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平成 19 年３月期       中間決算短信（連結）        平成 18 年 11 月 22 日 

 

会 社 名 エレコム株式会社  上場取引所 ＪＱ 

コ ー ド 番 号  6750  本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.elecom.co.jp/ ）    

代  表  者 役  職  名 取締役社長   

 氏    名 葉田 順治   

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役 業務統括部長  

 氏    名 田中  匡 ＴＥＬ(06)6229-1418  

決算取締役会開催日 平成18年 11月 22日    

米国会計基準採用の有無 無    
 
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 
17 年９月中間期 

      21,593         5.7
     20,422         －

1,251        16.9
1,071          －

946        26.7
746          －

18 年３月期 43,215           2,114           1,430            
 

 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 
17 年９月中間期 

547         －
△29         －

36  30  
△1  93  

－ 
－ 

18 年３月期 279           16  75  － 
(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 15,096,000 株    17 年９月中間期 15,096,000 株 

18 年３月期     15,096,000 株 
    ③会計処理の方法の変更    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 
17 年９月中間期 

18,038 
15,867 

6,788
6,089

37.6 
38.4 

449      71
403      37

18 年３月期 17,763 6,416 36.1 423      31
(注)期末発行済株式数（連結）18 年９月中間期 15,096,000 株    17 年９月中間期 15,096,000 株 

18 年３月期    15,096,000 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                      （百万円未満切捨て） 

 
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 
17 年９月中間期 

52 
262 

△285
△319

693 
△286 

2,884
2,515

18 年３月期 △499 △572 673 2,434
 
(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 4 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) 1 社 (除外) 1 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 45,277 2,302 1,149 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）71 円 40 銭 
 

※上記の予想は本資料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かかる本資料発表日現在

における仮定を前提としております。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等につきましては、添付資料の９頁をご参照ください。 
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１．企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社４社及び非連結子会社２社により構

成され、ＰＣ及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売などを行っております。 

 当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

 当社グループが取扱う製品・商品は、主に当社が開発・販売するほか、海外子会社３社を通じても販

売しております。また、製品・商品の一部については、連結子会社ロジテック株式会社で開発・製造し

ております。 

 

［事業系統図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １． 連結子会社であります。 

２． ELECOM EUROPE B.V.は平成 18 年７月に設立し、平成 18 年８月から事業を開始しております。

３． ELECOM UK LIMITED は、平成 18 年３月期においては当社の連結子会社でありましたが、平

成 18 年９月に清算決議を行い、平成 18 年９月 30 日現在において連結の範囲から除外して

おります。 

４． ELECOM Deutschland GmbH は、平成 17 年９月 30 日をもって事業を終了し、現在清算手続き

中であり、平成 18 年３月期末において連結の範囲から除外しております。 
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２．経営方針 
(1)経営方針 

当社グループは、ミッション・バリューを次のとおり制定し、「実用性・デザイン性が高い製品を創

出し、適正な価格で市場に提供することで消費者の生活空間を豊かに演出する」こと、及び「経営技

術を高めることによって無駄なコストを排除し、市場に受容されることで企業価値を 大化する」こ

とを基本方針としております。 

①ミッション（使命） 

私たちＥＬＥＣＯＭは、ＥＬＥＣＯＭに関わるすべての人々に、その人らしい楽しさ、安らぎ、歓び

を様々な形で提供するために存在している。 

人々の多様なライフスタイルを引き立て、人々の日常を快適にする商品やサービスをトータルにデザ

インする。 

②バリュー（理念） 

・正道を行く 

・成長し続ける 

・共有する 

・思いやる 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、事業発展の基礎となる財務体質の強化及び株主への還元を経営の重要課題である

ことを認識しております。 

剰余金の配当につきましては、１株あたり 15 円を基本として業績に応じた安定的な配当を行うこと

を目標にしており、内部留保資金は、財務体質の一層の強化と、事業領域等の拡大に積極的に再投資

してまいります。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式が株式市場において適正な株価を形成するためには、株式の十分な流動性と多く

の投資家の参加が必要であると認識しております。当社としましては、投資単位の引下げは多数の投

資家の市場への参加を得るために有効な手段であると考えており、平成 18 年５月 19 日開催の取締役

会において、１単元の株式数を 1,000 株から 100 株に引下げることを決議し、同年７月３日にその効

力が生じております。今後も市場の動向、当社の株価の推移、流動性、及び業績見通し等を勘案し、

慎重に検討してまいります。 

 

(4)目標とする経営指標 

当社グループは成長の途上にあり、前述のとおりバリュー（理念）の１つとして「成長し続ける」

を掲げ、継続的な成長を図るためにＭ＆Ａを含めたあらゆる施策を検討し、実行してまいります。 

経営指標としては、売上高及び経常利益の前年増加率を重視し、合わせて営業キャッシュ・フロー

の改善に努めることで、フリーキャッシュ･フローを毎期30億円以上得ることを目標にしております。 
 

(5)中長期的な経営戦略 

当社グループが成長を果たすための事業領域を「ＰＣ・ＡＶ関連分野」と定義し、有形・無形の経

営資源の展開を同分野に集中的に展開する「集中戦略」を展開してまいります。既存製品分野と新規

製品分野または既存事業と新規事業との間で、マーケティング、商品開発、商品購買、販売チャネル、

物流インフラ及びＩＴインフラ等の当社グループが既に有する機能のうち、複数の機能で関連を持た

せながらリスクを 小限に抑えて事業領域の拡大を図る方針です。 

パソコンの国内世帯普及率は、単身世帯を含むと８割に迫り、既に成熟した市場であるといわれて

おりますが、高速インターネット網の急速な普及を背景とした新しいコンテンツの提供拡大により、

個人を中心としてパソコンの利用頻度が大きく高まることが期待されます。 

当社グループにおいては、これらの市場動向予測を大きなビジネスチャンスとして捉え、ＰＣ周辺

商品・機器はもとより、ＰＣの多機能化にともなうＡＶ関連製品等、メーカーとしてデザイン性・嗜

好性を追求した商品開発を行うことにより競合他社との差別化を図り、これまで十分とはいえなかっ

た女性マーケットを含む新しいユーザーの獲得で、市場シェアを高めていきたいと考えております。
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(6)会社の対処すべき課題 

今後の経済見通しにつきましては、米国景気の減速、原油価格の再高騰等の懸念材料を抱えている

ものの、国内景気は引続き堅調に推移するものと考えられます。 

パソコン業界では、パソコンは各家庭に行き渡り日常の生活シーンに不可欠の情報機器としての位

置を確立しており、その利用範囲も外部情報へのアクセスから、音楽、映像の情報処理、データ貯蔵

機器としての活用が広がっております。当社グループはその市場の広がりに対処すべく各種の機器の

展開を行っており、利用範囲の拡大による市場の増大が今後も期待される一方で、家電との垣根が無

くなり競争が激化するものと考えられます。 

以上のようにパソコンそのものの市場は成熟した感があり、従来のような成長は見込めないものの、

利用範囲の拡大によるニーズの広がりが増すものと考えられます。 

当社グループといたしましては、これら業界動向に鑑み以下の事項を今後の課題と考え、対処して

まいる所存です。 

 

