設け、リスク管理、コンプライアンスを強力に推進

するよう努めております。 

③内部監査および監査役監査、会計監査の状況 

・内部監査機能としては、社長直轄の「内部監査室」を設けております。内部監査は内部監査計画書に基づき定期的に

実行され、監視と業務改善に向け具体的助言を行っております。また監査役会とは、半期に一度の定期報告と併せ随

時連携を行い監査の実効性の確保に努めております。 

・会計監査は中央青山監査法人との間で監査契約を締結しており、公正不偏の立場で監査を受けております。同監査法

人および同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。当期において業務を執行した

公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下の通りであります。 

業務を執行した公認会計士の氏名 

業務執行社員：富永 正行   隂地 弘和 

会計監査業務に係る主な補助者の構成 

公認会計士： ４名、 会計士補： ２名、 その他： １名 

④その他 

当社は情報開示を積極的に実施するため、総務部内にＩＲ担当グループを設け、ＩＲ活動を展開しております。株主

や投資家の皆様にホームページや決算説明会の内容の充実を通し、経営状況の迅速かつ正確な情報開示に努めており

ます。 

（2）会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

  監査役３名のうち、２名は社外監査役を任用しております。社外監査役２名のうち１名は当社株式を4,020株保有し

ております。その他の利害関係はございません。 

（3）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

・取締役会を平成18年度中間期は、８回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、業

務執行状況を監督しております。 

・監査役会は、平成18年度中間期は、６回開催し監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取を行うと共に、重要会議

の審議状況や監査結果などについて監査役相互に意見情報交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。 

・内部監査は、平成18年度中間期は、６部門、20項目の監査を実施し、法令や諸規定の遵守状況、業務が適正かつ合理

的、効率的に運営されているか、および資料の正確性を監査し、必要に応じ助言を行っております。 

・「決算説明会のホームページへの掲載」「個人投資家向け説明会の実施」など経営状況の開示および積極的なＩＲ活

動に努めました。 

・平成18年５月の取締役会で「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、内部統制の充実を図りました。
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７）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

該当事項はありません。 

８）内部管理体制の整備・運用状況  

 当社は、内部管理体制の確立に努めており、その内容は前掲「６）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え

方およびその施策の実施状況」に記載のとおりであります。また、管理部門として、総務部・財務部・業務部で構成

する管理本部および経営企画室を設け、それぞれ内部規程に基づき、社内業務全般の管理・統制を行い、予算統制、

稟議決裁規程の適正運用、適時開示等を行い、内部牽制が適正かつ合理的に機能するよう運用しております。 

９）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

３．経営成績及び財政状態 
１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、個人所得の増加やこの冬の寒波により個人消費が堅調に推移し、また企

業の設備投資の増加などから年末にかけて内需は堅調に推移しておりましたが、年初以降やや一服感が見られます。し

かしながら外需の伸びがそれらをカバーしており、全体として景気は回復を続けているものと考えられます。 

このような状況の中、当社グループといたしましては積極的に新規案件の獲得（ＮＢＯ:New Business  

Opportunity）や採用決定（ＮＤＩ:New Design In）へ導く活動を図る一方、新規顧客の開拓強化、新規商権の獲得や

拡大、海外事業の拡大などに注力し、業績の向上に努めてまいりました。売上高はこれらの活動の成果や全般的な市況

回復の影響も有り増収となりましたが、デジタル関連商品やコミュニケーション分野で価格下落の影響を受けたこと、

また先行投資など固定費の増加により、経常利益は前年を下回る水準となりました。 

エー・ディ・エム・シンガポール・プライベート・リミテッド、エー・ディ・エム・エレクトロニクス・ホンコン・

リミテッドはそれぞれアジア地域、中国地域での事業拡大を狙い設立いたしました。当中間連結会計年度は生産拠点を

日本国内から海外に移転された顧客の対応をメインに注力しましたが、今後も日系企業を中心に現地でのニーズ及び商

材の発掘、顧客の開拓などにも注力する所存であります。 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は93億46百万円（前年同期比6.2％増）となりました。損益面にお

きましては、経常利益96百万円（前年同期比61.3％減)、中間純利益44百万円（前年同期比70.5％減）となりました。 

２）財政状態 

当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億78百

万円減少し、９億４百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、税金等調整前中間純利益が93百万円（前年同期比64.7％減）であったことと、売

