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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 60,553 △9.0 1,868 △28.0 2,130 △13.9

17年９月中間期 66,509 △3.9 2,594 △19.9 2,474 △27.5

18年３月期 132,474  4,713  4,452  

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９月中間期 1,381 △15.7 85 43  －

17年９月中間期 1,639 △25.0 101 38  －

18年３月期 3,024  186 35  －
（注）１．持分法投資損益 18年９月中間期 221百万円 17年９月中間期 167百万円 18年３月期 363百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 16,173,844株 17年９月中間期 16,173,844株 18年３月期 16,173,844株

３．会計処理方法の変更 無

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

(2）連結財政状態 (百万円未満切り捨て） 

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 58,453 33,812 57.5 2,079 72

17年９月中間期 60,414 31,390 52.0 1,940 84

18年３月期 56,094 32,641 58.2 2,017 49
（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 16,173,844株 17年９月中間期 16,173,844株 18年３月期 16,173,844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９月中間期 △1,593 △65 △1,382 3,539

17年９月中間期 154 △8 △263 7,471

18年３月期 1,339 195 △2,617 6,624

(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 ８社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １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

通期 136,000 4,810 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　197 円　85 銭

※　業績予想は現時点で入手された情報に基づき当社が判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により予想数値と

異なる場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料の８ページをご参照下さい。
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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８社及び関連会社１社で構成され、半導体を中核として、電子部品、電子

機器などの輸出入及び売買を主な事業としております。

　当社の親会社である豊田通商株式会社は「価値創造企業」を掲げ、金属、機械・エレクトロニクス、自動車、エネル

ギー・化学品、食料、生活産業・資材の６つの事業領域を柱に、世界中で幅広い事業を展開しております。豊田通商グ

ループは、国内外350社以上の子会社・関連会社で構成されており、これらの強固な連携を基盤にグローバルなネット

ワークを構築しております。

　当社、子会社及び関連会社（当社グループ）は同グループに属し、同グループの機械・エレクトロニクス事業の一翼

を担っております。

　当社の事業内容は半導体並びに情報通信機器及び応用システムなどの販売であり、国内大手電子機器メーカーを主な

得意先としております。

　子会社のTOMEN （SINGAPORE） ELECTRONICS PTE. LTD.、TOMEN ELECTRONICS （HONG KONG） LIMITED、TOMEN 

ELECTRONICS AMERICA,INC.、TOMEN ELECTRONICS TAIWAN CORP.、TOMEN ELECTRONICS （THAILAND） CO.,LTD.及び株式会

社ティーエーピーの６社は、半導体の販売を主な事業内容とし、それぞれの地域において主に日系顧客に販売しており、

当社と商品の一部について仕入、販売を行っております。株式会社ピーピーエルは、主に半導体の調達代行事業を行っ

ております。また、TOMEN ELECTRONICS （SHANGHAI） CO.,LTD.は、主に中国における市場及び企業動向に関する情報収

集やデザイン・イン活動を行っております。

　関連会社の株式会社トーメンデバイスとは、商品の一部について仕入、販売を行っております。

　当社グループの当該事業に係る主な取扱い商品及び位置づけは、次のとおりであります。なお、当社グループは、電

子部品・機器の販売事業の単一セグメントであるため、品目別に記載しておリます。

(1）半導体

　主な取扱い商品は特定用途向けLSI（ASSP）、PLDなどASICデバイス、汎用アナログIC及びメモリーICなどでありま

す。

　当社は国内大手電子機器メーカーを主な得意先としているほか、子会社はそれぞれの地域において主に日系顧客に

販売しており、当社と商品の一部において仕入、販売を行っております。

(2）情報通信機器及び応用システム

　主な取扱い商品はハードディスクドライブ、データ通信用機器及びその他情報通信機器などであります。

　当社は国内大手電子機器メーカーを主な得意先としているほか、子会社はそれぞれの地域において主に日系顧客に

販売しており、当社と商品の一部において仕入、販売を行っております。

(3）その他

　主な取扱い商品は携帯電話用機構部品、通信用電源モジュール及びアミューズメント用画像システムなどであり、

当社及び子会社は国内外顧客向けに販売しております。また、得意先のニーズに応えるため、受託サービス（プログ

ラミング、検査等）の提供もしております。
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〔事業系統図〕

　以上述べた企業集団の状況についての事業系統図は概略次のとおりであります。

 
得 意 先 

調達代行事業 

株式会社ピーピーエル 

半導体販売事業 

株式会社ティーエーピー 

関連会社 

株式会社トーメンデバイス 

親会社 

豊田通商株式会社 

半導体販売事業 

TOMEN (SINGAPORE) ELECTRONICS PTE.LTD. 
TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG) LIMITED 
TOMEN ELECTRONICS AMERICA, INC. 
TOMEN ELECTRONICS TAIWAN CORP. 
TOMEN ELECTRONICS (SHANGHAI) CO.,LTD. 
TOMEN ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. 

