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１．18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 75,978 (41.6) 1,683 (31.5) 1,630 (33.6)

17年９月中間期 53,647 (△14.3) 1,280 (△22.6) 1,220 (△18.0)

18年３月期 125,065 2,773 2,631

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 963 (32.4) 141 69 － －

17年９月中間期 728 (△18.6) 107 04 － －

18年３月期 1,559 226 17 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 ―百万円 17年９月中間期 ―百万円 18年３月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 6,801,920株 17年９月中間期 6,802,000株 18年３月期 6,801,981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 46,466 11,769 25.3 1,730 28

17年９月中間期 31,421 10,192 32.4 1,498 45

18年３月期 37,868 11,041 29.2 1,620 26

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 6,801,920株 17年９月中間期 6,802,000株 18年３月期 6,801,920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 △8,409 △125 8,237 1,227

17年９月中間期 242 △199 236 1,968

18年３月期 △2,146 △203 2,175 1,525

(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

２．19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 150,000 2,800 1,650

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 242円 58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６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豊田通商株式会社は、機械・エレクトロニクスなど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。また、豊田通商グループは、国内外350社を超える子会社・関連会社から構成されており、

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、豊田通商株式会社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、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） 
豊田通商㈱ 

（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） 
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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、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。

(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

した事業展開を行ってまいりました。

　韓国サムスン電子社は、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（シーモス）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パソコンやモニター向けの大型液

晶パネルで世界トップクラスの地位を維持しております。このほか、前期から取り扱いを開始したＨＤＤ（ハード

ディスクドライブ）も世界の主要メーカーへの取引実績を活かし、着実にシェアを拡大しております。

　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ます。

　今期につきましては、地域に密着したきめ細かい営業サポート体制の拡充を図るため、本年９月に北陸営業所を開

設したほか、10月には広島出張所を開設いたしました。また、人員増に伴ってオフィス環境が手狭になったことに加

え、業務の効率化及び意思決定の迅速化を図ることを目的に、本社を平成19年３月に移転することといたしまし

た。

　今後の経営戦略としては、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９月30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、当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り、

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当社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　豊田通商株式会社は当社の議決権の50.1％を保有する親会社であります。同社が保有する議決権の内、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保有しており、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共に、豊田通商株式会社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。

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

村区
26,748 総合商社

（被所有）

直接26.6

兼任３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１名

転籍１名

商品の一部

販売等

　（注）　取引関係については金額が僅少なため記載を省略しております。

－ 4 －



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、企業業績の回復による設備投資の増加や雇用情勢の改善など、景気は

緩やかに拡大しております。

　わが国半導体業界も、本年ドイツで開催されたサッカーワールドカップの影響で、液晶、ＰＤＰ（プラズマディス

プレイ）などの大型薄型テレビを中心にデジタル家電が好調だったことに加え、携帯電話が音楽プレーヤー、ワンセ

グ、電子マネーなどの機能が付加された高機能機種が増加し、メモリー半導体を中心に半導体需要を押し上げるなど、

半導体市場は堅調な伸びを示しました。とくに、ＤＲＡＭは、512Ｍb（メガビット）の高容量タイプを中心に価格の

下落傾向に歯止めがかかり、比較的安定した価格帯で推移いたしました。

　このような状況の中で、当社グループは、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がデジタル家電、携帯電話向けに伸長し、新商品のＣＭＯＳイメージセンサーが携帯電話向けに

大幅に拡大したほか、ＨＤＤもパソコン、ＤＶＤレコーダー向けに着実に増加いたしました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高759億78百万円（前年同期比41.6％増）、経常利益16億30百万円

（前年同期比33.6％増）、中間純利益９億63百万円（前年同期比32.4％増）となりました。

　当中間連結会計期間の品目別の業績は、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、512Ｍb、256ＭbのＤＤＲ型がパソコン、デジタル家電、携帯電話向けに好調に推移し、ＦＬＡ

ＳＨメモリーは２Ｇb（ギガビット）、４Ｇbの高容量品の単価下落が続く中、記録メディア（カード類）やＤＶＤレ

コーダー、電子辞書、ＭＰ３（携帯音楽プレーヤー）向けなどに幅広く伸びました。また、成長商品のＭＣＰは携帯

電話、ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）向けに拡大基調をたどっており、大幅に伸長しました。この結果、メモリー