①新たな製品分野への進出 

当社グループはパソコン周辺関連製品を中心に開発してまいりましたが、前述のとおりパソコン市

場には成熟感があり、業績の向上には新たな製品分野への進出が必要であると認識しております。 

近においては、コンテンツの大容量化等に対応するためメモリ・ストレージ分野に進出し、また

パソコンのＡＶ機能（テレビ視聴機能、ＤＶＤ録画・編集機能等）強化、及びデジタルオーディオ機

器の普及に対応するためＡＶ関連製品分野に進出する等、新しい製品分野への進出を行ってまいりま

したが、まだ十分とは言えません。 

今後も、顧客ニーズに俊敏に対応できるようマーケティング機能を一層強化するとともに、顧客と

のパイプであるコールセンターの充実を図り、新たな製品分野へ進出することで、業績の向上を図る

方針です。 

 

②新たな顧客層の獲得 

当社グループは、コンシューマ向けには主に家電量販店等、法人向けには主にＯＡ商社等を通じて、

製品の販売を行っておりますが、現在の販売チャネルで潜在的ニーズのある全ての顧客層をカバーし

ておらず、特に女性の顧客層を獲得することが課題であると認識しております。 

当社は、女性向けの生活雑貨店に相手先ブランドによって商品を供給する等、女性顧客層の獲得に

努めておりますが、今後はこれらの活動を一層強化し、業績の向上を図る方針です。 

また、当社グループは、欧州及びアジア圏において海外販売子会社を通じた海外市場の開拓に努め

てまいりましたが、平成 18 年９月中間期における連結売上高に占める海外売上高の割合は 1.7％と、

まだ十分な成果が挙がっているとは言えません。 

海外市場の開拓にあたっては、海外販売子会社による直接の営業展開から、同子会社による代理店

を経由した営業展開に方針を転換し、ローコストオペレーション体制下での安定的な業績の向上を図

る方針です。 

 

③重要な子会社であるロジテック株式会社との連携強化 

当社が平成 16 年 12 月に子会社化いたしましたロジテック株式会社の主たる取扱製品である外付ハ

ードディスクドライブ等のストレージ分野は競合他社との価格競争が激しく、安定した利益の確保が

困難な状況です。 

平成 18 年９月中間期において、ロジテック株式会社の子会社化による製品ラインアップの拡大が売

上高の拡大に貢献しておりますが、利益面での貢献はまだ十分とは言えません。 

当社グループとしましては、同社の経営全般にわたって今後も継続的な改善活動を行い、当社との

連携を強化することで、利益の確保に努める方針です。 

 

 

(7)親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 
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(8)内部管理体制の整備・運用状況 

当社は、コーポレート・ガバナンスの具体的施策として、社内の業務全般に関する諸規程を整備し、

業務分掌規程及び職務権限規程等により、各職位の責任と権限を明確にした上で職務を遂行し、組織

的な社内の相互牽制を図ることのできる体制を構築しております。それぞれの職務遂行状況について、

通常の業務執行部門とは独立した内部監査室が、内部監査計画に基づき業務活動の合理性や効率性、

諸規程の適正性や妥当性を評価し、経営者への報告ならびに改善提言を行っております。また、管理

部門として業務統括部に経理課、総務課、債権管理課、情報システム課等を設置し、現業部門への牽

制機能を働かせております。 

近１年間におきましては、健全な企業活動の基本は法令やルールの遵守、高い倫理観に基づいた

行動であるとの認識に立ち、「コンプライアンス規程」及び「公益通報者保護規則」を制定したほか、

業務統括部に関係会社管理の専任者を１名設置する等、内部管理体制の充実に努めました。 

今後も、必要に応じて社内規程の整備・見直し等を行い、内部管理体制、コンプライアンス体制の

一層の充実を図ってまいります。 

 

(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の経済は、企業収益の回復にともなう設備投資の増加や雇用環

境の改善が進み、回復基調で推移したものの、原油価格の高騰による原材料価格の値上がり等から先

行き不透明な状況が続きました。 

 パソコン業界におきましては、ビジネス市場では中小企業を中心にリプレース需要や、雇用環境の

回復によるパソコン増設需要等により比較的堅調に推移しました。しかし、コンシューマ市場では個

人消費の回復にサッカーワールドカップが重なり、薄型テレビやハードディスクレコーダ等のデジタ

ル家電に消費が分散する等により低迷し、パソコンの国内出荷台数は前年同期比 96％の 5,975 千台と

なりました。 

 このような環境の中で当社グループにおきましては、主にストレージ・メモリ分野、及びその他分

野のうちＡＶＤ及びネットワーク製品の開発を強化し、製品ラインアップの拡充を図りました。 

  品目別の概況は、次のとおりであります。 

（ＰＣサプライ・ファニチャー） 

 ＰＣサプライにおきましては、個人情報保護法の全面施行による需要が一段落したことでセキュリ

ティ用品の売上高が減少しましたが、インク類等の消耗品及び女性向けのデジタルカメラケースの新

商品投入が順調に推移し、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。 

 しかしながら、ＰＣファニチャーにおきましては、前連結会計年度に引続きパソコン用家具の需要

は後退し、売上高は前年同期を下回る結果となりました。 

 この結果、ＰＣサプライ・ファニチャーに係る売上高は、6,234 百万円（前年同期比 0.9％減）と

なりました。 

（ストレージ・メモリ） 

 ストレージにおきましては、海外の提携工場への生産委託を進めコストの低減に努めたほか、前連

結会計年度に引続き耐衝撃ボディ採用のポータブルハードディスク、セキュリティ機能を高めた外付

ハードディスク及びＮＡＳ等の開発を強化し、新規格のブルーレイ製品を発売するなど新分野への進

出も図り、利益を重視した製品構成の変換をすすめました。しかし、製品構成変換の過程で一時製品

ラインアップが縮小したこと等により、ストレージ全体の売上高は前年同期に比べ減少しました。 

 メモリにおきましては、メモリモジュールでは法人向けの拡販、ＵＳＢフラッシュメモリではデザ

イン性の高い新製品の投入等により、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。また、メモリカー

ドでは大容量や新規格製品を積極的に投入いたしました。 

 この結果、ストレージ・メモリに係る売上高は、5,733 百万円（前年同期比 28.4％増）となりまし

た。 

（ＩＯデバイス） 

 ＩＯデバイスにおきましては、価格競争が激化する中、マウスではパッケージリニューアルによる

売場再構築、メモリリーダライタ等では原価低減策を行うなどの対策を講じましたが、需要の喚起に
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は至らず全体的な売上高の拡大には繋がりませんでした。 

 この結果、ＩＯデバイスに係る売上高は、3,013 百万円（前年同期比 10.4％減）となりました。 

（その他） 

 その他におきましては、前連結会計年度に液晶モニタの汎用品から撤退したことが売上高の減少要

因となりましたが、ＡＶＤでは iPod 関連商品、女性向けヘッドフォン、ＦＭトランスミッター等の

新商品投入が順調に進み、スカイプ専用携帯端末、ワンセグチューナー等の新製品分野へ進出いたし

ました。また、前連結会計年度にロジテックブランドへの集中施策を講じたネットワーク関連では、

製品ラインアップを強化しました。 

 この結果、その他の売上高は、6,611 百万円（前年同期比 5.0％増）となりました。 

  

