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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 30,013 1.6 1,283 45.9 2,228 22.9

17年９月中間期 29,547 2.1 879 2.9 1,813 35.6

18年３月期 59,077 1,533 2,549

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,365 186.1 18 29

17年９月中間期 477 △21.2 6 39

18年３月期 △3,051 △40 87

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 74,638,175株 17年９月中間期 74,653,861株 18年３月期 74,658,030株

②会計処理の方法の変更　　無

③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。

(2）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 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 57,053 34,255 60.0 458 85

17年９月中間期 56,660 36,345 64.1 486 70

18年３月期 53,541 33,178 62.0 444 49

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 74,625,435株 17年９月中間期 74,677,892株 18年３月期 74,644,691株

②期末自己株式数 18年９月中間期  442,301株 17年９月中間期 389,844株 18年３月期 423,045株

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 61,000 2,700 1,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　18円76銭

 

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金

中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年３月期 3.00 3.00 6.00

19年３月期（実績） 3.00 －
6.00

19年３月期（予想） － 3.00

 

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

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

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

現金及び預金   7,646   7,974  327  7,958  

受取手形 ※４  1,272   1,086  △185  1,116  

売掛金   18,167   19,604  1,436  17,645  

たな卸資産   4,012   3,592  △419  3,273  

繰延税金資産   214   388  174  276  

未収入金   844   1,089  244  1,273  

その他   1,570   1,986  416  1,475  

貸倒引当金   －   △115  △115  －  

流動資産合計   33,728 59.5  35,607 62.4 1,878  33,019 61.7

Ⅱ　固定資産            

有形固定資産            

土地 ※２  4,727   4,724  △2  4,727  

その他 ※１  2,710   2,381  △328  2,417  

有形固定資産計   7,437 13.2  7,106 12.5 △331  7,144 13.3

無形固定資産   578 1.0  527 0.9 △51  554 1.0

投資その他の資
産

           

投資有価証券   3,391   4,067  675  4,582  

関係会社株式   9,065   8,018  △1,046  6,682  

繰延税金資産   1,106   740  △365  754  

その他   1,435   1,006  △429  827  

貸倒引当金   △83   △20  63  △22  

投資その他の資
産計

  14,915 26.3  13,812 24.2 △1,102  12,823 24.0

固定資産合計   22,932 40.5  21,446 37.6 △1,485  20,522 38.3

資産合計   56,660 100.0  57,053 100.0 393  53,541 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

支払手形   565   848  282  660  

買掛金   6,959   6,522  △437  7,074  

一年以内償還予
定の社債

  －   1,500  1,500  1,500  

一年以内返済予
定の長期借入金

※２  5,032   3,532  △1,500  3,532  

未払法人税等   50   48  △1  56  

役員賞与引当金   －   15  15  －  

製品補償引当金   －   550  550  －  

その他 ※３  1,783   1,876  92  2,593  

流動負債合計   14,391 25.4  14,893 26.1 501  15,417 28.8

Ⅱ　固定負債            

社債   1,500   －  △1,500  －  

長期借入金 ※２  3,597   7,064  3,467  4,097  

退職給付引当金   301   310  9  320  

その他   524   529  4  527  

固定負債合計   5,923 10.5  7,905 13.9 1,981  4,946 9.2

負債合計   20,314 35.9  22,798 40.0 2,483  20,363 38.0

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   11,829 20.9  － － △11,829  11,829 22.1

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金   15,331   －  △15,331  15,331  

自己株式処分差
益

  9   －  △9  9  

資本剰余金合計   15,341 27.1  － － △15,341  15,341 28.7

Ⅲ　利益剰余金            

利益準備金   1,261   －  △1,261  1,261  

任意積立金   5,351   －  △5,351  5,351  

中間未処分利益
又は当期未処理
損失（△）

  1,670   －  △1,670  △2,081  

利益剰余金合計   8,283 14.6  － － △8,283  4,531 8.4

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  1,032 1.8  － － △1,032  1,634 3.1

Ⅴ　自己株式   △141 △0.3  － － 141  △158 △0.3

資本合計   36,345 64.1  － － △36,345  33,178 62.0

負債・資本合計   56,660 100.0  － － △56,660  53,541 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本            