当  

社 

業務受託 

調達代行 

商品の販売又は仕入 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、創業以来、半導体の輸入商社として常に海外の先端技術を顧客に提供すると共に、顧客ニーズ情報をメー

カー側にフィードバックすることに努め、昨今の市場のボーダーレス化に対応するため海外拠点網を強化し、グロー

バル・エレクトロニクス・ディストリビューターとして国内外の半導体需要に対応できる体制を整備してまいりまし

た。

　半導体商社としての機能に自ずと変化が求められる状況にあって、新たなビジネスモデルに対応できる体制作り、

自社技術の充実による顧客サービスの高度化を進めると共に、半導体分野で培った顧客層をベースとして情報通信機

器分野にも注力するなど、エレクトロニクス・半導体分野におけるリーディング商社を目指し、当社の経営理念であ

る「社会の先端ニーズに情報と創意で応える」努力を続けてまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、経営基盤強化のための内部留保の充実も勘案しながら、

安定的な配当を行うことを利益配分の基本方針としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　世界の半導体業界は、生産面においては半導体メーカーの再編、中国産品の急速な台頭、ビジネスモデルにおいて

は電子機器受託製造サービス（EMS）の本格化、システム・オン・チップ（SoC）手法の普及、機器におけるソフトウ

エア比重の増大、さらに販売地域の観点においては顧客生産拠点の海外移転など、激変の渦中にあり、同時に今後想

定される経営リスクは加速度的に増加しております。

　このような環境下にあって、当社は、次の基本方針をもって、21世紀のエクセレントカンパニーを目指す所存であ

ります。

①　グローバル・エレクトロニクス・ディストリビューターとして、日系顧客を柱とする世界の顧客に当社の優れ

た営業サービスを提供する。

②　半導体のデザイン・インから技術支援・ボード設計・機器製造・調達・物流に至るまで、一貫したシステム・

トータル・ソリューションのサービス体制で顧客ニーズを全面的にサポートする。

③　多様なビジネスモデルを創出、提供し、当社機能の強化、付加価値の増大化を通じ、ビジネスのグローバル化

へ木目細かく対応する。

④　これらを実現するために、企業経営の人・物・金の各面にわたる基盤の整備・強化を図ると共に、広範かつ複

雑化するリスクに対し適時的確な対応を行う。

⑤　当社を取り巻く利害関係者の期待に応え、常に企業価値の最大化を目指すと共に、地球環境保全への対応を含

む企業としての社会的責任を果たし得る調和のとれた会社運営を行い、社会の発展に貢献できる企業を目指す。
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(4）会社の対処すべき課題

　世界のエレクトロニクス業界は、過去の市場変遷・技術革新をはるかに上回るスピードで激変しており、今後とも

国境を超えたグローバル規模での事業再編が加速し、生き残りを賭けた市場競合が益々熾烈となってきております。

　このような認識のもと、当社グループは、エレクトロニクス専門商社として、世界に通用するトップクラスのエレ

クトロニクス・ディストリビューターに向け、次の課題を掲げ取り組んでまいります。

①　顧客満足度の向上

より顧客に近い場所で事業展開のできる地域密着型組織編成及び営業拠点の拡充

②　サプライヤーからの信頼度向上

サプライヤーの選択と集中によるリソースの集約及びFAE（Field Application Engineer）の強化による顧客と

サプライヤーをつなぐ提案型営業形態の促進

③　海外展開力の増強

アジア地域への主要顧客の海外展開を一貫してフォローする体制の整備及び現地企業への拡販、ODM・EMSへの

積極的な関与

④　新ビジネスモデルの構築

総合的に顧客支援のできるシステム・トータル・ソリューション企業への変革及び当社グループオリジナルモ

ジュールの販売

⑤　企業経営基盤の拡充・強化

当社グループの各層人材・財務体質等の経営資源の拡充と共に社外関係先との提携・協業等を視野に入れた事

業展開

⑥　企業価値の最大化と社会的責任の遂行

株主・取引先・従業員などの期待に応える企業価値の最大化及び企業の社会的責任の遂行を通じての調和のと

れた会社運営

(5）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の投資者層の拡大及び流通の活性化を図るため、平成12年８月１日付で投資単位を1,000株から

100株に引き下げを実施しております。

(6）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所
有割合（％）

親会社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
40.2

(0.6)

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

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

②　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．親会社の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