 以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は前中間連結会計期間を上回り、21,593 百万円

（前年同期比 5.7％増）、営業利益は 1,251 百万円（前年同期比 16.9％増）、経常利益は 946 百万円（前

年同期比 26.7％増）、中間純利益は 547 百万円（前年同期は 29 百万円の中間純損失）となりました。 

 

(2)財政状態 

   当中間連結会計期間末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985百万円(前年同期比103.6％増)と大きく増加したものの、たな卸資産の増加984百万円(前年同

期比129.7％増)があったこと等から、前中間連結会計期間末に比べ369百万円増加し、2,884百万円とな

りました。 

  当中間連結会計期間中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は 52 百万円（前年同期比 80.1％減）となりました。前年同期との差

異の主な要因は、税金等調整前中間純利益が 985 百万円（前年同期は 484 百万円）と大きく増加した

一方で、たな卸資産の増加が 984 百万円（前年同期は 428 百万円の増加）あったことに加え、法人税

等の支払額が 657 百万円（前年同期は 382 百万円）発生したことなどによります。 

（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 285 百万円（前年同期比 10.6％減）となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出 145 百万円（前年同期は 153 百万円）、無形固定資産の取得による支出 139

百万円（前年同期は 169 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） 

 財務活動の結果得られた資金は 693 百万円（前年同期は 286 百万円の資金の使用）となりました。

これは主に短期借入金の純増額 1,150 百万円（前年同期は 40 百万円の純減額）、長期借入金の返済に

よる支出 230 百万円(前年同期は 30 百万円)、配当金の支払額 226 百万円（前年同期比増減なし）に

よるものであります。 
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（キャッシュ･フロー指標の推移） 

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（％） － 38.8 38.4 36.1 37.6 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
－ － － － － 

債務償還年数（年） － 1.1 2.6 － 31.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
－ 140.5 35.6 － 4.4 

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 

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。 

※キャッシュ･フローは営業キャッシュ･フローを利用しております。有利子負債は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。 

（注）１．時価ベースの自己資本比率は、当社株式は非上場のため記載しておりません。 

   ２．平成18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・

フローがマイナスとなったため算出しておりません。 

   ３．平成17年３月期中間は中間連結財務諸表を作成していないため、算出しておりません。 

 

(3)事業等のリスク 

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当社グループが中間決算短信公表日現在において入手した

情報に基づいて記載が適当であると判断したものであります。 

 

①市場動向について 

当社グループはパソコン及びパソコン周辺機器の市場を事業活動の領域としているため、当該市場の

動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②仕入形態等について 

当社グループは、子会社の一部を除き自社で製造設備を保有しないファブレスメーカーであり、仕入

先の選定に当たっては、仕入コスト、品質及び供給体制等を総合的に勘案して選定しておりますが、現

状これら仕入品については多品種・少ロットの生産形態をとっております。このため、生産委託先の受

入れ環境によって自社製造設備では想定しがたい品質不良や時間的ロスが発生し、その後の再検査等で

市場に製品をタイムリーに供給できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループ製品の原材料仕入先及び生産委託先は中国、台湾などのアジア諸国等に所在してい

るため、これら各国の国情の変化や各国における今後の法改正及び新たな法令の制定等により、当社グ

ループ製品の生産等に何らかの支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③為替相場変動について 

当社グループが取扱う製品は、中国、台湾などのアジア諸国等から完成品等を仕入れる割合が多く、

大半が米ドル決済となっており、日本円と米ドル間の為替相場が円安傾向となった場合、円換算した仕

入価格が上昇することになります。当社グループは為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、

為替予約及び通貨オプションを行っておりますが、当該リスクヘッジにより為替相場の変動の影響を緩

和することは可能であっても、間接的な影響も含め、すべての影響を排除することは不可能です。この

ため当社グループの想定以上に円安が進んだ場合、パソコン周辺機器市場等の環境いかんでは、かかる

仕入価格の上昇分を適正に製品の販売価格に転嫁することが出来ず、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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④保有在庫の陳腐化及び商品投入のスピードについて 

当社グループが事業活動の領域とするパソコン周辺機器市場は、技術革新が急速であるため製品のラ

イフサイクルを短いものとしており、特に大きな技術革新は 終消費者の需要動向を大きく変化させ、

その時点で保有する在庫品の陳腐化を招く可能性があります。当社グループは経験則と実勢をもとに、

毎月廃棄処分及び半期毎に所定の評価減を行うことでこのリスクに備えておりますが、想定以上に在庫

品の陳腐化が進んだ場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループ

は、生産委託先等の関係各社の協力のもと、エンドユーザーが実際に使用する 終製品を開発しており

ますが、外部環境の変化等により、市場の変化に対応した新商品の投入ができなくなった場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤市場における価格競争等について 

当社グループが取扱う製品は、競合他社との間で日常的に厳しい価格競争が行われております。した

がって、当社グループの思惑とは別に販売価格の引下げを余儀なくされる可能性があります。また、原

材料価格の高騰等により仕入価格が上昇した場合等であっても、かかる仕入価格の上昇分を適正に販売

価格に転嫁することが出来ない可能性があります。当社グループは、収益確保のため部材の調達コスト

及び製造コスト等の削減に継続して取組んでおりますが、当社グループの想定以上に価格競争が厳しく

なった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥法的規制について 

当社グループが取扱う製品は、製造物責任法の規制を受けており、一部の製品は、電波法や電気安全

法の規制を受けております。また同製品の一部は、輸出する際にワッセナー・アレンジメント（※）の

規制を受ける可能性があり、その場合は経済産業省の許可が必要になります。当社グループはこれらの

法令を遵守し事業活動を行っておりますが、予測できない事態によりこれらの規制を遵守できなかった

場合や、今後法的規則等が改正され、その対応のための費用負担などが増大したり、あるいはこれらの

法改正等に充分に対応出来ない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
(※)大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある貨物や技術が特定国へ輸出されないよう、輸出を管理する

目的で1996年に発足した輸出管理機構。 

 

⑦取引先との取引条件について 

当社グループは、当社グループが取扱う製品を家電量販店や法人代理店等（以下「取引先」という）

と継続的取引契約を締結し、当該取引先を通じて 終消費者に販売しております。これら取引先との取

引契約が解消されることは、現状では想定しがたいものと認識しておりますが、今後不測の要因により

主要な取引先との取引契約が解消された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、主要な取引先との取引に当たっては、業界の商慣習や取引高等に応じて交渉の上その条件を決

定しておりますが、これらの取引条件が不測の理由によって悪化した場合、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

⑧在庫補償について 

当社グループの属するパソコン周辺機器業界の商慣習として、既に出荷し取引先の在庫となっている

製品に対して同製品の価格改定（値下げ）を実施した場合、当該値下げ金額に取引先在庫数量を乗じた

金額を取引先に対して補填する「在庫補償」というものがあります。当社グループは取引先ごとに先方

の在庫内容を常時把握するとともに、価格改定を実施する場合、流通在庫量の調整を行うなどの対策を

打ち、「在庫補償」の金額が少なくなるよう努めておりますが、当社グループの施策が奏効しない場合

には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨個人情報漏洩について 

当社グループではEコマースサイトにおける製品の販売や、取引先からの依頼により当社製品を顧客

へ直送する際など、様々な業務において個人情報を取得しており、「個人情報の保護に関する法律」（個

人情報保護法）に定める個人情報取扱事業者に該当しております。当社グループでは、法令に従い個人

情報保護方針（プライバシーポリシー）を制定し、社内外へ周知するとともに、社内においては個人情

報の取扱い及び管理に関する規程を整備し、個人情報保護に努めております。しかしながら、これらの

個人情報が、不測の事態により外部へ漏洩した場合、当社グループの信用低下や損害賠償請求等により、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑩知的財産権について 