　　1.資本金   － －  11,829 20.7 11,829  － －

　　2.資本剰余金            

(1)資本準備金   －   15,331  15,331  －  

(2)その他資本剰

　 余金   －   8  8  －  

資本剰余金合計   － －  15,340 26.9 15,340  － －

　　3.利益剰余金            

(1)利益準備金   －   1,261  1,261  －  

(2)その他利益

　 剰余金            

配当積立金   －   210  210  －  

別途積立金   －   1,921  1,921  －  

繰越利益剰余金   －   2,279  2,279  －  

利益剰余金合計   － －  5,672 10.0 5,672  － －

　　4.自己株式   － －  △167 △0.3 △167  － －

　　株主資本合計   － －  32,674 57.3 32,674  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

1.その他有価証券

　評価差額金   － －  1,395 2.4 1,395  － －

　　2.繰延ヘッジ損益   － －  171 0.3 171  － －

評価・換算差額等合

計   － －  1,567 2.7 1,567  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  12 0.0 12  － －

純資産合計   － －  34,255 60.0 34,255  － －

負債純資産合計   － －  57,053 100.0 57,053  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   29,547 100.0  30,013 100.0 466  59,077 100.0

Ⅱ　売上原価   24,324 82.3  24,522 81.7 198  48,887 82.7

売上総利益   5,223 17.7  5,490 18.3 267  10,189 17.3

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  4,343 14.7  4,207 14.0 △135  8,655 14.7

営業利益   879 3.0  1,283 4.3 403  1,533 2.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,152 3.9  1,098 3.6 △54  1,421 2.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  219 0.8  153 0.5 △65  405 0.7

経常利益   1,813 6.1  2,228 7.4 414  2,549 4.3

Ⅵ　特別利益 ※３  664 2.3  － － △664  664 1.1

Ⅶ　特別損失 ※４  1,682 5.7  792 2.6 △890  5,757 9.7

税引前中間純利
益又は税引前当
期純損失（△）

  795 2.7  1,435 4.8 640  △2,543 △4.3

法人税、住民税
及び事業税

 100   124    401   

法人税等調整額  218 318 1.1 △53 70 0.2 △247 106 508 0.9

中間純利益又は
当期純損失
（△）

  477 1.6  1,365 4.6 887  △3,051 △5.2

前期繰越利益   1,193   －    1,193  

中間配当額   －   －    224  

中間未処分利益
又は当期未処理
損失（△）

  1,670   －    △2,081  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計配当積立

金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
11,829 15,331 9 15,341 1,261 430 4,921 △2,081 4,531 △158 31,544

中間会計期間中の変動額

任意積立金の取崩し

（注）
     △220 △3,000 3,220 －  －

剰余金の配当（注）        △223 △223  △223

中間純利益        1,365 1,365  1,365

自己株式の取得          △10 △10

自己株式の処分   △1 △1      1 0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

           

中間会計期間中の変動額

合計

（百万円）

－ － △1 △1 － △220 △3,000 4,361 1,141 △9 1,130

平成18年９月30日　残高

（百万円）
11,829 15,331 8 15,340 1,261 210 1,921 2,279 5,672 △167 32,674

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,634 － 1,634 － 33,178

中間会計期間中の変動額

任意積立金の取崩し

（注）
    －

剰余金の配当（注）     △223

中間純利益     1,365

自己株式の取得     △10

自己株式の処分     0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△239 171 △67 12 △54

中間会計期間中の変動額

合計

（百万円）

△237 171 △67 12 1,076

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,395 171 1,567 12 34,255

 (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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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 １．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　子会社株式

関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式

関連会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式

関連会社株式

同左

 ②　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）

②　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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）

 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

 (2）デリバティブ取引

時価法

(2）デリバティブ取引

同左

(2）デリバティブ取引

同左

 (3）たな卸資産

①　商品、製品、材料、仕掛品

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

①　商品、製品、材料、仕掛品

同左

(3）たな卸資産

①　商品、製品、材料、仕掛品

同左

 ②　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物付属設備

は除く）については、定額法

　なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

(1）有形固定資産

同左

 

 

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率に基づき、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ─────

 

 