上債権の増加額２億15百万円、たな卸資産の増加額３億77百万円となりましたが仕入債務の増加額２億72百万円など

により２億10百万円の支出（前年同期は12億86百万円の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は４百万円（前年同期比93.8％減）となりました。これは主に固定資産の取得による

支出３百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は37百万円（前年同期は３億68百万円の支出）となりました。これは、短期借入金の

純増額２億円があったものの、長期借入金返済91百万円および配当金の支払70百万円による減少要因があったためで

あります。 

３）通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、日本経済は設備投資や個人消費の増加、また輸出の拡大などから景気は堅調に推移し

ておりますが、原油高の高騰、為替動向の先行きの不透明感など様々なリスク要因も残っております。また、「世界半

導体市場統計（ＷＳＴＳ）」の平成18年春季半導体市場予測によれば日本の半導体市場は円ベースで、平成18年度は前

年度比14.0％増、平成19年度は同9.0％増と予測されております。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、第32期（平成18年10月期）からスタートの新組織の整備を

進めマーケティング力、技術力と営業力を融合し、コミュニケーション、デジタル・コンシューマー、アミューズメン

ト、オートモーティブ、インダストリーの市場に注力し、需要の発掘、拡大を進めてまいります。また、新規商権の拡

大や新規商権での新たなアプリケーションの開拓、海外事業基盤の確立を図るとともに、これらの顧客に対するサポー

ト体制の強化に注力してまいります。 

以上の活動を通し、通期の見通しは、売上高204億４百万円、経常利益３億46百万円、当期純利益１億87百万円を見

込んでおります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1）中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金     1,420,395     944,625     1,123,312   

２．受取手形及び売掛金 ※２   3,285,165     3,526,159     3,316,328   

３．たな卸資産     1,930,074     2,134,007     1,761,526   

４．その他     119,764     242,343     229,045   

貸倒引当金     △3,021     △3,440     △2,754   

流動資産合計     6,752,378 91.4   6,843,695 91.4   6,427,458 90.3 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１   46,249     35,826     40,805   

２．無形固定資産     12,718     14,311     15,671   

３．投資その他の資産                     

(1）投資有価証券   239,074     228,056     239,359     

(2）その他   353,792     371,682     409,201     

貸倒引当金   △17,407 575,459   △7,250 592,489   △16,223 632,337   

固定資産合計     634,426 8.6   642,627 8.6   688,814 9.7 

資産合計     7,386,805 100.0   7,486,322 100.0   7,116,272 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形及び買掛金 ※２   1,426,913     1,692,627     1,426,745   

２．短期借入金     700,000     700,000     500,000   

３．１年以内返済予定の長期
借入金 

    272,700     150,600     175,100   

４．１年以内償還予定の社債     80,000     200,000     200,000   

５．未払法人税等     108,997     72,579     14,141   

６．賞与引当金     65,663     68,738     73,214   

７．その他     133,468     244,584     228,135   

流動負債合計     2,787,742 37.7   3,129,129 41.8   2,617,336 36.8 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債     290,000     90,000     90,000   

２．長期借入金     175,600     25,000     92,400   

３．退職給付引当金     29,792     32,931     29,126   

４．役員退職慰労引当金     110,310     121,730     116,200   

５．その他     169,020     191,987     229,921   

固定負債合計     774,722 10.5   461,648 6.2   557,648 7.8 

負債合計     3,562,465 48.2   3,590,778 48.0   3,174,984 44.6 

      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     560,330 7.6   560,330 7.5   560,330 7.9 

Ⅱ 資本剰余金     775,804 10.5   775,804 10.3   775,804 10.9 

Ⅲ 利益剰余金     2,410,832 32.6   2,484,258 33.2   2,521,514 35.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     79,336 1.1   72,436 1.0   79,328 1.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △1,963 △0.0   2,715 0.0   4,311 0.1 

資本合計     3,824,340 51.8   3,895,544 52.0   3,941,288 55.4 

負債・資本合計     7,386,805 100.0   7,486,322 100.0   7,116,272 100.0 
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(2）中間連結損益計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     8,798,945 100.0   9,346,506 100.0   17,814,663 100.0 

Ⅱ 売上原価     7,821,766 88.9   8,530,117 91.3   15,943,154 89.5 

売上総利益     977,179 11.1   816,388 8.7   1,871,509 10.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   699,938 7.9   721,019 7.7   1,448,138 8.1 

営業利益     277,240 3.2   95,369 1.0   423,370 2.4 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   1,819     2,141     3,855     