半導体の売上高は464億83百万円（前年同期比35.8％増）となりました。

（システムＬＳＩ）

　ＳＯＣ（システムオンチップ）は、大口顧客向けに開発したＡＳＩＣ（特定用途ＩＣ）の需要が終わり、大幅減と

なりました。また、ＬＣＤドライバーも価格競争が激しくやや減少しましたが、前期から取り扱いを開始したＣＭＯ

Ｓイメージセンサーが携帯電話用カメラ向けに需要が拡大し、売上拡大に大きく寄与しました。この結果、システム

ＬＳＩの売上高は90億93百万円（前年同期比111.1％増）となりました。

（液晶デバイス）

　液晶パネルは、前期末に比べ価格が全体で２割程度下落したものの、出荷数量の増加が寄与し、売上高は146億65

百万円（前年同期比11.5％増）となりました。

（その他）

　前期から取り扱いを開始したＨＤＤは、主にパソコンの外付け用やＤＶＤレコーダー向けに大幅に伸長しました。

また、蛍光表示管は価格競争が厳しい中で微増となりました。この結果、その他の売上高は57億36百万円（前年同期

比194.1％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

　国内は、主にメモリー半導体のＦＬＡＳＨメモリー、ＭＣＰ及びシステムＬＳＩのＣＭＯＳイメージセンサーな

どの販売が好調であったことから、売上高は659億29百万円（前年同期比50.0％増）、営業利益は13億40百万円（前

年同期比56.9％増）となりました。

②　アジア

　アジアは、主にＣＭＯＳイメージセンサーの売上が増加したことから、売上高は100億49百万円（前年同期比

3.3％増）となりましたが、価格競争の激化により営業利益は３億42百万円（前年同期比19.0％減）となりました。
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(2）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加や買

掛金の減少などにより営業活動による支出が大きく、短期借入金の増加による財務活動の収入がありましたが、前連

結会計年度末より２億97百万円（19.5％減）減少し12億27百万円となりました。

　当中間連結会計期間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）

　営業活動の結果使用した資金は84億９百万円となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益16億30百万円、

売上債権の増加98億16百万円、買掛金の減少７億23百万円及び法人税等の支払額５億67百万円によるものであります。

なお、売上債権の増加は、適用金利の高い売掛金の流動化による運転資金の調達を短期借入金に切り替えたことが主

な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は１億25百万円となりました。これは、主に下半期に予定している本社事務所移転に

係る敷金の支払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）

　財務活動の結果得られた資金は82億37百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加によるものであります。

　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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 27.2 32.3 32.4 29.2 25.3

時価ベースの自己資本比率（％） 41.9 51.1 48.3 50.0 36.6

債務償還年数（年） 25.5 －(注４) 23.9 －(注４) －(注４)

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.1 －(注４) 2.5 －(注４) －(注４)

　（注）１．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

２．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。

３．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。

４．営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）通期の見通し

　当下半期につきましては、パソコンは新型ＯＳ「ウィンドウズ・ビスタ」内蔵パソコンが来春発売予定のため買い

控えが懸念されるものの、携帯電話は、10月下旬の「携帯電話番号ポータビリティ」の実施を機に新製品のライン

アップで順調な伸びが期待されているほか、デジタル家電も薄型テレビを中心に堅調に推移すると予想されておりま

す。こうした状況の中でメモリー半導体メーカーは、成長分野であるＦＬＡＳＨメモリーの生産ライン増強に力を入

れており、ＤＲＡＭは９月後半から高容量の512Ｍbを中心に需要と供給にリードタイムが目立ち、価格も上昇傾向に

あることから、供給面での影響が懸念されております。また、液晶パネルは、ようやく20インチ以下の価格が下げ止

まりましたが、20インチ以上については価格が依然下落傾向にあるため、全体的に数量は伸びるものの、売上高の面

では苦戦が予想されております。

　こうした状況を勘案し、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,500億０百万円（前年同期比19.9％増）、

経常利益28億０百万円（前年同期比6.4％増）、当期純利益16億50百万円（前年同期比5.8％増）を見込んでおりま

す。 
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(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　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．当社グループ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日本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。

　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。

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商品在庫の滞留化を抑えることによって価格変

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。

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当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

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グループ企業でありますが、

売上高の上位10社が、当中間連結会計期間の売上高合計に占める割合は64.1％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。
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④　借入金依存度及び金利動向による影響について

ａ．商品代の決済条件の差異による運転資金需要について

　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上債権の流動化により調達

しております。

　このため、商品代の回収・支払決済条件の変更等が行われた場合及び金利動向により、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