当社グループでは5,000アイテムを超える製品を取り扱っており、これら製品に係る多数の知的財産

権を取得し、所有しております。当社グループが所有する知的財産権が、無断で使用された場合、当社

グループ及び当社グループが取扱う製品のブランドが損なわれることにより、係争へ発展した場合を含

め損害が発生する可能性があります。 

また、当社グループでは知的財産権管理専門の担当者を置き、グループ内で企画・考案された製品が

第三者に対する知的財産権を侵害することがないように留意するとともに、必要に応じて特許事務所に

調査を依頼して他社の知的財産権に抵触しないよう努めておりますが、万が一当社グループの認識の範

囲外で第三者による係争に巻き込まれた場合は、その解決に係る時間及び費用、更には当社グループの

信用低下や損害賠償請求等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑪製品の不具合発生について 

当社グループにおいて開発・製造された製品については、品質管理の専門部署が当社で定めた品質管

理基準に基づいた品質管理を行っており、安全かつ安心頂ける製品の供給に努めておりますが、欠陥が

生じる可能性は否定できません。万が一、自主回収を要するような製品の不具合が生じた場合や当該不

具合により第三者に損害を与えた場合は、当社グループの信用低下や当社及び製品のブランドの低下、

または損害賠償請求等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫株式会社輝乃湯について 

当社の現取締役社長である葉田順治は、温泉旅館「輝乃湯」を経営する株式会社輝乃湯を所有し、代

表取締役に就任しております。同社の業務執行については実質的には現場に従事する他の取締役が行っ

ており、葉田自身の経営の関与は月次決算を含む決算書類の確認等に留まっております。また、同社の

事業は当社グループの事業とは全く関連はなく、当社グループと同社間では平成17年10月以降取引関係

もありません。同社の事業は、平成16年９月に前経営者から取得し個人事業として行っていたものを、

平成18年８月に株式会社輝乃湯として法人化したものであります。今後とも株式会社輝乃湯の事業上の

リスクは、当社グループと分離されているものと認識しておりますが、同社において想定不能な不測の

事態が生じた場合、葉田順治の当社取締役社長としての業務に影響が及ぶ可能性があります。 

 

 

(4)通期の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、米国景気の減速、原油価格の再高騰等の懸念材料を抱えているも

のの、国内景気は引続き堅調に推移するものと考えられます。 

当社グループが属するパソコン関連業界は、景気の回復基調を背景とした個人消費、及び企業の設備

投資の拡大が期待できる反面、新しいＯＳであるWindowsVistaの発売の遅れによるパソコン販売への影

響が懸念されます。 

こうした状況下、当社グループは、量販ルートにおいては当社の売り場提案力を活かしたストレージ、

メモリ、ＡＶ、及びネットワーク製品の販売体制の強化、法人ルートにおいては製品ラインアップの拡

大によるワンストップオーダー体制を推進すること等により、売上高の拡大を見込んでおります。 

売上原価は、品目別の売上予算金額に、販売価格の変動や過年度の品目別売上原価率を、販売費及び

一般管理費は過年度の実績率を考慮し、設備投資計画や研究開発にかかる費用を見込んで算定しており

ます。また、営業外損益は、過年度実績に上場にかかる諸費用約100百万円を見込んでおります。 

これらの結果、当連結会計年度の業績予想につきましては、売上高は45,277百万円（前年同期比4.8％

増）、経常利益は2,302百万円（前年同期比60.9％増）、当期純利益は1,149百万円（前年同期比311.6％

増）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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度の 

（平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） 要約連結貸借対照表   

  

対前中間

期比 

（平成 18 年３月 31 日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 

番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％）
増減(千円) 金額（千円） 

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   2,515,630 2,884,887   2,434,115

２．受取手形及び 

  売掛金 
※２  6,068,350 6,571,691   7,449,857

３．たな卸資産   3,928,080 4,983,185   3,993,616

４．繰延税金資産   342,830 407,258   534,247

５．その他   483,835 576,134   656,665

貸倒引当金   △10,536 △8,337   △15,351

流動資産合計   13,328,191 84.0 15,414,819 85.5 2,086,628  15,053,150 84.7

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１  1,283,756 1,216,321 △67,435  1,243,405

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア  567,826 594,311  608,467 

(2）その他  20,922 20,922  20,922 

無形固定資産合計   588,748 615,234 26,485  629,389

３．投資その他の資産     

(1）繰延税金資産  214,649 240,695  289,738 

(2）その他  496,090 551,230  553,777 

貸倒引当金  △44,070 △158  △5,667 

投資その他の資産合計   666,668 791,768 125,099  837,848

固定資産合計   2,539,174 16.0 2,623,324 14.5 84,149  2,710,643 15.3

資産合計   15,867,365 100.0 18,038,144 100.0 2,170,778  17,763,793 100.0
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度の 

（平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） 要約連結貸借対照表   

  

対前中間

期比 

（平成 18 年３月 31 日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 

番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％）
増減(千円) 金額（千円） 

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び 

  買掛金 
※２  5,794,567 5,819,340   6,122,149

２．短期借入金   1,000,000 3,150,000   2,000,000

３．１年以内返済予定

の長期借入金 
  60,000 60,000   260,000

４．未払金   727,496 577,031   741,140

５．返品調整引当金   85,100 104,000   88,000

６．売上値引等引当金   73,396 80,200   58,038

７．販売促進引当金   47,000 29,000   51,000

８．関係会社整理 

損失引当金 
  90,000 11,161   173,328

９．賞与引当金   221,889 242,980   246,724

10．その他   912,110 651,199   1,070,695

流動負債合計   9,011,560 56.8 10,724,912 59.5 1,713,352  10,811,076 60.9

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   290,000 30,000   60,000

２．退職給付引当金   409,687 420,950   405,743

３．役員退職慰労 

引当金 
  62,324 68,633   65,595

４．その他   4,539 4,794   4,794

固定負債合計   766,550 4.8 524,377 2.9 △242,172  536,132 3.0

負債合計   9,778,110 61.6 11,249,290 62.4 1,471,180  11,347,209 63.9

      

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － － － －  － －
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度の 

（平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） 要約連結貸借対照表   

  

対前中間 

期比 

（平成 18 年３月 31 日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 

番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％）
増減(千円) 金額（千円） 

（％）

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   134,900 0.9 － － △134,900  134,900 0.8

Ⅱ 資本剰余金   148,783 0.9 － － △148,783  148,783 0.8

Ⅲ 利益剰余金   5,787,370 36.5 － － △5,787,370  6,095,684 34.3

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  28,991 0.2 － － △28,991  56,865 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定   △10,789 △0.1 － － 10,789  △19,648 △0.1

資本合計   6,089,255 38.4 － － △6,089,255  6,416,584 36.1

負債、少数株主持分及

び資本合計 
  15,867,365 100.0 － － △15,867,365  17,763,793 100.0

      

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 134,900 0.8 134,900  － －

２．資本剰余金   － － 148,783 0.8 148,783  － －

３．利益剰余金   － － 6,390,811 35.4 6,390,811  － －

株主資本合計   － － 6,674,494 37.0 6,674,494  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券 