２．受取配当金   15     480     1,866     

３．受取手数料   1,574     10,743     8,279     

４．為替差益    －     4,275     50,365     

５．雑収入   1,717 5,127 0.0 1,953 19,593 0.2 2,748 67,115 0.4 

Ⅴ 営業外費用                     

１．支払利息   5,812     2,568     9,440     

２．社債利息   2,142     1,643     4,016     

３．金銭債権売却損   7,554     6,139     15,265     

４．支払手数料    －     6,855     10,658     

５．為替差損   17,037     －     －     

６．雑損失   1,292 33,838 0.4 1,673 18,880 0.2 2,530 41,911 0.3 

経常利益     248,529 2.8   96,082 1.0   448,575 2.5 

Ⅵ 特別利益                     

１．貸倒引当金戻入益   1,978     －     2,245     

２．保険金収入差額   14,495 16,473 0.2 － － － 14,495 16,740 0.1 

      

Ⅶ 特別損失                     

１．固定資産除却損 ※2  －     1,209     －     

２．ゴルフ会員権評価損   1,200     －     1,200     

３．会員権評価損    －     250     －     

４．減損損失    － 1,200 0.0 1,529 2,988 0.0 － 1,200 0.0 

税金等調整前中間（当
期）純利益 

    263,803 3.0   93,093 1.0   464,115 2.6 

法人税、住民税及び事業
税 

  105,314     56,759     188,513     

法人税等調整額   8,039 113,353 1.3 △8,120 48,639 0.5 14,471 202,984 1.1 

中間（当期）純利益     150,450 1.7   44,454 0.5   261,131 1.5 
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(3）中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）               

Ⅰ 資本剰余金期首残高     775,804   775,804   775,804 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高     775,804   775,804   775,804 

                

（利益剰余金の部）               

Ⅰ 利益剰余金期首残高     2,366,132   2,521,514   2,366,132 

Ⅱ 利益剰余金増加高               

１．中間（当期）純利益   150,450 150,450 44,454 44,454 261,131 261,131 

Ⅲ 利益剰余金減少高               

１．配当金   80,750   71,060   80,750   

２．役員賞与   25,000 105,750 10,650 81,710 25,000 105,750 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高     2,410,832   2,484,258   2,521,514 
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間（当期）純利益   263,803 93,093 464,115 

減価償却費   9,610 7,383 17,229 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △778 664 △2,245 

賞与引当金の増減額（減少：△）   632 △4,476 8,183 

退職給付引当金の増減額（減少：
△） 

  3,131 3,804 2,465 

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△） 

  △11,990 5,530 △6,100 

受取利息及び受取配当金   △1,835 △2,621 △5,722 

支払利息及び社債利息   7,954 4,211 13,456 

為替差損益（差益：△）   13,998 4,463 19,579 

売上債権の増減額（増加：△）   738,800 △215,043 749,840 

たな卸資産の増減額（増加：△）   549,628 △377,473 741,326 

未収還付消費税等の増減額（増加：
△） 

  43,270 △31,856 50,729 

未払消費税等の増減額（減少：
△）  

  － △5,188 4,906 

仕入債務の増減額（減少：△）   △56,819 272,981 △161,748 

役員賞与の支払額   △25,000 △10,650 △25,000 

その他   △47,764 15,127 △74,961 

小計   1,486,642 △240,048 1,796,055 

利息及び配当金の受取額   1,835 2,621 5,722 

利息の支払額   △7,294 △3,823 △12,794 

法人税等の支払額   △194,529 △3,261 △377,862 

法人税等の還付額   － 33,565 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,286,653 △210,946 1,411,120 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   △7,511 △3,098 △8,051 

無形固定資産の取得による支出   △2,744 △519 △7,896 

投資有価証券の取得による支出   △56,713 △299 △57,012 

差入保証金の支出   △1,802 △700 △2,537 

その他   1,566 457 9,450 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △67,206 △4,160 △66,046 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入金の純増減額（減少：△）   △100,000 200,000 △300,000 

長期借入金の返済による支出   △189,600 △91,900 △370,400 

社債の償還による支出   － － △80,000 

配当金の支払額    △79,361 △70,319 △79,737 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △368,961 37,780 △830,137 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △2,945 △1,364 46,071 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少
額) 

  847,539 △178,690 561,007 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   521,989 1,082,996 521,989 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

  1,369,528 904,306 1,082,996 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