ｂ．コミットメントラインの設定について

　当社では、資金調達の機動性確保等を目的として、三菱東京ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする金融機関８行と

の間で総額100億円（期間３年間）のコミットメントライン（融資枠）設定契約を平成18年９月26日に締結して

おります。期限到来時にこの契約の更新が行われない場合には、当社の資金調達について影響を受ける可能性が

あります。

⑤　為替変動の影響について

 　当社グループでは国内外の取引先と経常的に外貨建取引を行っております。また、在外連結子会社をはじめ海

外拠点における外貨建の経営成績、財政状態は、連結財務諸表上円換算されているため、換算時の為替レートの変

動により業績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。

　当社グループは、先物為替予約等による通貨ヘッジ取引を行うことで、為替レートの変動による影響を軽減する

よう努めておりますが、為替予約のタイミングや急激な為替変動は、当社グループの業績等に影響を与える可能性

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９月

30日現在）を所有しております。

当中間連結会計期間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。 

（金額単位：百万円）　

属性
会社等の名

称
住所 資本金

事業の

内容

議決権

被所有割合

関係内容

取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

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 
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 仕入 62,935 買掛金 5,478

営業取引

以外の取引
仕入割引 219  － －

（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９月30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、日本サムスン株式会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．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 1,968 1,227 1,531

２．受取手形及び売掛金  ※３ 23,760 36,972 27,159

３．たな卸資産 3,869 6,911 7,233

４．その他 1,356 788 1,473

流動資産合計 30,954 98.5 45,900 98.8 37,398 98.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 26 21 23

２．無形固定資産 12 10 12

３．投資その他の資産 431 534 434

貸倒引当金 △2 － －

固定資産合計 467 1.5 566 1.2 470 1.2

資産合計 31,421 100.0 46,466 100.0 37,868 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 3,220 6,079 6,804

２．短期借入金 ※２ 10,557 21,000 12,597

３．未払金 5,542 5,609 5,565

４．引当金 95 115 95

５．その他 674 718 607

流動負債合計 20,090 64.0 33,523 72.2 25,670 67.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,000 1,000 1,000

２．引当金 138 174 156

固定負債合計 1,138 3.6 1,174 2.5 1,156 3.0

負債合計 21,229 67.6 34,697 74.7 26,826 70.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,054 6.5 － － 2,054 5.4

Ⅱ　資本剰余金 1,984 6.3 － － 1,984 5.3

Ⅲ　利益剰余金 6,134 19.5 － － 6,965 18.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

18 0.1 － － 28 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定 1 0.0 － － 9 0.0

Ⅵ　自己株式  － － － － △0 △0.0

資本合計 10,192 32.4 － － 11,041 29.2

負債資本合計 31,421 100.0 － － 37,868 100.0
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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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 2,054 4.4 － －

２．資本剰余金 － － 1,984 4.3 － －

３．利益剰余金 － － 7,738 16.6 － －

４．自己株式 － － △0 △0.0 － －

株主資本合計 － － 11,776 25.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ － △10 △0.0 － －

２．繰延ヘッジ損益 － － △4 △0.0 － －

３．為替換算調整勘定 － － 7 0.0 － －

評価・換算差額等合計 － － △7 △0.0 － －

純資産合計 － － 11,769 25.3 － －

負債純資産合計 － － 46,466 100.0 － －
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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 53,647 100.0 75,978 100.0 125,065 100.0

Ⅱ　売上原価 51,518 96.0 73,314 96.5 120,508 96.4

売上総利益 2,128 4.0 2,663 3.5 4,556 3.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 848 1.6 980 1.3 1,783 1.4

営業利益 1,280 2.4 1,683 2.2 2,773 2.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 0 1 0

２．受取配当金 0 2 1

３．仕入割引 159 219 360

４. 為替差益 － 18 －

５．その他 0 160 0.3 1 243 0.3 6 369 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 100 152 233

２．債権売却損 79 88 169

３．為替差損 19 － 56

４．その他 21 220 0.4 55 296 0.4 51 511 0.4

経常利益 1,220 2.3 1,630 2.1 2,631 2.1

Ⅵ　特別利益 1 0.0 － － 4 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

1,222 2.3 1,630 2.1 2,635 2.1

法人税、住民税及び
事業税

537 656 1,104

法人税等調整額 △43 493 0.9 9 666 0.8 △27 1,076 0.9

中間（当期）純利益 728 1.4 963 1.3 1,559 1.2
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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 1,984 1,984