評価差額金 
  － － 33,623 0.2 33,623  － －

２．繰延ヘッジ損益   － － 100,600 0.5 100,600  － －

３．為替換算調整勘定   － － △19,865 △0.1 △19,865  － －

評価・換算差額等合計   － － 114,358 0.6 114,358  － －

純資産合計   － － 6,788,853 37.6 6,788,853  － －

負債純資産合計   － － 18,038,144 100.0 18,038,144  － －
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(2)中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度の 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日 要約連結損益計算書 

至 平成 17 年９月 30 日） 至 平成 18 年９月 30 日） （自 平成 17 年４月１日 
  

  

対前中間

期比 

至 平成 18 年３月 31 日） 

注記 百分比 百分比 百分比
区分 

番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％）
増減(千円) 金額（千円） 

（％）

Ⅰ 売上高 ※１  20,422,488 100.0 21,593,898 100.0 1,171,410  43,215,467 100.0

Ⅱ 売上原価   14,316,354 70.1 15,211,764 70.4 895,410  30,837,503 71.4

売上総利益   6,106,134 29.9 6,382,134 29.6 275,999  12,377,963 28.6

返品調整引当金繰

入額 
  － － 16,000 0.1 16,000  － －

返品調整引当金戻

入益 
  15,900 0.1 － － △15,900  13,000 0.1

差引売上総利益   6,122,034 30.0 6,366,134 29.5 244,099  12,390,963 28.7

Ⅲ 販売費及び一般 

管理費 
※２  5,051,024 24.8 5,114,390 23.7 63,365  10,276,732 23.8

営業利益   1,071,010 5.2 1,251,743 5.8 180,733  2,114,230 4.9

Ⅳ 営業外収益     

１．仕入割引  5,669 7,639  12,261 

２．為替差益  10,084 20,123  72,656 

３．商標使用料  8,400 9,064  17,434 

４．退職給付引当金 

戻入益 
 － 16,546  10,218 

５．保険金収入  4,654 －  13,766 

６．その他  8,601 37,409 0.2 8,913 62,287 0.3 24,878 18,204 144,541 0.3

Ⅴ 営業外費用     

１．売上割引  138,393 161,266  283,448 

２．たな卸資産廃棄損  125,145 151,089  317,173 

３．たな卸資産評価損  82,929 30,881  154,705 

４．その他  15,272 361,739 1.7 24,740 367,978 1.7 6,238 72,612 827,939 1.9

経常利益   746,679 3.7 946,052 4.4 199,372  1,430,832 3.3

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  8,166 2,361  3,498 

２．未請求債務戻入益  － 22,508  － 

３．関係会社整理損失 

戻入益 
 － 37,934  － 

４．投資有価証券 

売却益 
 1,133 －  1,133 

５.その他  5 9,305 0.0 494 63,299 0.3 53,994 383 5,015 0.0
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度の 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日 要約連結損益計算書 

    至 平成 17 年９月 30 日）     至 平成 18 年９月 30 日） （自 平成 17 年４月１日 

        

対前中間

期比 

    至 平成 18 年３月 31 日）

注記 百分比 百分比 百分比
区分 番号 金額（千円） （％） 金額（千円） （％）

増減(千円)
金額（千円） （％）

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産売却損 ※３ － －  1,239 

２．固定資産除却損 ※４ 2,951 24,097  29,865 

３．関係会社整理損 ※５ 90,000 －  258,195 

４．退職給付引当金 

繰入額 
 172,322 －  172,322 

５．減損損失 ※６ 6,699 271,973 1.3 － 24,097 0.1 △247,876 6,699 468,322 1.1

税金等調整前中間

（当期）純利益 
  484,011 2.4 985,254 4.6 501,243  967,525 2.2

法人税、住民税及び

事業税 
 488,385 314,044  949,166 

法人税等調整額  24,706 513,092 2.5 123,278 437,322 2.1 △75,769 △260,874 688,292 1.6

中間（当期）純利益

または中間純損失

（△） 

  △29,080 △0.1 547,932 2.5 577,012  279,233 0.6
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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（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   148,783  148,783 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

  148,783  148,783 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,065,255  6,065,255 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  － － 279,233 279,233 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  226,440  226,440  

役員賞与  22,365  22,365  

中間純損失  29,080 277,885 － 248,805 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

  5,787,370  6,095,684 
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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 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

134,900 148,783 6,095,684 6,379,367 

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（千円）(注) － － △226,440 △226,440 

役員賞与（千円）(注) － － △26,365 △26,365 

中間純利益（千円） － － 547,932 547,932 

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） 
（千円） 

－ － － － 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － 295,127 295,127 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

134,900 148,783 6,390,811 6,674,494 

 

評価・換算差額等 

 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 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

56,865 － △19,648 37,217 6,416,584

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（千円）(注) － － － － △226,440

役員賞与（千円）(注) － － － － △26,365

中間純利益（千円） － － － － 547,932

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） 
（千円） 

△23,241 100,600 △217 77,141 77,141

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

△23,241 100,600 △217 77,141 372,268

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

33,623 100,600 △19,865 114,358 6,788,853

(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）
対前中間期比 

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（千円） 金額（千円） 
増減 

（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  484,011 985,254 501,243 967,525 

減価償却費  267,035 257,067 △9,967 536,880 

減損損失  6,699 － △6,699 6,699 

退職給付引当金の増加額  181,409 15,064 △166,344 177,229 

役員退職慰労引当金の増減額 
（△減少額） 

 △10,011 3,038 13,049 △6,740 

売上値引等引当金の増加額  18,396 21,784 3,388 2,753 

販売促進引当金の増減額 
(△減少額) 

 21,000 △22,000 △43,000 25,000 

返品調整引当金の増減額 
(△減少額) 

 △15,900 16,000 31,900 △13,000 

関係会社整理損失引当金の増減額 
(△減少額) 

 90,000 △162,166 △252,166 173,328 

賞与引当金の増減額（△減少額）  △18,423 △3,743 14,679 6,411 

貸倒引当金の減少額  △9,782 △12,692 △2,910 △2,476 

受取利息及び受取配当金  △636 △924 △288 △1,175 

支払利息  7,159 11,175 4,015 20,081 

固定資産除却損  2,951 24,097 21,146 29,865 

売上債権の増減額(△増加額)  669,854 851,069 181,214 △705,435 

たな卸資産の増加額  △428,594 △984,376 △555,781 △486,883 

前渡金の増減額（△増加額）  △86,941 14,292 101,234 △126,017 

未収入金の増減額（△増加額）  11,083 131,066 119,983 △165,599 

仕入債務の増減額（△減少額）  △275,247 △314,753 △39,506 37,302 

未払金の減少額  △120,077 △105,458 14,618 △160,077 

役員賞与の支払額  △22,365 △26,365 △4,000 △22,365 

未払消費税等の増減額（△減少額）  14,713 19,996 5,282 △251 

その他  △135,112 3,052 138,165 △67,329 

小計  651,221 720,479 69,257 225,725 

利息及び配当金の受取額  636 924 288 1,175 

利息の支払額  △7,364 △11,938 △4,574 △19,479 

法人税等の支払額  △382,384 △657,417 △275,032 △706,866 

営業活動によるキャッシュ・フロー  262,108 52,047 △210,061 △499,444 

 