  子会社はすべて連結しておりま

す。 

  連結子会社は、エー・ディ・エ

ム・シンガポール・プライベー

ト・リミテッドおよびエー・デ

ィ・エム・エレクトロニクス・ホ

ンコン・リミテッドの２社であり

ます。 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

  該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

  連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。

但し、エー・ディ・エム・エレク

トロニクス・ホンコン・リミテッ

ドは設立日（平成16年６月14日）

から当中間連結決算日までを中間

会計期間としております。 

  連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。 

  連結子会社の決算日と連結決算

日は一致しております。但し、エ

ー・ディ・エム・エレクトロニク

ス・ホンコン・リミテッドは設立

日（平成16年６月14日）から当連

結決算日までを会計期間としてお

ります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

(イ)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 

  中間連結決算日の市場

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。 

(イ)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 

 同左 

(イ)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。 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価

法を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

    時価法を採用しており

ます。 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  

  ③ たな卸資産 

商品 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

③ たな卸資産 

商品 

  主として移動平均法によ

る原価法を採用しておりま

す。 

③ たな卸資産 

商品 

     同左 

  

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

  当社は定率法を採用して

おり、在外連結子会社は、

定額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。 

建物     ３～15年 

工具器具備品 ４～８年 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

  

  

  ② 無形固定資産 

  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（主として５

年）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 

② 無形固定資産 

同左 

  

  (ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

  売上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。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

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、支給見込額基準

により計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

  ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当社は当連結会計

年度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、当中間連結会計期

間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。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当社は当連結会計

年度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、当連結会計年度末

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。 

  

  ④ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社は内規

に基づく中間連結会計期間

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 

④ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社は内規

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。 

  

  (ニ)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、中

間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、在外子会社等

の資産および負債は中間連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益および費

用は期中平均相場により円貨

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

に含めて計上しております。 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

同左 

(ニ)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、在外子会社等の

資産および負債は連結決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益および費用は期

中平均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

て計上しております。 

  (ホ)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。 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

  (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用し

ております。 

  また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の

要件を満たしている場合に

は振当処理を、金利スワッ

プについて特例処理の要件

を満たしている場合には特

例処理を採用しておりま

す。 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

  主に当社の内規である

「デリバティブ取引規程」

に基づき、金利変動リス

ク、為替変動リスクをヘッ

ジしております。なお、デ

リバティブ取引は実需の範

囲で行っており、投機目的

で行うことはありません。

ヘッジ会計を適用したヘッ

ジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

同左 

  

  ａ ヘッジ手段 

為替予約、通貨オプシ

ョン 

ａ ヘッジ手段 

同左 

ａ ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

外貨建仕入債務及び外

貨建予定取引 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

  ｂ ヘッジ手段 

金利スワップ 

ｂ ヘッジ手段 

  － 

ｂ ヘッジ手段 

金利スワップ 

  ヘッジ対象 

借入金 

ヘッジ対象 

  － 

ヘッジ対象 

借入金 

  ③ ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約取引について

は、ヘッジ方針に基づき、

同一通貨で同一時期の為替

予約を締結しているため、

その後の為替相場の変動に

よる相関関係が確保されて

いますので、その判定をも

って有効性の判定に代えて

おります。また、金利スワ

ップは、特例処理の要件を

満たしておりますので、そ

の判定をもって有効性の判

定に代えております。 

③ ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約取引について

は、ヘッジ方針に基づき、

同一通貨で同一時期の為替

予約を締結しているため、

その後の為替相場の変動に

よる相関関係が確保されて

いますので、その判定をも

って有効性の判定に代えて

おります。 

③ ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約取引について

は、ヘッジ方針に基づき、

同一通貨で同一時期の為替

予約を締結しているため、

その後の為替相場の変動に

よる相関関係が確保されて

いますので、その判定をも

って有効性の判定に代えて

おります。また、金利スワ

ップは、特例処理の要件を

満たしておりますので、そ

の判定をもって有効性の判

定に代えております。 

  (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

  税抜方式によっておりま

す。 

(ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

同左 

(ト)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  

消費税等の会計処理 

同左 
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中間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 

追加情報 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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 同左 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

──── （固定資産の減損に係る会計基準） ──── 

  当中間連結会計期間より、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。これによる税金等調整前中間純

利益に与える影響は軽微でありま

す。 

  

      

前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

中間連結会計年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」 

（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法

人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が3,946千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益が

3,946千円減少しております。 

──── 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

連結会計年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が8,463千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が

8,463千円減少しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年10月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は31,416千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は42,912千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は37,847千円であります。 