Ⅱ　資本剰余金中間期末（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 5,590 5,590

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 728 728 1,559 1,559

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 170 170

２．役員賞与 14 184 14 184

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

6,134 6,965

 

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 評価・換算差額等 

 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

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）
2,054 1,984 6,965 △0 11,003 28 － 9 38 11,041

中間連結会計期間

中の変動額
          

剰余金の配当   △170  △170     △170

利益処分による

役員賞与
  △21  △21     △21

中間純利益   963  963     963

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）

     △39 △4 △1 △45 △45

中間連結会計期間

中の変動額合計

（百万円)

－ － 772 － 772 △39 △4 △1 △45 727

平成18年９月30日

残高（百万円）
2,054 1,984 7,738 △0 11,776 △10 △4 7 △7 11,769
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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 1,222 1,630 2,635

減価償却費 5 4 11

貸倒引当金の減少額 △1 － △4

賞与引当金の増減額（減少：△） △7 8 △6

役員賞与引当金の増加額 － 11 －

退職給付引当金の増加額 14 12 26

役員退職慰労引当金の増加額 5 6 11

受取利息及び受取配当金 △0 △3 △2

支払利息 100 152 233

売上債権の増減額（増加：△） 155 △9,816 △3,235

たな卸資産の増減額（増加：△） △975 321 △4,333

買掛金の増減額（減少：△） 400 △723 3,979

未払金の増減額（減少：△） △49 41 △25

役員賞与の支払額 △14 △21 △14

その他 △112 680 △223

小計 743 △7,695 △946

利息及び配当金の受取額 0 3 2

利息の支払額 △98 △150 △229

法人税等の支払額 △403 △567 △973

営業活動によるキャッシュ・フロー 242 △8,409 △2,146

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 △1 △0 △2

無形固定資産の取得による支出 － － △1

その他 0 △125 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △199 △125 △203

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加額 406 8,407 2,346

自己株式の取得による支出 － － △0

配当金の支払額 △169 △169 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー 236 8,237 2,175

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 9 △0 18

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

288 △297 △155

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,680 1,525 1,680

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※１ 1,968 1,227 1,525
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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　　　 １社

上海東棉半導体有限公司

　　 同　　左 　　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 　　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、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、同中間決算日現在の中

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、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。

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

　　　　　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。

①　有価証券

　　　その他有価証券

時価のあるもの

　　 同　　左

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。

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

　　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

　　 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

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

②　無形固定資産

　　同　　左
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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）

(3) 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

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

②　賞与引当金

　　　　　同　　左

③　役員賞与引当金

──────

③　役員賞与引当金

 　役員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。

③　役員賞与引当金

──────

 

 
 （会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しておりま

す。

 これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ11百万円減少して

おります。

　 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載し

ております。

 

 

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務に基づき計上

しております。

　　なお、当中間連結会計期間末

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

る当中間連結会計期間末要支給

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。

④　退職給付引当金

　　　　　同　　左

④　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。

⑤　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

に基づく当中間連結会計期間末

要支給額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

　　　　　同　　左

⑤　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) 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、在外子会社の資産及び負

債、収益及び費用は在外子会社の

中間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。

　　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、収益及び費用は在外子会社の

中間決算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に

含めております。

　　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。

(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
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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）

(6) 重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

将来の外貨建予定取引に係る

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。

①　ヘッジ会計の方法

　　　 同　　左

①　ヘッジ会計の方法

　　　 同　　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 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

　　　 同　　左 　　　 同　　左

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金利ス

ワップ取引を行っております。

③　ヘッジ方針

　　　 同　　左

③　ヘッジ方針

　　　 同　　左

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。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　 同　　左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　 同　　左

(7) その他中間連結財務諸表

（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

　　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

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。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。

────── （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、

11,773百万円であります。

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。

──────
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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）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　68百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　56百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　73百万円

※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。当中間連結会

計期間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。

※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８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。当中間連結会

計期間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

コミットメントラインの総額

100,000百万円

借入実行残高 100,000百万円

借入未実行残高     －百万円

─────── ※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。 

受取手形　　     406百万円

───────

（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。

荷造運賃 56百万円

給与手当及び賞与 265百万円

賞与引当金繰入額 95百万円

退職給付費用 29百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
5百万円

賃借料 89百万円

減価償却費 5百万円

荷造運賃   78百万円

給与手当及び賞与   305百万円

賞与引当金繰入額   104百万円

役員賞与引当金繰

入額 
11百万円

退職給付費用   28百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
 6百万円

賃借料   120百万円

減価償却費  4百万円

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
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（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 6,801,920 － － 6,801,920