　 関係

当社の親会社である豊田通商株式会社は、金属、機械・エレクトロニクス、自動車、エネルギー・化学品、食

料、生活産業・資材の６つの事業領域を柱に、世界中で幅広い事業を展開しております。豊田通商グループは、

国内外350社以上の子会社・関連会社で構成されており、これらの強固な連携を基盤にグローバルな価値創造

のネットワークを構築しております。当社は、同グループの一員として機械・エレクトロニクス事業の一翼を

担うとともに、同グループのネットワークを活用することにより、当社ビジネス展開に相乗効果が生まれるも

のと考えております。

当社の社外取締役３名は豊田通商株式会社の取締役又は執行役員を兼務し、さらに当社の取締役１名は豊田通

商株式会社の出身者であります。また、豊田通商株式会社の従業員３名が当社に出向しております。当社は、

豊田通商株式会社グループと商品の売買及び役務の提供等の取引関係があります。
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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、親会社等やその企業グループとの緊密な協力関係のもと、グループ企業の経営資源を有効に活用し、

事業を遂行しております。当社の取締役７名のうち過半数を親会社等が占めていることから、取締役会におけ

る意見を通じて、当社の経営方針の決定等について影響を及ぼしうる状況にあります。親会社等から受け入れ

ている出向者については、主として人的交流を目的としたものであり、当社経営の独立性に影響を及ぼす立場

にありません。

また、当社の事業活動は、親会社等やそのグループ企業との取引に大きく依存する状況にはありません。

c．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、親会社等やそのグループ企業との関係において、事業運営及び取引の独立性を保つことを基本として

事業を遂行しております。取締役７名のうち、親会社等の取締役又は執行役員を兼務する社外取締役３名を除

く４名は、当社の事業活動に専念しております。当社は独自の事業計画のもと、大手電機メーカーを主とした

一般取引先との取引を行っており、また、独自に市場及び顧客の開拓にも注力しております。親会社等やその

グループ企業との取引条件は、一般取引先と同様に市場価格等を参考に双方協議のうえ、合理的に決定されて

おります。

d．親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、親会社等やそのグループ企業との関係において、事業運営及び取引の独立性を保つことを基本として

事業を遂行しております。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、当社の

事業活動も親会社等やそのグループ企業との取引に大きく依存する状況にないことから、当社は、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。

③　親会社等との取引に関する事項

　当中間連結会計期間に係る「関連当事者との取引」に関する注記については、重要性がない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

　当中間期の経済環境は、米国経済は原油価格の不透明感、住宅投資の減速感など不安定な要素が内在するものの、

底堅く推移し、中国及びアジアにおいても、中国を中心に景気拡大が続いており、アジア経済は堅調に推移いたしま

した。一方、日本においては、企業収益は高水準を続けており、需要も増加している中、設備投資も増加し、全体と

して景気は回復いたしました。

　エレクトロニクス業界におきましては、パソコンの出荷台数が予想以上に伸びたことや携帯電話、デジタルカメラ、

携帯音楽プレーヤーなど幅広い電子機器等への半導体の需要が増加いたしました。

　このような環境下、当社グループの業績は売上高は公表数値を下回りましたが、経常利益及び中間純利益について

は、公表数値を上回る結果となりました。主力の半導体部門は産業・計測、家電機器及び車載向けが順調に推移した

ものの、移動体無線及び情報機器向けがNOR型フラッシュメモリーの需要減少や海外案件のビジネスが一部終息したこ

ともあり、前年同期比9.7％減の519億55百万円となりました。また、情報通信機器部門は主力のハードディスクドラ

イブが商権の移管等による影響もあり、同28.7％減の52億40百万円となりました。一方、その他に区分される売上高

は一括調達代行案件等が増加したことにより、同104.7％増の33億58百万円となりました。この結果、当中間期の売上

高は、同9.0％減の605億53百万円となりました。

 利益面では、半導体市況の価格下落や価格競争等のビジネス環境は依然として続くものの、当中間期においては低利

益率の一部の半導体及びハードディスクドライブの売上減少により高付加価値半導体の売上が売上高全体に占める割

合を押し上げた結果、売上総利益率は前年同期比0.4ポイント上昇し10.0％となり、売上総利益は前年同期比4.7％減

の60億60百万円となりました。営業利益は人員増に伴う販売費及び一般管理費の増加もあり、同28.0％減の18億68百

万円となりましたが、経常利益は為替損益の良化及び持分法投資利益の増加により、同13.9％減の21億30百万円、中

間純利益は同15.7％減の13億81百万円となりました。

(2）財政状態

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が21億39

百万円と減益となり、営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことに加え、長期借入金を返済したことにより

財務活動によるキャッシュ・フローが減少したことから、前中間連結会計期間末に比べ39億31百万円減少（52.6％減）

し、当中間連結会計期間末には35億39百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により使用した資金は15億93百万円（前年同期は１億54百万円の収入）となりました。これは、主に税

金等調整前中間純利益21億39百万円、売上債権の増加14億48百万円、棚卸資産の増加40億２百万円、仕入債務の増

加25億43百万円及び法人税等の支払６億84百万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）

　投資活動により使用した資金は65百万円（前年同期は８百万円の支出）となりました。これは、主に敷金の増加

等に起因するその他投資活動による支出46百万円及び無形固定資産の取得による支出10百万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）

