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平成 19 年３月期   個別中間財務諸表の概要         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  配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無           有(１単元 100 株)     

 

１． 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                                 (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 

20,816       21.6
17,120         －

1,232      △9.0
1,354         －

905     △17.1
1,092         －

18 年３月期 37,396           2,689           2,103           
 
 

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 
17 年９月中間期 

482        － 
△329        － 

31     97 
△21     81 

18 年３月期 △98           △8     30 

 

 (注)①期中平均株式数   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 

   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 
(2)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 

14,890 
12,878 

7,019
6,453

47.1 
50.1 

464     96
427     53

18 年３月期 14,657 6,712 45.8 442     88
 (注)①期末発行済株式数 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 
  ②期末自己株式数  18 年９月中間期 －株 17 年９月中間期 －株 18 年３月期 －株 
２．19 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 43,805 2,408 1,200

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 74 円 57 銭 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年３月期 － 15.00 15.00 

19 年３月期（実績） － －  

19 年３月期（予想） － 15.00 15.00 

 
※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およ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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６．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 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

    （平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） 

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  1,787,908 1,518,740  1,789,474 

２．受取手形 ※４ 376,467 686,961  492,284 

３．売掛金  4,945,880 5,683,788  5,946,367 

４．たな卸資産  2,824,311 4,097,511  3,289,255 

５．繰延税金資産  427,457 459,642  574,275 

６．その他  819,930 654,390  1,095,989 

貸倒引当金  △378,636 △141,000  △558,023 

流動資産合計   10,803,319 83.9 12,960,034 87.0 2,156,715  12,629,622 86.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 521,232 482,892 △38,339 515,735 

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア  538,697 573,184  584,224 

(2）その他  18,009 18,009  18,009 

無形固定資産合計  556,707 591,193 34,486 602,234 

３．投資その他の資産     

(1）関係会社株式  967,449 196,429  152,901 

(2）繰延税金資産  242,809 240,695  289,738 

(3）その他  454,512 419,219  473,356 

貸倒引当金  △44,070 △158  △5,667 

投資損失引当金  △623,000 －  － 

投資その他の資産合計  997,699 856,186 △141,513 910,328 

固定資産合計   2,075,639 16.1 1,930,272 13.0 △145,366  2,028,297 13.8

資産合計   12,878,958 100.0 14,890,307 100.0 2,011,348  14,657,920 100.0
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

    （平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） 

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  1,629,878 1,509,879  1,291,234 

２．買掛金  1,856,685 2,557,087  2,503,233 

３．短期借入金  600,000 1,800,000  1,600,000 

４．未払金  615,784 500,088  653,663 

５．返品調整引当金  82,000 97,000  88,000 

６．売上値引等引当金  61,000 69,000  25,000 

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 
 67,000 11,161  30,000 

９．賞与引当金  199,975 218,211  224,479 

10．その他 ※３ 837,826 612,194  1,027,563 

流動負債合計   5,997,150 46.6 7,403,623 49.7 1,406,472  7,494,173 51.1

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金  381,980 417,112  403,472 

２．役員退職慰労 

引当金 
 45,850 50,500  48,170 

固定負債合計   427,830 3.3 467,612 3.2 39,782  451,642 3.1

負債合計   6,424,981 49.9 7,871,235 52.9 1,446,254  7,945,816 54.2

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   134,900 1.0 － － △134,900  134,900 0.9

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  148,783 －  148,783 

資本剰余金合計   148,783 1.2 － － △148,783  148,783 1.0

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  13,966 －  13,966 

２．任意積立金  3,801 －  3,801 

３．中間（当期） 

未処分利益 
 6,123,534 －  6,353,787 

利益剰余金合計   6,141,302 47.7 － － △6,141,302  6,371,555 43.5

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  28,991 0.2 － － △28,991  56,865 0.4

資本合計   6,453,977 50.1 － － △6,453,977  6,712,104 45.8

負債資本合計   12,878,958 100.0 － － △12,878,958  14,657,920 100.0
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

    （平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） 

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） 

（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 134,900 0.9 134,900  － －

２．資本剰余金     

(1）資本準備金  － 148,783  － 

資本剰余金合計   － － 148,783 1.0 148,783  － －

３．利益剰余金     

(1）利益準備金  － 13,966  － 

(2)その他利益 

剰余金 
    

①特別償却 

 準備金 
 － 2,250  － 

②繰越利益 

 剰余金 
 － 6,585,220  － 

利益剰余金合計   － － 6,601,437 44.3 6,601,437  － －

株主資本合計   － － 6,885,120 46.2 6,885,120  － －

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   － － 100,326 0.7 100,326  － －