合計 6,801,920 － － 6,801,920

 自己株式     

 　　普通株式 80 － － 80

合計 6,802,000 － － 6,802,000

 

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23日

定時株主総会
普通株式 170 25.00 平成18年３月31日 平成18年６月23日

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

該当事項はありません

（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 1,968百万円

現金及び現金同等物 1,968百万円

現金及び預金勘定   1,227百万円

現金及び現金同等物   1,227百万円

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

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．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

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 11 1 9

無形固定資産 138 24 113

合計 149 26 122

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 14 4 10

無形固定資産 139 52 87

合計 154 56 97

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 11 3 8

無形固定資産 138 38 99

合計 149 41 107

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (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 94百万円

合計 123百万円

１年内   30百万円

１年超  68百万円

合計   98百万円

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

(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 17百万円

減価償却費相当額 17百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料   15百万円

減価償却費相当額   15百万円

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

(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 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 6百万円

合計 8百万円

１年内 3百万円

１年超 6百万円

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

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．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。

２．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 217 249 31

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

合計 217 249 31

３．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

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．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。

２．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 217 200 △17

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

合計 217 200 △17

３．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

　該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．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。

２．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 217 266 48

 (2) 債券 － － －

 (3) その他 － － －

 合計 217 266 48

３．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

 該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

対象物
の種類

取引の種類

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）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

契約
額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価
損益

(百万円)

契約
額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価
損益

(百万円)

契約
額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価
損益

(百万円)

通貨 為替予約取引(売建) － － － － － － － － －

　　　　　　(買建) 19 20 0 2 2 0 46 46 0

合　　計 19 20 0 2 2 0 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。
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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（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）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）にお

いて、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）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益

　　売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高 43,922 9,725 53,647 － 53,647

　　（２）セグメント間の内部売上高 874 207 1,082 (1,082) －

計 44,797 9,932 54,729 (1,082) 53,647

　　営業費用 43,942 9,509 53,452 (1,085) 52,367

　　営業利益 854 423 1,277 2 1,280

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）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益

　　売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高 65,929 10,049 75,978 － 75,978

　　（２）セグメント間の内部売上高 926 120 1,047 (1,047) －

計 66,856 10,169 77,025 (1,047) 75,978

　　営業費用 65,516 9,826 75,343 (1,047) 74,295

　　営業利益 1,340 342 1,682 0 1,683

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）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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

（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

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間）

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（３）③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は11百万円増加し、営業利益が同額

減少しております。 
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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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 12,786 381 13,168

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 53,647

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.8 0.7 24.5

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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 17,020 43 17,063

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 75,978

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.4 0.1 22.5

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 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。

（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 1,498円45銭

１株当たり中間純利益金額 107円04銭

１株当たり純資産額 1,730円28銭

１株当たり中間純利益金額    141円69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

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（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。

２．１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)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 728 963 1,559

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 21

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (－) (－) (21)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 728 963 1,538

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,802 6,801 6,801

（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

品目別

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
（％）

メモリー 34,236 63.8 46,483 61.2 77,241 61.8

システムＬＳＩ 4,306 8.0 9,093 11.9 9,436 7.5

半導体小計 38,543 71.8 55,576 73.1 86,678 69.3

液晶デバイス 13,154 24.5 14,665 19.3 30,304 24.2

その他 1,950 3.7 5,736 7.6 8,083 6.5

合計 53,647 100.0 75,978 100.0 125,065 100.0

　（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．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における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）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

富士通株式会社 11,347 21.2 12,247 16.1

シャープ株式会社 2,712 5.1 7,921 10.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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～６月 18年７月～９月 18年10月～12月 19年１月～３月

売上高（百万円） 36,110 39,867 － －

売上総利益（百万円） 1,205 1,458 － －

営業利益（百万円） 735 947 － －

経常利益（百万円） 737 892 － －

税金等調整前四半期純利益（百万円） 737 892 － －

四半期純利益（百万円） 435 527 － －

１株当たり四半期純利益（円） 64.09 77.61 － －

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） 41,991 46,466 － －

純資産（百万円） 11,266 11,769 － －

１株当たり純資産（円） 1,656.32 1,730.28 － －

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △5,006 △3,403 － －

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △0 △125 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 4,495 3,742 － －

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 1,013 1,227 － －

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
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