※２．中間連結会計期間末日満期手

形 

※２．中間連結会計期間末日満期手

形 

※２．       ─── 

  中間連結会計期間末日満

期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含ま

れております。 

  中間連結会計期間末日満

期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含ま

れております。 

  

受取手形 78,551千円 受取手形 70,357千円   

支払手形  2,360千円      

 ３．貸出コミットメント 

  当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりでありま

す。 

 ３．貸出コミットメント 

  当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりでありま

す。 

 ３．貸出コミットメント 

  当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

貸出コミット

メントの総額 
2,000,000千円

借入実行残高 ―  千円

差引額 2,000,000千円

   

貸出コミット

メントの総額 
2,000,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 1,800,000千円

   

貸出コミット

メントの総額 
2,000,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 1,800,000千円
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（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 

至 平成17年10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

おりです。 

役員報酬 68,719千円

給与手当 210,785千円

賞与引当金繰入

額 
65,663千円

退職給付費用 24,649千円

役員退職慰労引

当金繰入額 
5,610千円

賃借料 56,879千円

減価償却費 8,964千円

役員報酬 63,030千円

給与手当 235,612千円

賞与引当金繰入

額 
68,738千円

退職給付費用 22,603千円

役員退職慰労引

当金繰入額 
5,530千円

賃借料 57,587千円

減価償却費 7,383千円

役員報酬 128,450千円

給与手当 443,174千円

賞与引当金繰入

額 
73,214千円

退職給付費用 40,918千円

役員退職慰労引

当金繰入額 
11,500千円

賃借料 113,631千円

減価償却費 17,229千円

※２．       ─── ※２．固定資産除却損の内訳  ※２．       ─── 
 建物 1,209千円  

      

前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

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４月30日現在） （平成18年４月30日現在） （平成17年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,420,395千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△50,866 

現金及び現金同等物 1,369,528 

現金及び預金勘定 944,625千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△40,319 

現金及び現金同等物 904,306 

現金及び預金勘定 1,123,312千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△40,315 

現金及び現金同等物 1,082,996 
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① リース取引 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 

至 平成17年10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中間期末残高相

当額 

(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

当額及び中間期末残高相当額 

(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 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

有形固定
資産 
(工具器
具備品） 

27,822 13,892 13,930 

無形固定
資産 
(ソフト
ウェア) 

70,200 25,470 44,730 

合計 98,022 39,362 58,660 

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円）

有形固定
資産 
(工具器
具備品） 

27,822 19,205 8,617 

無形固定
資産 
(ソフト
ウェア) 

70,200 39,510 30,690 

合計 98,022 58,715 39,307 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

有形固定
資産 
(工具器
具備品） 

27,822 16,548 11,273 

無形固定
資産 
(ソフト
ウェア) 

70,200 32,490 37,710 

合計 98,022 49,038 48,983 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 19,314千円

１年超 40,060千円

合計 59,375千円

１年内 19,208千円

１年超 20,852千円

合計 40,060千円

１年内 19,456千円

１年超 30,296千円

合計 49,753千円

(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、減価償却費相当額及び減損

損失 

(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 10,040千円

減価償却費相当額 9,676千円

支払利息相当額 488千円

支払リース料 10,040千円

減価償却費相当額 9,676千円

支払利息相当額 347千円

支払リース料 20,080千円

減価償却費相当額 19,353千円

支払利息相当額 906千円

(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 

(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 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,026千円

１年超 1,368千円

合計 2,394千円

１年内 1,026千円

１年超 342千円

合計 1,368千円

１年内 1,026千円

１年超 855千円

合計 1,881千円

 （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。 
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② 有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年４月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年４月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成17年10月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 74,061 207,624 133,562 

合計 74,061 207,624 133,562 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 
31,450 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 74,660 196,606 121,946 

合計 74,660 196,606 121,946 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 
31,450 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 74,360 207,909 133,549 

合計 74,360 207,909 133,549 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 
31,450 
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③ デリバティブ取引 

前中間連結会計期間（自 平成16年11月１日 至 平成17年４月30日） 

 デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成17年11月１日 至 平成18年４月30日） 

 デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日） 

 デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成16年11月１日 至 平成17年４月30日） 

当社および連結子会社の事業は半導体販売事業ならびに、これらに付帯する業務の単一事業であるため記載

を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成17年11月１日 至 平成18年４月30日） 

当社および連結子会社の事業は半導体販売事業ならびに、これらに付帯する業務の単一事業であるため記載

を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日） 

当社および連結子会社の事業は半導体販売事業ならびに、これらに付帯する業務の単一事業であるため記載

を省略しております。 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成16年11月１日 至 平成17年４月30日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・シンガポール、香港 