(2）役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

(会計方針の変更） 

  当中間会計期間より、「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

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ15百万円減少しておりま

す。

 ─────

 

 

　

  ─────

 

 

(3）製品補償引当金

  当社の製品において、重要な

品質問題が発生したことに伴い、

今後必要と見込まれる補償費用

の支出に備えるため、その発生

予測に基づいて算定した金額を

計上しております。

 ─────

 

 

　

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（12年）による按分額

をそれぞれ発生の翌事業年度から

費用処理しております。

　過去勤務債務は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（12年）による按分額を費

用処理しております。

 (追加情報） 

  当社が加入するタムラ製作所厚

生年金基金は、厚生年金基金制度

から確定給付企業年金制度へ移行

し、基本年金上乗せ部分を廃止い

たしました。これについて当社は、

「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しておりま

す。

　本移行に伴う影響額は、特別利

益に「退職給付引当金取崩益」と

して181百万円計上しております。

(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、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当期

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（12年）による按分額

をそれぞれ発生の翌事業年度から

費用処理しております。

　過去勤務債務は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（12年）による按分額を費

用処理しております。

 (追加情報） 

　当社が加入するタムラ製作所厚

生年金基金は、厚生年金基金制度

から確定給付企業年金制度へ移行

し、基本年金上乗せ部分を廃止い

たしました。これについて当社は、

「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しておりま

す。

　本移行に伴う影響額は、特別利

益に「退職給付引当金取崩益」と

して181百万円計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (5）役員退職慰労引当金

(追加情報） 

  当社は、役員退職慰労金制度

を廃止し、平成17年６月開催の

定時株主総会において役員退職

慰労金の打ち切り支給議案が承

認されました。これにより、当

中間会計期間において「役員退

職慰労引当金」を全額取崩し、

打ち切り支給額の未払い分につ

いては長期未払金として固定負

債の「その他」に含めて表示し

ております。

 ─────

 

 

(5）役員退職慰労引当金

 (追加情報） 

　当社は、役員退職慰労金制度を

廃止し、平成17年６月開催の定時

株主総会において役員退職慰労金

の打ち切り支給議案が承認されま

した。これにより、当事業年度に

おいて「役員退職慰労引当金」を

全額取崩し、打ち切り支給額の未

払い分については長期未払金とし

て固定負債の「その他」に含めて

表示しております。

　

４．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

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　また、振当処理の要件を満たす

通貨スワップについては振当処理

を採用し、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、特例

処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

 　　　　　同左

 

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　　 同左

 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約、

通貨スワップ取引及び金利ス

ワップ取引）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　　　　 同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　　　　 同左

 ・ヘッジ対象

　外貨建債権債務及び借入金利

息

・ヘッジ対象

　外貨建債権債務、外貨建予定

取引及び借入金利息

 ・ヘッジ対象

　外貨建債権債務及び借入金利

息

 (3）ヘッジ方針

　為替相場変動リスクの回避及び

利息の固定化

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して判定しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

６．その他中間財務諸表（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について

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理について

同左

消費税等の会計処理について

同左
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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。

　これにより税引前中間純利益は255

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 

─────

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。

　これにより税引前当期純損失が255

百万円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

─────

 

 

（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34,070百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 

　─────

─────

 

 

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

  当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号　平成18年５月

31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

税引前中間純利益は、それぞれ12百万

円減少しております。

 

　─────
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(受取手形の流動化)

　当中間会計期間より一部の受取手形

を流動化しております。これにより流

動資産の「受取手形」は2,776百万円

減少しております。 

───── (受取手形の流動化)

　当事業年度より一部の受取手形を流

動化しております。これにより流動資

産の「受取手形」は3,153百万円減少し

ております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額

 7,509百万円       7,755百万円         7,782百万円

※２. 担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

　　 土　　　地
2百万円

（帳簿価額）　

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定
の長期借入金

 32百万円

長期借入金    97百万円

※２. 担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

　　 土　　　地
 2百万円

（帳簿価額）　

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定
の長期借入金

   32百万円

長期借入金      64百万円

※２. 担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

　　 土　　　地
 2百万円

（帳簿価額）　

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定
の長期借入金

 32百万円

長期借入金 97百万円

※　　保証債務

　関係会社の銀行借入金等に対する保証

額は次のとおりであります。

※　　保証債務

　関係会社の銀行借入金等に対する保証

額は次のとおりであります。

※　　保証債務

　関係会社の銀行借入金等に対する保証

額は次のとおりであります。

タムラ電子（マ
レーシア）㈱

     1,204百万円
(39,620千M＄)