評価・換算差額等合計   － － 133,950 0.9 133,950  － －

純資産合計   － － 7,019,071 47.1 7,019,071  － －

負債純資産合計   － － 14,890,307 100.0 14,890,307  － －
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（2）中間損益計算書 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日 

      至 平成 17 年９月 30 日）   至 平成 18 年９月 30 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  17,120,905 100.0 20,816,924 100.0 3,696,019  37,396,188 100.0

Ⅱ 売上原価   11,558,748 67.5 14,985,553 72.0 3,426,804  25,959,585 69.4

売上総利益   5,562,156 32.5 5,831,370 28.0 269,214  11,436,603 30.6

返品調整引当金 

繰入額 
  － － 9,000 0.0 9,000  － －

返品調整引当金 

戻入益 
  19,000 0.1 － － △19,000  13,000 0.0

差引売上総利益   5,581,156 32.6 5,822,370 28.0 241,214  11,449,603 30.6

Ⅲ 販売費及び一般 

管理費 
  4,226,875 24.7 4,589,940 22.1 363,064  8,759,756 23.4

営業利益   1,354,280 7.9 1,232,430 5.9 △121,850  2,689,847 7.2

Ⅳ 営業外収益 ※２  24,036 0.2 26,690 0.1 2,653  89,343 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※３  285,869 1.7 353,770 1.7 67,901  675,510 1.8

経常利益   1,092,447 6.4 905,349 4.3 △187,097  2,103,679 5.6

Ⅵ 特別利益 ※４  1,138 0.0 61,766 0.3 60,627  1,516 0.0

Ⅶ 特別損失 ※5・6  1,130,372 6.6 59,874 0.2 △1,070,497  1,664,391 4.4

税引前中間(当期)純

利益または税引前中

間純損失(△) 

  △36,786 △0.2 907,241 4.4 944,027  440,804 1.2

法人税、住民税及び 

事業税 
 488,176 313,632  948,337 

法人税等調整額  △195,782 292,394 1.7 110,921 424,554 2.1 132,160 △408,604 539,732 1.5

中間(当期)純損失

（△）または 

中間純利益 

  △329,180 △1.9 482,687 2.3 811,867  △98,927 △0.3

前期繰越利益   6,452,714 －   6,452,714

中間（当期）未処分 

利益 
  6,123,534 －   6,353,787
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 

準備金

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金 特別償却

準備金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

134,900 148,783 148,783 13,966 3,801 6,353,787 6,371,555 6,655,238

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩（千円）
(注) 

－ － － － △1,550 1,550 － －

剰余金の配当（千円）(注) － － － － － △226,440 △226,440 △226,440

役員賞与（千円）(注) － － － － － △26,365 △26,365 △26,365

中間純利益（千円） － － － － － 482,687 482,687 482,687

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － △1,550 231,433 229,882 229,882

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

134,900 148,783 148,783 13,966 2,250 6,585,220 6,601,437 6,885,120

 

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
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 － 56,865 6,712,104

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩（千円）
(注) 

－ － － －

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） － － － 482,687

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

△23,241 100,326 77,084 77,084

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△23,241 100,326 77,084 306,967

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

33,623 100,326 133,950 7,019,071

(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。



 

 
 

‐ 43 ‐ 

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 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1)有価証券 

子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

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） 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (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 

 貯蔵品 

終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

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 

 但し、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      ８～18年

機械及び装置  ７～12年

工具、器具及び備品 

５～６年

金型        ２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 (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．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 
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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）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  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会

計期間の負担額を計上してお

ります。 

同左  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事業年

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、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

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、各事

業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

ぞれ発生の翌事業年度から費

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、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事

業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

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

 （会計方針の変更）  （会計方針の変更） 

  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

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8,093千円それ

ぞれ減少し、税引前中間純損

失は180,416千円増加してお

ります。 

───── 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、当事業年度か

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

額当事業年度の退職給付費

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、税引前当期純利益は

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） 

 (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 

  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

中間期末要支給額を計上して

おります。 

同左  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 

  当中間会計期間売上高に対

して当中間期末の翌日以降予

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 

  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 

  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）投資損失引当金 (8） (8） 

  関係会社への投資に対する

損失に備えるため、その財政

状態等を検討し計上しており

ます。 

───── ───── 

 (9）関係会社整理損失引当金 (9）関係会社整理損失引当金 (9）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 

４．外貨建の資産及び負債の

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。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