　財務活動により使用した資金は13億82百万円（前年同期は２億63百万円の支出）となりました。これは主に、長

期借入金の返済20億円、短期借入金の増加９億円及び配当金の支払２億42百万円によるものであります。
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　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

期末 期末 中間

自己資本比率（％） 51.9 58.2 57.5

時価ベースの自己資本比率（％） 75.4 88.5 55.6

債務償還年数（年） － 9.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 8.4 －

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　（中間期は記載しておりません。）

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

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※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すべての負債を対象としておりま

す。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成17年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスのため

算定しておりません。

※平成19年３月期中間のインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスのため算定しており

ません。

(3）通期の見通し

　今後の見通しでありますが、米国経済は拡大が続いているものの、経済成長率の鈍化傾向、原油価格の不透明感及

び住宅投資の減速感等、経済の成長への懸念材料もあります。日本においては、企業収益が高水準に推移しているこ

とから、設備投資も増加し、個人消費の増加も期待されますが、原油価格や米国経済の動向により、日本経済は影響

を受ける可能性があります。

　エレクトロニクス業界におきましては、パソコンや携帯電話、デジタルカメラ用途の半導体メモリーの需要が増加

する傾向が続くものと予想されますが、需給バランスや競合激化による市場価格の下落等、先行き不透明な状況もあ

ります。

　このような状況のもと、通期の見通しにつきましては、当中間業績を踏まえ下期予想を加味し検討した結果、半導

体において一部市況変動の影響が期初予想より大きいと予想されるものがあるため、業績予想といたしましては、下

記の通りといたしました。

［連結通期業績予想］

売上高　　　　 　136,000百万円（前期比  2.7％増）

経常利益　　　　　 4,810百万円（前期比  8.0％増）

当期純利益　　　　 3,200百万円（前期比  5.8％増）

［個別通期業績予想］

売上高　　　　　 121,000百万円（前期比  3.9％増）

経常利益　　　　　 3,460百万円（前期比  7.9％増）

当期純利益　　　　 2,050百万円（前期比  2.1％増）

※業績の見通しに関する記述は、現時点で入手された情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不

確実性が含まれております。実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは大きく異なることがあります

ことをご承知おき下さい。

－ 8 －



(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を、以下に記載しております。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間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　経済状況

　当社グループの取扱商品の需要は、顧客である大手電子機器メーカー及び日系電子機器メーカーが所在する国ま

たは地域の経済状況の影響を受けます。日本、アジア、北米を含む当社グループの主力市場であるエレクトロニク

ス業界の景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

②　顧客の状況

　当社グループの顧客である大手電子機器メーカーの業績の低迷や海外への生産拠点の移動に伴う商権の流失は、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは国内に10営業拠点を設け、海

外には子会社を含め10ヶ所の拠点網を擁し、積極的にグローバル化を進めてきており、顧客満足度をさらに高めて

取引の拡大を図ってまいります。

③　仕入先の状況

　当社グループは、外国系半導体メーカーの半導体を主に販売しております。仕入先との販売代理店契約は、契約

期間は主として１年間であり、その後は１年毎の自動更新でありますが、事前文書による契約解除条項が織り込ま

れております。契約が解除された場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。ま

た、仕入先による顧客テリトリーの見直しから生ずる商権の流失及び仕入先の経営不振または製品競争力の低下に

よる取引の消滅は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④　為替相場の変動

　当社グループは事業を積極的にグローバル展開してきており、各地域における収益、費用を含む現地通貨建ての

項目は、中間連結財務諸表作成のために円換算されております。換算時の為替相場により、これらの項目は元の現

地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。当社グループ

の取引は外貨建てによる輸入及び輸出の比率が高くなっております。外貨建て取引については、為替予約等により

為替相場の変動によるリスクを最小限に止める努力をしておりますが、為替相場の変動は当社グループの業績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   7,471   3,539   6,624  

２．受取手形及び売掛金 ※３  36,692   34,590   33,254  

３．棚卸資産   10,383   14,229   10,265  

４．その他   1,268   1,392   1,369  

貸倒引当金   △55   △35   △44  

流動資産合計   55,760 92.3  53,716 91.9  51,468 91.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  119   106   114  

２．無形固定資産   306   251   282  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  3,286   3,314   3,203   

(2)その他  957   1,080   1,041   

貸倒引当金  △15 4,228  △15 4,379  △15 4,229  

固定資産合計   4,654 7.7  4,737 8.1  4,626 8.2

資産合計   60,414 100.0  58,453 100.0  56,094 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金 ※３  10,039   9,360   6,920  

２．短期借入金 ※４  12,513   11,347   10,446  

３．賞与引当金   364   351   329  

４．その他   2,275   2,025   1,932  

流動負債合計   25,191 41.7  23,084 39.5  19,628 35.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   2,000   －   2,000  