田村電子（香港）
㈲

     2,283百万円
(20,000千US＄)

タムラ・ヨーロッ
パ・リミテッド

   12百万円
(59千STG￡)

タムラ電子（イン
ドネシア）㈱

   102百万円
(900千US＄)

㈱韓国タムラ   18百万円

計      3,620百万円

　

タムラ電子（マ
レーシア）㈱

738百万円
(    22,770千M＄)

田村電子（香港）
㈲

     1,115百万円
(    7,700千US＄)

タムラ・ヨーロッ
パ・リミテッド

     1,053百万円
(  4,678千STG￡)

 タムラ・コーポ
レーション・オ
ブ・アメリカ

      368百万円
(   3,100千US＄)

㈱韓国タムラ     18百万円

計      3,293百万円

　

タムラ電子（マ
レーシア）㈱

1,275百万円
( 39,480千M＄)

田村電子（香港）
㈲

2,902百万円
(24,500千US＄)

 257百万円

タムラ・ヨーロッ
パ・リミテッド

280百万円
(1,339千STG￡)

 タムラ・コーポ
レーション・オ
ブ・アメリカ

     201百万円
(1,700千US$)

㈱韓国タムラ 18百万円

計  4,935百万円

 

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他に含めて表示

しております。

※３．消費税等の取扱い

　　　　　 同左

─────

─────

 

※４．中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、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、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

─────

 

受取手形          5百万円

※　　当社は、流動性資金を確保し、運転資

金の効率的な調達を行うため取引銀行５

行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

※　　当社は、流動性資金を確保し、運転資

金の効率的な調達を行うため取引銀行５

行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

※　　当社は、流動性資金を確保し、運転資

金の効率的な調達を行うため取引銀行５

行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。当事業年度末における貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は

次のとおりであります。

 

貸出コミット

メントの総額
     2,500百万円

借入実行残高    －百万円

差引額      2,500百万円

 

貸出コミット

メントの総額
       2,500百万円

借入実行残高   －百万円

差引額        2,500百万円

 

貸出コミット

メントの総額
 2,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 2,500百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．重要な営業外収益 ※１．重要な営業外収益 ※１．重要な営業外収益