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。 

５．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） 

６．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 

  繰延ヘッジ処理によってお

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 

 （ヘッジ手段） 

通貨オプション、為替予約

（ヘッジ対象） 

外貨建買入債務及び外貨建

予定取引 

（ヘッジ手段） 

同左 

（ヘッジ対象） 

同左 

（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

クをヘッジしております。 

同左 同左 

 (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、

ヘッジ方針に従い、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。 

同左 同左 

７．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 

 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 

 

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

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。これによる損

益に与える影響はありません。 
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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） 

───── (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6,918,744千円であります。 

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

 795,269千円 
  

 
 856,188千円

  

 
 864,604千円

  
 ２．偶発債務  ２．     ―――――  ２．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。 

 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 

3,096千円 

  

 
 

  

 
ELECOM ITALY S.r.l 
家賃保証 

3,250千円

  
※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※４．    ───── ※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。 

※４．    ───── 

 
  

  

 
受取手形 57,020千円
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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．売上値引等引当金繰入額6,000千円は売

上高より控除しております。 

※１．売上値引等引当金繰入額44,000千円は

売上高より控除しております。 

※１．売上値引等引当金戻入益30,000千円は

売上高に加算しております。 

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 2,320千円 

仕入割引 5,669千円 

為替差益 11,461千円 
  

 
受取利息 1,009千円

仕入割引 7,639千円

為替差益 9,348千円

補償金収入 2,745千円
  

 
受取利息 5,278千円

仕入割引 12,261千円

為替差益 55,345千円
  

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 2,496千円 

売上割引 138,393千円 

たな卸資産廃棄損 125,145千円 
  

 
支払利息 5,157千円

売上割引 161,266千円

たな卸資産廃棄損 151,089千円
  

 
支払利息 6,212千円

売上割引 283,448千円

たな卸資産廃棄損 269,376千円
  

※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの 
 

投資有価証券売却益 1,133千円 
  

 
関係会社整理損失戻

入益 
38,763千円

未請求債務戻入益 22,508千円
  

 
投資有価証券売却益 1,133千円

償却債権取立益 383千円
  

※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの 
 

貸倒引当金繰入額 97,833千円 

投資損失引当金 

繰入額 
623,000千円 

関係会社整理損 234,943千円 

退職給付引当金 

繰入額 
172,322千円 

  

 
貸倒引当金繰入額 35,777千円

固定資産除却損 24,097千円

 

 
  

 
貸倒引当金繰入額 40,414千円

関係会社株式評価損 837,370千円

関係会社整理損 599,242千円

退職給付引当金 

繰入額 
172,322千円

  

※６．関係会社整理損の内訳 ※６．      ――― ※６．関係会社整理損の内訳 
 

関係会社整理損失引
当金繰入額 

67,000千円 

貸倒引当金繰入額 98,636千円 

関係会社株式評価損 69,307千円 
  

 
 

 

 
  

 
関係会社整理損失引
当金繰入額 

30,000千円

貸倒引当金繰入額 335,023千円

貸倒損失 154,393千円

関係会社株式評価損 69,307千円

関係会社整理費用 10,517千円
  

 ７．減価償却実施額  ７．減価償却実施額  ７．減価償却実施額 
 

有形固定資産 88,158千円 

無形固定資産 156,033千円 
  

 
有形固定資産 113,050千円

無形固定資産 112,920千円
  

 
有形固定資産 222,801千円

無形固定資産 255,380千円
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（リース取引関係）    

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．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） 

車輌運搬具 2,870 1,100 1,770 

合計 2,870 1,100 1,770 

  

 

 

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）

機械及び装置 19,673 983 18,689

車輌運搬具 2,870 1,674 1,196

工具、器具及
び備品 

3,180 132 3,047

合計 25,723 2,790 22,933

  

 

 

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）

車輌運搬具 2,870 1,387 1,483

合計 2,870 1,387 1,483

  

(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 632千円 

１年超 1,316千円 

合計 1,948千円 
  

 
１年内 4,981千円

１年超 18,194千円

合計 23,176千円
  

 
１年内 632千円

１年超 1,000千円

合計 1,632千円
  

(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 277千円 

減価償却費相当額 287千円 

支払利息相当額 38千円 
  

 
支払リース料 1,546千円

減価償却費相当額 1,403千円

支払利息相当額 291千円
  

 
支払リース料 560千円

減価償却費相当額 574千円

支払利息相当額 71千円
  

(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 

 

 

 

（有価証券関係） 

 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）及び前事業年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）において子会社株式で時

価のあるものはありません。 
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（重要な後発事象） 

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．      ――――― １．      ――――― １．子会社の設立 

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） 

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．      ――――― 

 