２．退職給付引当金   1,358   1,350   1,352  

３．役員退職慰労引当金   90   38   98  

４．その他   240   167   205  

固定負債合計   3,689 6.1  1,556 2.7  3,656 6.5

負債合計   28,880 47.8  24,641 42.2  23,285 41.5
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   142 0.2  － －  168 0.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,251 8.7  － －  5,251 9.4

Ⅱ　資本剰余金   4,767 7.9  － －  4,767 8.5

Ⅲ　利益剰余金   21,142 35.0  － －  22,285 39.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  301 0.5  － －  196 0.3

Ⅴ　為替換算調整勘定   △71 △0.1  － －  141 0.3

Ⅵ　自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0

資本合計   31,390 52.0  － －  32,641 58.2

負債、少数株主持分
及び資本合計

  60,414 100.0  － －  56,094 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  5,251 9.0  － －

２．資本剰余金   － －  4,767 8.2  － －

３．利益剰余金   － －  23,413 40.0  － －

４．自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   － －  33,432 57.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  149 0.2  － －

２．為替換算調整勘定   － －  55 0.1  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  204 0.3  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  175 0.3  － －

純資産合計   － －  33,812 57.8  － －

負債純資産合計   － －  58,453 100.0  － －
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高   66,509 100.0  60,553 100.0  132,474 100.0

Ⅱ　売上原価   60,150 90.4  54,492 90.0  120,025 90.6

売上総利益   6,358 9.6  6,060 10.0  12,449 9.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,764 5.7  4,192 6.9  7,735 5.8

営業利益   2,594 3.9  1,868 3.1  4,713 3.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  11   43   46   

２．受取配当金  1   1   9   

３．為替差益  －   60   －   

４．持分法による投資利
益

 167   221   363   

５．その他  6 187 0.3 25 352 0.6 13 433 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  76   64   154   

２．為替差損  196   －   492   

３．売上割引  －   26   37   

４．その他  34 308 0.5 0 91 0.2 9 694 0.5

経常利益   2,474 3.7  2,130 3.5  4,452 3.4

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 12   －   13   

２．貸倒引当金戻入益  －   8   4   

３．投資有価証券売却益  －   －   161   

４．役員退職慰労引当金
戻入益

 22   －   22   

５．その他  － 35 0.1 － 8 0.0 0 202 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 0   0   0   

２．その他  0 0 0.0 － 0 0.0 0 1 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  2,508 3.8  2,139 3.5  4,653 3.5

法人税、住民税及
び事業税

 805   697   1,480   

法人税等調整額  37 843 1.3 49 746 1.2 104 1,584 1.2

少数株主利益   26 0.0  10 0.0  43 0.0

中間(当期)純利益   1,639 2.5  1,381 2.3  3,024 2.3
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書  

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,767  4,767

Ⅱ　資本剰余金中間期末(期末)残
高

  4,767  4,767

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   19,789  19,789

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  1,639 1,639 3,024 3,024

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  262  505  

２．取締役賞与金  23 286 23 528

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残
高

  21,142  22,285
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 中間連結株主資本等変動計算書

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 22,285 △0 32,303

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)   △242  △242

取締役賞与　(注)   △10  △10

中間純利益   1,381  1,381

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 1,128 － 1,128

平成18年９月30日　残高

（百万円）
5,251 4,767 23,413 △0 33,432

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
196 141 337 168 32,809

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)     △242

取締役賞与　(注)     △10

中間純利益     1,381

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△46 △85 △132 6 △126

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△46 △85 △132 6 1,002

平成18年９月30日　残高

（百万円）
149 55 204 175 33,812

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  2,508 2,139 4,653

減価償却費  55 55 116

持分法による投資利益  △167 △221 △363

固定資産除却損  0 0 0

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 12 △1 5

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 △105 △60 △96

賞与引当金の増減額（減少：△）  △56 22 △91

貸倒引当金の増減額（減少：△）  6 △8 △4

受取利息及び受取配当金  △13 △45 △56

支払利息  76 64 154

固定資産売却益  △12 － △13

売上債権の増減額（増加：△）  △1,808 △1,448 1,903

棚卸資産の増減額（増加：△）  △775 △4,002 △562

仕入債務の増減額（減少：△）  1,732 2,543 △1,630

未収消費税等の増減額（増加：△）  △129 △229 △72

未払消費税等の増減額（減少：△）  △173 － △173

役員賞与の支払額  △23 △10 △23

その他  203 281 △349

小計  1,331 △923 3,397

利息及び配当金の受取額  60 85 96

利息の支払額  △86 △70 △159

法人税等の支払額  △1,150 △684 △1,994

営業活動によるキャッシュ・フロー  154 △1,593 1,339

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  △25 △7 △40

有形固定資産の売却による収入  16 － 17

無形固定資産の取得による支出  △0 △10 △31

投資有価証券の取得による支出  △1 △1 △118

その他  1 △46 368

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8 △65 195
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

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：△）  37 900 △2,033

ファイナンスリース債務の返済  △39 △39 △78

長期借入金の返済  － △2,000 －

配当金の支払額  △262 △242 △505

財務活動によるキャッシュ・フロー  △263 △1,382 △2,617

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  71 △43 188

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 △46 △3,084 △893

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  7,517 6,624 7,517

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残
高

 7,471 3,539 6,624
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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　　　９社

該当連結子会社名

TOMEN(SINGAPORE)ELE-

CTRONICS PTE.LTD.