受取利息   18百万円

受取配当金    918百万円

為替差益    101百万円

受取利息    37百万円

受取配当金       922百万円

為替差益       20百万円

受取利息 41百万円

受取配当金 1,106百万円

※２．重要な営業外費用 ※２．重要な営業外費用 ※２．重要な営業外費用

支払利息   84百万円

社債利息  7百万円

支払利息     78百万円

社債利息   7百万円

支払利息 136百万円

為替差損 41百万円

社債利息 14百万円

※３．重要な特別利益 ―――――――――― ※３．重要な特別利益

投資有価証券売却益 410百万円

退職給付引当金取崩益 181百万円

固定資産売却益 72百万円

   投資有価証券売却益 410百万円

退職給付引当金取崩益 181百万円

固定資産売却益 72百万円

※４．重要な特別損失 ※４．重要な特別損失 ※４．重要な特別損失

たな卸資産処分損   65百万円

関係会社株式評価損   164百万円

関係会社債権放棄損   442百万円

関係会社整理損   492百万円

過年度超過勤務手当   229百万円

減損損失(注）    255百万円

たな卸資産処分損     48百万円

関係会社株式評価損      59百万円

固定資産廃売却損       22百万円

製品補償引当金繰入

額
      550百万円

貸倒引当金繰入額       113百万円

たな卸資産処分損 228百万円

関係会社株式評価損 3,049百万円

関係会社債権放棄損 819百万円

関係会社整理損 492百万円

過年度超過勤務手当 229百万円

減損損失(注） 255百万円

関係会社支援損失 　　374百万円

固定資産廃売却損 195百万円

（注）減損損失 ―――――――――― （注）減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上しま

した。

 当事業年度において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

 場所 用途 種類

群馬県利根郡　　
　みなかみ町

 厚生施設  土地

山形県酒田市  遊休資産  土地

 千葉県香取市  遊休資産  土地

 場所 用途 種類

群馬県利根郡　　
みなかみ町

 厚生施設  土地

山形県酒田市  遊休資産  土地

 千葉県香取市  遊休資産  土地

　当社は、主として継続的に損益の把握を

実施している区分ごとに、また、遊休資産

につきましては各資産ごとに、資産のグ

ルーピングを行っております。なお上記の

厚生施設については、使用状況等を勘案し、

遊休資産に準じてグルーピングを行なって

おります。

　地価の下落により、当該資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（255百万円）として特

別損失に計上しました。

　なお、当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、主に

不動産鑑定評価額により評価しております。

　 　当社は、主として継続的に損益の把握を

実施している区分ごとに、また、遊休資産

につきましては各資産ごとに、資産のグ

ルーピングを行っております。なお上記の

厚生施設については、使用状況等を勘案し、

遊休資産に準じてグルーピングを行なって

おります。 

　地価の下落により、当該資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（255百万円）として特

別損失に計上しました。

　なお、当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、主に

不動産鑑定評価額により評価しておりま

す。 

 

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額

有形固定資産  240百万円

無形固定資産   58百万円

有形固定資産     211百万円

無形固定資産     64百万円

有形固定資産    505百万円

無形固定資産    122百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　（注）１,２ 423 22 3 442

合計 423 22 3 442

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加22千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少3千株は、新株予約権方式によるストックオプションの行使による減少

 であります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び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、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 
有形固定資産その他
（主に工具・器具・備
品）

取得価額相当額    1,681百万円

減価償却累計額
相当額

   394百万円

中間期末残高相
当額

   1,286百万円

 
有形固定資産その他
（主に工具・器具・備
品）

取得価額相当額         1,791百万円

減価償却累計額
相当額

      734百万円

中間期末残高相
当額

        1,056百万円

 
有形固定資産その他
（主に工具・器具・備
品）

取得価額相当額       1,753百万円

減価償却累計額
相当額

   560百万円

期末残高相当額         1,193百万円

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内   350百万円

１年超   945百万円

合計    1,296百万円

１年以内      373百万円

１年超      698百万円

合計         1,071百万円

１年以内      366百万円

１年超      839百万円

合計         1,206百万円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料   181百万円

減価償却費相当額   173百万円

支払利息相当額  11百万円

支払リース料      198百万円

減価償却費相当額      188百万円

支払利息相当額    11百万円

支払リース料       375百万円

減価償却費相当額       358百万円

支払利息相当額   23百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

　　　　　 　　 同左

（減損損失について） 

 同左 

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。
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２．部門別売上高明細表
 （単位：百万円）

区分

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

増減
当中間―前中間

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 増減額 増減率(％) 金額 構成比(％)

電子部品関連事業 15,860 53.7 16,526 55.1 665 4.2 31,363 53.1

 国内 7,285 (45.9) 6,878 (41.6) △406 △5.6 14,564 (46.4)

 輸出 8,575 (54.1) 9,648 (58.4) 1,072 12.5 16,798 (53.6)

電子化学材料・はんだ

付装置関連事業
11,020 37.3 10,666 35.5 △354 △3.2 21,809 36.9

 国内 6,483 (58.8) 6,330 (59.3) △152 △2.4 13,066 (59.9)

 輸出 4,537 (41.2) 4,335 (40.7) △201 △4.4 8,742 (40.1)

情報機器関連事業 2,665 9.0 2,820 9.4 154 5.8 5,904 10.0

 国内 2,658 (99.7) 2,817 (99.9) 158 6.0 5,883 (99.6)

 輸出 7 (0.3) 3 (0.1) △4 △54.2 20 (0.4)

合計 29,547 100.0 30,013 100.0 466 1.6 59,077 100.0

 国内 16,426 (55.6) 16,025 (53.4) △400 △2.4 33,515 (56.7)

 輸出 13,120 (44.4) 13,987 (46.6) 867 6.6 25,561 (43.3)

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