当中間連結会計期間（自 平成17年11月１日 至 平成18年４月30日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・シンガポール、香港 

前連結会計年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・シンガポール、香港 

  
日本 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売

上高 
7,272,818 1,526,127 8,798,945 － 8,798,945 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,565,566 － 1,565,566 (1,565,566) － 

計 8,838,384 1,526,127 10,364,511 (1,565,566) 8,798,945 

営業費用 8,574,640 1,501,872 10,076,512 (1,554,807) 8,521,704 

営業利益 263,744 24,255 287,999 (10,758) 277,240 

  
日本 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売

上高 
7,723,913 1,622,592 9,346,506 － 9,346,506 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,443,262 － 1,443,262 (1,443,262) － 

計 9,167,175 1,622,592 10,789,768 (1,443,262) 9,346,506 

営業費用 9,088,741 1,607,918 10,696,659 (1,445,523) 9,251,136 

営業利益 78,434 14,673 93,108 2,261 95,369 

  
日本 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売

上高 
14,205,472 3,609,191 17,814,663 － 17,814,663 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
3,724,078 － 3,724,078 (3,724,078) － 

計 17,929,550 3,609,191 21,538,741 (3,724,078) 17,814,663 

営業費用 17,548,426 3,558,055 2,106,482 (3,715,190) 17,391,292 

営業利益 381,123 51,135 432,259 (8,888) 423,370 

- 22 -



ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成16年11月１日 至 平成17年４月30日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。 

  アジア・・・中国、シンガポール 

３．海外売上高は当社およ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。 

当中間連結会計期間（自 平成17年11月１日 至 平成18年４月30日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。 

  アジア・・・中国、シンガポール 

３．海外売上高は当社およ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。 

前連結会計年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。 

  アジア・・・中国、シンガポール 

３．海外売上高は当社およ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。 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,917,812 1,917,812 

Ⅱ 連結売上高（千円） － 8,798,945 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
21.8 21.8 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,734,023 1,734,023 

Ⅱ 連結売上高（千円） － 9,346,506 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
18.6 18.6 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,174,072 4,174,072 

Ⅱ 連結売上高（千円） － 17,814,663 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
23.4 23.4 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１株当たり純資産額 1,184円00銭

１株当たり中間純利益

金額 
46円57銭

１株当たり純資産額 1,206円05銭

１株当たり中間純利益

金額 
13円76銭

１株当たり純資産額 1,216円91銭

１株当たり当期純利益

金額 
77円54銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が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

中間純利益金額については、潜在株

式が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

式がないため記載しておりません。 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日）

中間（当期）純利益（千円） 150,450 44,454 261,131 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 10,650 

（うち利益処分による役員賞与

金）（千円） 
－ － (10,650) 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円） 
150,450 44,454 250,481 

期中平均株式数（株） 3,230,000 3,230,000 3,230,000 
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５．仕入及び販売の状況 

（1）仕入実績 

 当社グループの事業区分は単一セグメントであるため、当中間連結会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

       ２．アナログ系ＩＣ  アンプ及びコンバーター等 

      デジタル系ＩＣ  デジタル信号を演算処理するＩＣ等 

      その他      部品、アッセンブリ品等 

（2）販売実績 

 当社グループの事業区分は単一セグメントであるため、当中間連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（注）１．当中間連結会計期間の主要な販売先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。

 ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ３．三洋電機㈱の当中間連結会計期間の販売実績は、総販売実績に対する割合が10/100未満であるため記載を省略

しております。 

  

品目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前年同期比（％） 

アナログ系ＩＣ （注）２ 5,816,600 143.6 

デジタル系ＩＣ （注）２ 3,081,454 96.3 

その他 （注）２ 11,491 32.2 

合計（千円） 8,909,546 122.3 

品目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前年同期比（％） 

アナログ系ＩＣ  6,082,203 117.6 

デジタル系ＩＣ  3,239,270 90.4 

その他 25,031 56.2 

合計（千円） 9,346,506 106.2 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

富士フイルムフォトニックス㈱ 1,382,479 15.7 1,870,566 20.0 

航天精密工業有限公司 1,458,583 16.6 1,432,869 15.3 

㈱アクセル 1,298,820 14.8 1,246,017 13.3 

三洋電機㈱  1,080,408 12.3 － － 
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