- 18 - 

 

  
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）
対前中間期比 

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（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

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  △18,255 △1,712 16,542 △28,621 

投資有価証券の売却による収入  3,333 － △3,333 3,333 

有形固定資産の取得による支出  △153,506 △145,486 8,020 △304,349 

有形固定資産の売却による収入  18,551 1,365 △17,186 21,171 

無形固定資産の取得による支出  △169,507 △139,553 29,953 △274,731 

その他  119 － △119 10,303 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △319,265 △285,387 33,877 △572,895 

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(△減少額)  △40,000 1,150,000 1,190,000 960,000 

長期借入金の返済による支出  △30,000 △230,000 △200,000 △60,000 

配当金の支払額  △226,440 △226,440 － △226,440 

その他  10,000 － △10,000 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △286,440 693,560 980,000 673,560 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,330 4,029 5,359 △11,131 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

 △344,926 464,249 809,176 △409,911 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,860,556 2,434,115 △426,441 2,860,556 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物
の減少高 

 － △13,477 △13,477 △16,530 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※ 2,515,630 2,884,887 369,257 2,434,115 
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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 (1)連結子会社の数    ６社 (1)連結子会社の数    ４社 (1)連結子会社の数    ４社

 連結子会社の名称 

ELECOM UK LIMITED 

ELECOM KOREA CO.,LTD 

宜麗客（上海）貿易有限公司

ELECOM Deutschland GmbH 

ELECOM ITALY S.r.l 

ロジテック㈱ 

連結子会社の名称 

ELECOM KOREA CO.,LTD 

宜麗客（上海）貿易有限公司

ロジテック㈱ 

ELECOM EUROPE B.V. 

ELECOM Deutschland GmbHに

ついては、平成17年9月30日を

もって事業を終了し、また

ELECOM UK LIMITEDについては、

平成18年9月に清算決議を行

い、現在2社とも清算手続き中

となっており、中間連結財務諸

表に与える影響が軽微である

ため、当中間連結会計期間末に

おいて連結の範囲から除外し

ております。 

ELECOM EUROPE B.V.について

は平成18年7月に設立し、8月よ

り事業を開始しているため、当

中間連結会計期間末より連結

の範囲に含めております。 

 

連結子会社の名称 

ELECOM UK LIMITED 

ELECOM KOREA CO.,LTD 

宜麗客（上海）貿易有限公司

ロジテック㈱  

ELECOM ITALY S.r.lについて

は、当連結会計年度に実質的に

清算を結了したため、また

ELECOM Deutschland GmbHにつ

いては、平成17年9月30日をも

って事業を終了し現在清算手

続き中となっており、連結財務

諸表に与える影響が軽微であ

るため、当連結会計年度末にお

いて連結の範囲から除外して

おります。 

 

  (2)非連結子会社の名称等 

非連結子会社であるELECOM 

Deutschland GmbHは、平成17年9

月30日をもって事業を終了し、

ELECOM UK LIMITEDについては、

平成18年9月に清算決議を行い、

現在2社とも清算手続き中とな

っており、中間連結財務諸表に

与える影響が軽微であるため、

連結の範囲から除外しておりま

す。 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社であるELECOM 

Deutschland GmbHは、平成17年

9月30日をもって事業を終了し

現在清算手続き中となってお

り、連結財務諸表に与える影響

が軽微であるため、連結の範囲

から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

───── 非連結子会社であるELECOM 

Deutschland GmbHは、平成17年9

月30日をもって事業を終了し、

ELECOM UK LIMITEDについては、平

成18年9月に清算決議を行い、現在

2社とも清算手続き中となってお

り、中間連結財務諸表に与える影

響が軽微であるため、持分法を適

用しておりません。 

非連結子会社であるELECOM 

Deutschland GmbHは、平成17年9月

30日をもって事業を終了し現在清

算手続き中となっており、連結財務

諸表に与える影響が軽微であるた

め、持分法を適用しておりません。
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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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 ELECOM KOREA CO.,LTD及びロジ

テック㈱を除く連結子会社の中間

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財務

諸表を使用しております。ただし、

７月１日から中間連結決算日９月

30日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調

整を行うこととしております。 

同左  ELECOM KOREA CO.,LTD及びロジ

テック㈱を除く連結子会社の決算

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

用しております。ただし、1月1日

から連結決算日3月31日までの期

間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行うこと

としております。 

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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

 (イ)その他有価証券 (イ)その他有価証券 (イ)その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

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） 

 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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

  同左 同左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法   同左 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 製品・商品、原材料 

移動平均法による低価法

製品・商品、原材料 

  同左 

製品・商品、原材料 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(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 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  定率法 

 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については、

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。 

建物及び構築物 

２～38年

機械装置及び運搬具 

２～12年

その他    ２～38年

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） 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法 

 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）

に基づく定額法によってお

ります。 

同左 同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に

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。 

同左 同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社

は、従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。

同左  当社及び国内連結子会社

は、従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額

を計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 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。国

内子会社は当連結会計年度

末における簡便法（責任準

備金を退職給付債務とみな

す方法）による退職給付債

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、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。 

同左  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

務の見込額に基づき計上し

ております。国内子会社は

当連結会計年度末における

簡便法（責任準備金を退職

給付債務とみなす方法）に

よ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、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