TOMEN ELECTRONICS

(HONG KONG)LIMITED

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC.

PACIFIC PROCUREMENT 

AND LOGISTICS,INC.

TOMEN ELECTRONICS

TAIWAN CORP.

TOMEN ELECTRONICS 

(SHANGHAI) CO., LTD.

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

株式会社ピーピーエル

株式会社ティーエーピー

なお、TOMEN ELECTRONI-

CS (SHANGHAI) CO., LTD.及

びTOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.は新

規設立により、当中間連結

会計期間から連結の範囲に

含めております。

連結子会社の数　　　８社

該当連結子会社名

TOMEN(SINGAPORE)ELE-

CTRONICS PTE.LTD.

TOMEN ELECTRONICS

(HONG KONG)LIMITED

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC.

TOMEN ELECTRONICS

TAIWAN CORP.

TOMEN ELECTRONICS 

(SHANGHAI) CO., LTD.

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

株式会社ピーピーエル

株式会社ティーエーピー

連結子会社の数　　　８社

該当連結子会社名

TOMEN(SINGAPORE)ELE-

CTRONICS PTE.LTD.

TOMEN ELECTRONICS

(HONG KONG)LIMITED

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC.

TOMEN ELECTRONICS

TAIWAN CORP.

TOMEN ELECTRONICS 

(SHANGHAI) CO., LTD.

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

株式会社ピーピーエル

株式会社ティーエーピー

なお、TOMEN ELECTRONI-

CS (SHANGHAI) CO., LTD.及

びTOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD．は当

連結会計年度において新た

に設立したことにより、当

連結会計年度より連結子会

社に含めております。

また、PACIFIC PROCUREME-

NT AND LOGISTICS,INC.は、

調達代行業務を株式会社

ピーピーエルに移管し当連

結会計年度に清算したため、

連結子会社から除外してお

ります。

２．持分法の適用に関する

事項

持分法適用の関連会社数

１社

株式会社トーメンデバイス

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は、

株式会社ピーピーエル及び株

式会社ティーエーピーは９月

30日、その他の連結子会社は

６月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同日現在の中間財

務諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な

調整を行っております。

同左 連結子会社の決算日は、株式

会社ピーピーエル及び株式会

社ティーエーピーは３月31日、

その他の連結子会社は12月

31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．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

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

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）

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定）

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）

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

時価のないもの

同左

(ロ)デリバティブ

時価法

(ロ)デリバティブ

同左

(ロ)デリバティブ

同左

(ハ)棚卸資産

中間連結財務諸表提出会

社、株式会社ピーピーエ

ル及び株式会社ティー

エーピーは移動平均法に

よる原価法

その他の連結子会社は移

動平均法による低価法

(ハ)棚卸資産

同左

(ハ)棚卸資産

連結財務諸表提出会社、

株式会社ピーピーエル

及び株式会社ティー

エーピーは移動平均法

による原価法

その他の連結子会社は

移動平均法による低価

法

(2)重要な減価償却資産

の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

中間連結財務諸表提出会

社は定率法

連結子会社は下記を除き

定率法

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC．及び

TOMEN ELECTRONICS

(THAILAND) CO., LTD.

は定額法であります。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　10～15年

工具器具備品５～10年

(イ)有形固定資産

同左

(イ)有形固定資産

連結財務諸表提出会社は

定率法

連結子会社は下記を除き

定率法

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC．及び

TOMEN ELECTRONICS

(THAILAND) CO., LTD.

は定額法であります。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　10～15年

工具器具備品５～10年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ロ)無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア(自

社利用)については、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア(自

社利用)については、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法

営業権については発生時

一括償却

(3)重要な引当金の計上

基準

(イ)貸倒引当金

連結会社間の債権及び債

務の相殺消去後の金額に

対して、売上債権、貸付

金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。

(イ)貸倒引当金

同左

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

従業員への賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)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

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。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の翌連結会計年

度に一括費用処理するこ

ととし、当中間連結会計

期間負担額を計上してお

ります。

(ハ)退職給付引当金

同左

(ハ)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

及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の翌連結会計年

度に一括費用処理するこ

ととしております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上してお

ります。

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上して

おりましたが、平成18

年６月に同制度を廃止し、

それ以降新規の引当を停

止しております。従いま

して、当中間連結会計期

間末の残高は現任役員が

平成18年６月以前に就

任していた期間に応じて

引当計上した額でありま

す。

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

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）

従来、役員の退職慰労金

の支払に備えるため、内

規に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、

役員の報酬体系の見直し

に伴い、平成18年６月

29日付で役員退職慰労金

制度を廃止しておりま

す。 

(4)重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準

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、在外子会社の資産及び

負債、収益及び費用は各社の

中間会計期間の末日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び

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。

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、在外子会社の資産及び

負債、収益及び費用は各社の

中間会計期間の末日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上してお

ります。

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、収益及び費用は各社の

会計年度の末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び資本

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。

(5)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 同左

(6)その他中間連結財務

諸表(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

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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
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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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。なお、これによ