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） 

 （会計方針の変更） ――――― （会計方針の変更） 

  当社においては従来、退

職給付引当金の計算方法に

ついては簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債

務とみなす方法）によって

おりましたが、従業員数が

300名を超え数理計算上の

見積が高い確率で可能とな

ったことから、当中間連結

会計期間から原則法による

計算方法に変更しました。

当期首における退職給付債

務の金額と原則法により計

算した退職給付債務の差額

については全額当中間連結

会計期間の退職給付費用と

して特別損失に計上してお

ります。  

この変更に伴い、従来

の方法によった場合と比

べ、売上原価が339千円、

販売費及び一般管理費が

7,753千円、特別損失が

172,322千円それぞれ増

加しており、その結果、

売上総利益は339千円、営

業利益及び経常利益は

8,093千円、税金等調整前

中間純利益は180,416千

円それぞれ減少しており

ます。 

  当社においては従来、退

職給付引当金の計算方法に

ついては簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債

務とみなす方法）によって

おりましたが、従業員数が

300名を超え数理計算上の

見積が高い確率で可能とな

ったことから、当連結会計

年度から原則法による計算

方法に変更しました。当期

首における退職給付債務の

金額と原則法により計算し

た退職給付債務の差額につ

いては全額当連結会計年度

の退職給付費用として特別

損失に計上しております。

 この変更に伴い、従来の

方法によった場合と比べ、

売上原価が570千円、販売費

及び一般管理費が11,764千

円、特別損失が172,322千円

それぞれ増加しており、そ

の結果、売上総利益は570

千円、営業利益及び経常利

益は12,334千円、税金等調

整前当期純利益は184,657

千円それぞれ減少しており

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） 

 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

  当社及び国内連結子会社

は、役員の退職慰労金の支

出に備えて内規により計算

した当中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。 

同左  当社及び国内連結子会社

は、役員の退職慰労金の支

出に備えて内規により計算

した期末要支給額を計上し

ております。 

 ⑤ 返品調整引当金 ⑤ 返品調整引当金 ⑤ 返品調整引当金 

  当社及び国内連結子会社

は、当中間連結会計期間売

上高に対して当中間連結会

計期間末の翌日以降予想さ

れる返品による損失に備え

るため、過去の返品率等を

勘案し、将来の返品に伴う

損失予想額を計上しており

ます。 

同左  当社及び国内連結子会社

は、当期売上高に対して翌

期以降予想される返品によ

る損失に備えるため、過去

の返品率等を勘案し、将来

の返品に伴う損失予想額を

計上しております。 

 ⑥ 売上値引等引当金 ⑥ 売上値引等引当金 ⑥ 売上値引等引当金 

  当社及び国内連結子会社

は、将来発生する売上値引

に備えて、過去の実績に基

づく値引率を用いた発生見

込額を計上しております。

同左 同左 

 ⑦ 販売促進引当金 ⑦ 販売促進引当金 ⑦ 販売促進引当金 

  当社は、販売した製品・

商品について実施した販売

奨励策に伴う販売促進費の

支出に備えるため、過去の

実績率に基づく発生見込額

を計上しております。 

同左 同左 

 ⑧ 関係会社整理損失引当金 ⑧ 関係会社整理損失引当金 ⑧ 関係会社整理損失引当金 

  関係会社の整理に伴う損

失に備えるため、損失発生

見込額を計上しておりま

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） 

 (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 

(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 

(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、収益及び費用

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。 

 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、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に

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、収益及び費用は期

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。 

 (5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 (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）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  当社及び国内連結子会社

は繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、金利ス

ワップについては、特例処

理の条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。 

同左 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 

 ａ．（ヘッジ手段） 

通貨オプション 

為替予約 

ａ．（ヘッジ手段） 

同左 

ａ．（ヘッジ手段） 

同左 

 （ヘッジ対象） 

外貨建買入債務及び

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 

（ヘッジ対象） 

借入金 

ｂ．（ヘッジ手段） 

同左 

（ヘッジ対象） 

同左 

ｂ．（ヘッジ手段） 

同左 

（ヘッジ対象） 

同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  財務上のリスク管理対策

の一環として、「為替管理

規程」及び「為替管理規程

ガイドライン」に基づき為

替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジしておりま

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） 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、通貨オプションについ

ては、オプション価格の変

動額とヘッジ対象の時価変

動額を比較して判定してお

ります。為替予約について

は、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動額を比較して

判定しております。 

 ただし、特例処理におけ

る金利スワップについて

は、有効性の評価を省略し

ております。 

同左 同左 

 (7）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 

(7）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 

(7）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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっておりま

す。 

同左 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ケ

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。これにより税金

等調整前中間純利益は6,699千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表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。これにより税金等調整

前当期純利益は6,699千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表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6,688,252千円であります。 

 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。 

――――― 

――――― (ストック・オプション等に関する会計基準)

 当中間連結会計期間より、「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。 

 なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

――――― 
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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は、

1,692,491千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

   1,558,861千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

   1,541,212千円であります。 

※２     ───── 

 

※２ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

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。 

※２     ───── 

 
  

  

 
受取手形 57,020千円

  

 

 
  

  

 
支払手形 695,126千円

  

 

３     ───── ３     ───── ３ 偶発債務 

  保証債務 

 下記関係会社の金融機関等に対する

取引について、債務保証を行なってお

ります。 
 

  

  

 
 

  

 
ELECOM ITALY S.r.l 
家賃保証 

3,250千円

  

 

（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 売上値引等引当金繰入額16,898千円は

売上高から控除しております。 

※１ 売上値引等引当金繰入額36,059千円は

売上高から控除しております。 

※１ 売上値引等引当金繰入額3,038千円は

売上高から控除しております。 

※２ 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。 

※２ 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。 

※２ 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。 
 

販売促進引当金繰入
額 

47,000千円 

給与手当 1,191,739千円 

賞与引当金繰入額 208,042千円 

荷造運賃 833,621千円 

役員退職慰労引当金
繰入額 

4,127千円 

  

 
販売促進引当金繰入
額 

29,000千円

給与手当 1,145,561千円

賞与引当金繰入額 229,488千円

退職給付費用 25,784千円

荷造運賃 866,653千円

役員退職慰労引当金
繰入額 

3,038千円

  

 
販売促進引当金繰入
額 

51,000千円

給与手当 2,270,136千円

賞与引当金繰入額 233,623千円

退職給付費用 58,884千円

役員退職慰労引当金
繰入額 

2,928千円

荷造運賃 1,740,586千円
  

※３     ───── ※３     ───── ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 
 

  

  
  

 
 

 
  

 
土地 970千円

ソフトウェア 269千円
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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 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとお

りであります。 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとお

りであります。 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとお

りであります。 
 

工具、器具及び備品 2,252千円 

金型 148千円 

ソフトウェア 536千円 

その他 14千円 
  

 
工具、器具及び備品 1,207千円

金型 22,890千円
  

 
建物 4,313千円

構築物 14千円

機械装置 718千円

工具、器具及び備品 8,467千円

金型 12,279千円

ソフトウェア 3,764千円

長期前払費用 307千円
  

※５ 関係会社整理損の内訳はすべて関係会

社整理損失引当金繰入額に係るものであ

ります。 

※５      ――――― ※５ 関係会社整理損の内訳は次のとおりで

あります。 

 
  

  
  

 
 

 
  

 
関係会社整理損失引

当金繰入額 

173,328千円

関係会社整理費用 84,867千円
  

※６ 減損損失 ※６      ――――― ※６ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グ

ループ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。 

  当連結会計年度において、当社グルー

プ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 減損損失 

長野県
伊那市 

遊休資産 
土地及び
建物 

6,699千円 

  

  
場所 用途 種類 減損損失

長野県
伊那市

遊休資産 
土地及び
建物 

6,699千円

  
 当社グループは事業資産については継

続的な収支の把握を行っている管理会計

上の区分で、遊休資産については個別物

件単位でグルーピングを行っておりま

す。 

 遊休資産について市場価格が帳簿価額

よりも下落していることにより帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 減損損失の内訳は、建物378千円、土地

6,321千円であります。 

 なお、遊休資産の回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、近隣売買

事例等を勘案した自社における合理的な

見積額を回収可能価額として評価してお

ります。 

  当社グループは事業資産については継

続的な収支の把握を行っている管理会計

上の区分で、遊休資産については個別物

件単位でグルーピングを行っておりま

す。 

 遊休資産について市場価格が帳簿価額

よりも下落していることにより帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 減損損失の内訳は、建物378千円、土地

6,321千円であります。 

 なお、遊休資産の回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、近隣売買

事例等を勘案した自社における合理的な

見積額を回収可能価額として評価してお

ります。 
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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（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

普通株式 15,096 － － 15,096 

合計 15,096 － － 15,096 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

 

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 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 226,440 15 平成18年3月31日 平成18年６月27日

 

(2)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

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） 

※ 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）
 

 （千円） 

現金及び預金勘定 2,515,630 

預入期間が３ケ月を超

える定期預金 
－ 

現金及び現金同等物 2,515,630 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,884,887

預入期間が３ケ月を超

える定期預金 
－

現金及び現金同等物 2,884,887
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,434,115

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金 
－

現金及び現金同等物 2,434,115
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（リース取引関係） 

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．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 

（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） 

機械装置及び
運搬具 

13,666 5,920 7,745 

(有形固定資産) 
その他 

3,773 3,710 62 

ソフトウェア 124,057 111,728 12,328 

合計 141,497 121,360 20,137 

  

 

 

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）

機械装置及び
運搬具 

29,097 8,160 20,936

(有形固定資産)
その他 

3,180 132 3,047

ソフトウェア 9,954 9,124 829

合計 42,232 17,418 24,814

  

 

 

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）

機械装置及び
運搬具 

13,689 7,350 6,339

ソフトウェア 124,057 122,232 1,824

合計 137,746 129,582 8,164

  

(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 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 15,326千円 

１年超 6,086千円 

合計 21,413千円 
  

 
１年内 7,004千円

１年超 18,194千円

合計 25,199千円
  

 
１年内 4,947千円

１年超 3,703千円

合計 8,650千円
  

(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、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 15,425千円 

減価償却費相当額 14,273千円 

支払利息相当額 495千円 
  

 
支払リース料 3,887千円

減価償却費相当額 3,512千円

支払利息相当額 342千円
  

 
支払リース料 28,328千円

減価償却費相当額 26,269千円

支払利息相当額 772千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 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 

 

 



‐ 31 ‐ 

 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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） 

 
取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円) 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

(1）株式 46,530 95,362 48,832 58,610 115,244 56,634 56,897 152,679 95,781

(2）債券     

国債・地方債等 － － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

合計 46,530 95,362 48,832 58,610 115,244 56,634 56,897 152,679 95,781

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
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） 

 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

(1）その他有価証券    

非上場株式 20,000 20,000 20,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
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） 

対象物の
種類 

取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円）

通貨 為替予約取引 435,739 444,264 8,525 92,121 104,046 11,925 229,941 241,798 11,856

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 



‐ 32 ‐ 

 

（セグメント情報） 

【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、ＰＣ及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売のみであるため、事

業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

【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）、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、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の

合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【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）、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、海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しており

ます。 
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（重要な後発事象） 

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．     ――――― １．     ――――― １．子会社の設立 

当社は。平成18年５月19日開催の取締役

会において、欧州地域における当社グルー

プ製品の販売を目的として、当社100%出資

による連結子会社を設立することを決議

し、平成18年７月21日をもって設立いたし

ました。概要は以下のとおりであります。

① 会社名  ELECOM EUROPE B.V. 

② 所在地  オランダ王国アムステルダム

③ 代表者  水谷 幸雄 

④ 資本金  300千ユーロ 

⑤ 決算期  12月末 

⑥ 出資者及び出資比率  当社 100% 

⑦ 設立年月日  平成18年７月21日 

⑧ 事業内容  欧州地域における当社グル

ープ製品の販売 

 

２．     ――――― ２．公募増資 

当社は、平成18年11月22日の当社普通株式

のジャスダック証券取引所への上場にともな

い、平成18年10月19日及び平成18年11月１日

開催の取締役会において、下記のとおり新株

式の発行を決議し、平成18年11月21日に払込

が完了しております。 

この結果資本金は617,900千円、発行済株式

数は16,096千株となっております。 

① 募集方法 

一般募集（ブックビルディング方式） 

② 発行する株式の種類及び数 

 普通株式  1,000,000株 

③ 発行価格  １株につき 1,050円 

④ 引受価額   １株につき 966円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額でありま

す。なお、発行価格と引受価額との差額の総

額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額  １株につき  807円50銭 

⑥ 資本組入額 １株につき 483円 

⑦ 発行価額の総額   807,500千円 

⑧ 払込金額の総額  966,000千円 

⑨ 資本組入額の総額 483,000千円 

⑩ 払込期日    平成18年11月21日 

⑪ 資金の使途  借入金の返済に充当 

 

２．     ――――― 
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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 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．     ――――― ３．第三者割当増資 

当社は、当社普通株式のジャスダック証券

取引所への上場にともなう公募新株発行並び

に株式売出しに関連し、当社株主から当社普

通株式を借受けた大和証券エスエムビーシー

株式会社が売出人となり、当社普通株式

150,000株の売出し（以下、「オーバーアロッ

トメントによる売出し」）を行います。本件

第三者割当増資は、このオーバーアロットメ

ントによる売出しに関連して、平成18年10月

19日及び平成18年11月１日開催の取締役会決

議に基づき、大和証券エスエムビーシー株式

会社を割当先として行う予定のものであり、

その概要は次のとおりです。 

① 発行する株式の種類及び数 

  普通株式 150,000株 

  ただし、需要状況を勘案のうえ、今後開

催される取締役会において変更される場合

がある。 

② 割当価格    １株につき 966円 

③ 発行価額    １株につき 807円50銭 

④ 資本組入額 １株につき 483円 

⑤ 払込金額の総額   144,900千円 

⑥ 資本組入額の総額  72,450千円 

⑦ 払込期日    平成18年12月22日 

⑧ 資金の使途  借入金の返済に充当 

 

３．     ――――― 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を品目別に示すと、次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) 品目の名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ＰＣサプライ・ファニチャー 362,816 6.2 330,013 5.9 705,519 6.1

ストレージ・メモリ 3,164,679 53.9 3,203,627 56.8 6,497,669 56.5

ＩＯデバイス 185,095 3.1 216,909 3.8 377,606 3.3

その他 2,157,499 36.8 1,887,067 33.5 3,915,168 34.1

合計 5,870,090 100.0 5,637,618 100.0 11,495,963 100.0

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 製品・商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の製品・商品仕入実績を品目別に示すと、次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) 品目の名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ＰＣサプライ・ファニチャー 3,663,815 40.3 3,695,960 35.2 7,877,935 38.8

ストレージ・メモリ 1,136,915 12.5 2,160,085 20.6 3,140,180 15.4

ＩＯデバイス 1,992,588 21.9 1,955,614 18.6 4,357,096 21.4

その他 2,300,554 25.3 2,695,347 25.6 4,956,742 24.4

合計 9,093,873 100.0 10,507,008 100.0 20,331,954 100.0

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注状況 

当社は、見込生産・仕入を行っているため、該当事項はありません。 



‐ 36 ‐ 

 

(4)販売実績 

 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。 

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) 品目の名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ＰＣサプライ・ファニチャー 6,291,916 30.8 6,234,989 28.9 13,165,576 30.5

ストレージ・メモリ 4,467,114 21.9 5,733,624 26.5 10,391,414 24.0

ＩＯデバイス 3,365,052 16.5 3,013,745 14.0 6,685,846 15.5

その他 6,298,405 30.8 6,611,539 30.6 12,972,629 30.0

合計 20,422,488 100.0 21,593,898 100.0 43,215,467 100.0

 (注)１．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に対する割

合は次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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱ヤマダ電機 3,074,469 15.1 3,310,947 15.3 

丸紅インフォテック㈱ 2,869,446 14.1 － － 

２.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３.前中間連結会計期間では、連結子会社であるロジテック株式会社から丸紅インフォテック株式会社を通して、

当社が仕入を行っているため、丸紅インフォテック株式会社の販売実績から実質的に内部取引とみなされる

金額を控除しております。 

    なお、当中間連結会計期間においては、丸紅インフォテック株式会社経由の販売を当社の直接販売へとシフ

トしたことから総販売実績に占める割合が 100 分の 10 未満となったため記載を省略しております。 

 

以上 

 