る損益に与える影響はありません。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計期間より、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。なお、これによる

損益に与える影響はありません。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は、33,637百万円であります。

なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。

──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「仕

入割引」（当中間連結会計期間は０百万円）は、営

業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

外収益の「その他」に含めて表示することにしまし

た。

２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「売

上割引」（当中間連結会計期間は24百万円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業

外費用の「その他」に含めて表示することにしまし

た。

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「売上割引」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記すること

にしました。

なお、前中間連結会計期間における「売上割引」の金

額は、24百万円であります。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社の親会社である株式会社トーメン

は、平成17年12月６日付にて平成18年

４月１日を合併期日とする豊田通商株

式会社との合併契約書を締結しました。

合併の承認は平成18年２月下旬開催予

定の両社の臨時株主総会において承認

される予定であります。

なお、合併の方式は豊田通商株式会社

を存続会社とする吸収合併方式とし、

株式会社トーメンは解散することにな

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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、295百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、330百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、317百万円であります。

　２．偶発債務

(イ)連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務

　２．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務

　２．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務

上海虹日国際電子有限公司

77百万円 (573千米ドルほか)

上海虹日国際電子有限公司

93百万円 (513千米ドルほか)

上海虹日国際電子有限公司

79百万円 (513千米ドルほか)

上記金額は、中間決算日の為替

相場により円換算しております。

上記金額は、中間決算日の為替

相場により円換算しております。

上記金額は、決算日の為替相場

により円換算しております。

(ロ)手形債権流動化に伴う買戻し義

務額

563百万円

 

 

 

 

※３．　　──────

　　

※３．中間連結会計期間末日の満期手

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、次の満期手形が中間連結会

計期間末日の残高に含まれてお

ります。　　

※３．　　──────

 

  

  

 受取手形 462百万円 

支払手形 73百万円 

  

  

※４．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行１行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高は

次のとおりであります。

※４．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、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。

　　当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高は

次のとおりであります。

※４．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行１行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当連結会計年度末における当座

貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,700百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 700百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

※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。

貸倒引当金繰

入額
6百万円

従業員給与及

び賞与
1,268百万円

賞与引当金繰

入額
364百万円

退職給付費用 77百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
7百万円

賃借料 483百万円

従業員給与及

び賞与
1,511百万円

賞与引当金繰

入額
351百万円

退職給付費用 88百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
4百万円

賃借料 494百万円

従業員給与及

び賞与
2,972百万円

賞与引当金繰

入額
329百万円

退職給付費用 155百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
16百万円

賃借料 975百万円

※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

※２． 　　────── ※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

車両運搬具 12百万円   車両運搬具  13百万円

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

工具器具備品 0百万円 工具器具備品 0百万円 工具器具備品 0百万円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項   

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 16,174,000 － － 16,174,000

合計 16,174,000 － － 16,174,000

自己株式

普通株式 156 － － 156

合計 156 － － 156

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額  

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 242 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの  

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月26日

取締役会
普通株式 242 利益剰余金 15 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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（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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

１．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

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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 7,471百万円

現金及び現金同等物 7,471百万円

現金及び預金勘定 3,539百万円

現金及び現金同等物 3,539百万円

現金及び預金勘定 6,624百万円

現金及び現金同等物 6,624百万円

２．　　　 ──────

 

２．　　　 ──────

 

２．重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に新たに計上した

ファイナンス・リース取引に係る資

産及び債務の額は、それぞれ

３百万円及び３百万円であります。
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（百万円）

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1)株式 126 587 461

(2)その他 168 203 35

合計 294 791 496

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）

(1)子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 2,396

(2)その他有価証券  

非上場株式 98

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（百万円）

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1)株式 76 321 245

(2)その他 4 8 4

合計 80 330 249

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）

(1)子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 2,766

(2)その他有価証券  

非上場株式 216
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前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
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）

(1)株式 75 382 306

(2)その他 4 9 5

合計 79 391 311

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）

　 その他有価証券  

非上場株式 215

③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社及び連結子会社は、電子部品・

機器の販売事業の単一セグメントであるため、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

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 48,165 16,771 1,572 66,509 － 66,509

(2)セグメント間の内部売上高 12,704 264 5 12,974 (12,974) －

計 60,869 17,035 1,577 79,483 (12,974) 66,509

営業費用 58,779 16,519 1,573 76,872 (12,958) 63,914

営業利益 2,090 515 4 2,610 (15) 2,594

　（注）１．国または地域は、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または地域の内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国

(2)北米………米国

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 43,775 16,560 218 60,553 － 60,553

(2)セグメント間の内部売上高 14,962 87 1 15,051 (15,051) －

計 58,738 16,647 219 75,605 (15,051) 60,553

営業費用 57,092 16,363 252 73,709 (15,024) 58,685

営業利益（又は営業損失） 1,645 283 (32) 1,896 (27) 1,868

　（注）１．国または地域は、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または地域の内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ

(2)北米………米国
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前連結会計年度（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）
北米

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 94,612 35,900 1,961 132,474 － 132,474

(2)セグメント間の内部売上高 24,888 440 5 25,334 (25,334) －

計 119,500 36,341 1,967 157,809 (25,334) 132,474

営業費用 115,649 35,425 1,991 153,065 (25,304) 127,761

営業利益（又は営業損失） 3,851 916 (23) 4,743 (30) 4,713

　（注）１．国または地域は、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または地域の内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ

(2)北米………米国

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 21,626 2,921 75 24,623

Ⅱ　連結売上高（百万円）    66,509

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
32.5 4.4 0.1 37.0

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他

(2)北米………米国

(3)その他……チェコ他

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国また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18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 21,685 2,046 2 23,734

Ⅱ　連結売上高（百万円）    60,553

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
35.8 3.4 0.0 39.2

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他

(2)北米………米国

(3)その他……ドイツ

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり

ます。

－ 29 －



前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 46,314 4,905 116 51,336

Ⅱ　連結売上高（百万円）    132,474

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
35.0 3.7 0.1 38.8

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他

(2)北米………米国他

(3)その他……チェコ他

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 1,940円84銭

１株当たり中間純利益金

額
101円38銭

１株当たり純資産額 2,079円72銭

１株当たり中間純利益金

額
85円43銭

１株当たり純資産額 2,017円49銭

１株当たり当期純利益金

額
186円35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株当たり中間

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。

当社は、平成17年５月20日付で株式１

株につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ以下

のとおりであります。

  当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の割合をもって株式分

割を行っております。当該株式分割が

前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、それぞれ以

下のとおりであります。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

1,746円31銭 1,837円02銭

１株当たり中間純
利益金額

１株当たり当期純
利益金額

135円15銭 251円80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。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

1,837円02銭

１株当たり当期純利益金額

251円80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。

　（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。

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間（当期）純利益金額（百万円） 1,639 1,381 3,024

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 10

（うち利益処分による役員賞与金） － － (　10)

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

（百万円）
1,639 1,381 3,014

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,173 16,173 16,173

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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５．品目別販売実績

品目

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

半導体 57,523 86.5 51,955 85.8 112,211 84.7

情報通信機器及び応用シ

ステム
7,345 11.0 5,240 8.7 14,014 10.6

その他 1,640 2.5 3,358 5.5 6,248 4.7

合計 66,509 100.0 60,553 100.0 132,474 100.0
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移
平成19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

18年４月～18年６月 18年７月～18年９月 18年10月～18年12月 19年１月～19年３月

売上高
百万円 百万円 百万円 百万円

29,451 31,102   

売上総利益 2,860 3,200   

営業利益 739 1,128   

経常利益 821 1,308   

税金等調整前当期純利益 846 1,292   

当期純利益 554 827   

１株当たり当期純利益
円 円 円 円

34.26 51.17   

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

－ －   

総資産
百万円 百万円 百万円 百万円

60,740 58,453   

純資産 33,052 33,812   

１株当たり純資産
円 円 円 円

2,032.90 2,079.72   

営業活動によるキャッシュ・
フロー

百万円 百万円 百万円 百万円
4,001 △5,594   

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△30 △35   

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△251 △1,130   

現金及び現金同等物期末残高 10,333 3,539   

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～17年６月 17年７月～17年９月 17年10月～17年12月 18年１月～18年３月

売上高
百万円 百万円 百万円 百万円

31,698 34,810 33,406 32,559

売上総利益 3,232 3,126 2,968 3,121

営業利益 1,364 1,230 987 1,131

経常利益 1,281 1,192 786 1,191

税金等調整前当期純利益 1,304 1,204 785 1,358

当期純利益 815 823 519 865

１株当たり当期純利益
円 円 円 円

50.43 50.95 32.14 52.83

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

－ － － －

総資産
百万円 百万円 百万円 百万円

58,975 60,414 61,434 56,094

純資産 30,367 31,390 31,741 32,641

１株当たり純資産
円 円 円 円

1,877.56 1,940.84 1,962.51 2,017.49

営業活動によるキャッシュ・
フロー

百万円 百万円 百万円 百万円
△1,766 1,921 △353 1,538

投資活動によるキャッシュ・
フロー

1 △10 △12 217

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△206 △57 △40 △2,312

現金及び現金同等物期末残高 5,576 7,471 7,098 6,624
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