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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 151,583 21.2 3,108 12.1 2,954 12.3 1,730 11.0

18年３月期 125,065 2.3 2,773 △2.9 2,631 0.8 1,559 △0.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 254 46 － － 14.7 7.5 2.0

18年３月期 226 17 － － 15.1 7.8 2.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 40,428 12,585 31.1 1,850 26

18年３月期 37,868 11,041 29.2 1,620 26

（参考）自己資本 19年３月期 12,585百万円 18年３月期 11,041百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年３月期 △1,003 △215 475 784

18年３月期 △2,146 △203 2,175 1,525

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 -  25 00 25 00 170 11.1 1.6

19年３月期 -  30 00 30 00 204 11.8 1.7

20年３月期（予想） -  30 00 30 00 － 12.1 －

　（注）19年３月期期末配当金の内訳　　普通配当25円00銭　記念配当５円00銭

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 74,000 △2.6 1,350 △19.8 1,260 △22.7 740 △23.2 108 79

通期 161,000 6.2 3,060 △1.5 2,860 △3.2 1,680 △2.9 246 99
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

      

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 6,802,000株 18年３月期 6,802,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 80株 18年３月期 80株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 150,678 21.4 3,093 13.3 2,944 13.7 1,722 13.0

18年３月期 124,125 2.1 2,729 △2.6 2,589 1.2 1,524 △0.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 253 27 － －

18年３月期 221 01 － －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 40,254 12,481 31.0 1,834 95

18年３月期 37,711 10,951 29.0 1,606 91

（参考）自己資本 19年３月期 12,481百万円 18年３月期 10,951百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 73,500 △2.7 1,320 △21.2 1,240 △23.7 730 △23.9 107 32

通期 160,000 6.2 3,010 △2.7 2,820 △4.2 1,660 △3.6 244 05

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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4ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の好転を背景に設備投資は引き続き増加傾向を示しており、また、

雇用環境が改善する中で、個人消費は底堅く推移していることから、景気は緩やかな拡大基調を辿っております。しか

しながら原油価格の動向や世界経済情勢は依然不安定な状況を呈しており、先行きにはまだまだ不透明感が漂っている

といえます。

　半導体業界におきましては、エレクトロニクス製品の競争激化による単価下落の影響で収益環境は依然厳しい状況に

あり、一部セットメーカーでは在庫調整、生産調整に手間取っていることや、また市場を牽引するようなヒット商品が

不在なこともあり、半導体需要もやや盛り上がりに欠け、平成19年の前半までは調整色が続くと見られております。し

かしながら平成20年８月には北京オリンピック開催が控えており、平成19年の後半以降については薄型テレビなどのデ

ジタル家電を中心に、ウィンドウズ・ビスタ搭載パソコン、ワンセグ対応の高機能携帯電話などの需要の拡大が予想さ

れ、半導体市況も好転することが期待されております。

　このような状況の中で、主力のメモリー半導体及びシステムＬＳＩの売上高が前年同期に比べいずれも二桁台の堅調

な伸びを示したことに加え、前連結会計年度から取り扱いを開始したハードディスクドライブ（ＨＤＤ）も大幅に拡大

しました。液晶デバイスは競争激化による価格下落の影響で販売数量の増加を吸収できず、前年同期比2.2％の微減とな

りました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,515億83百万円（前年同期比21.2％増）、営業利益31億８百万円（前年

同期比12.1％増）、経常利益29億54百万円（前年同期比12.3％増）、当期純利益17億30百万円（前年同期比11.0％増）

と増収増益となりました。

　当連結会計年度の品目別の業績は、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、高容量の512Ｍｂ（メガビット)ＤＤＲ２が薄型テレビのチューナー向けに拡大したことに加え、

パソコン向けも搭載容量の増加とマーケットシェアの拡大効果により伸長いたしました。一方、ＦＬＡＳＨメモリーは、

ｘＤカード、ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）、ＭＰ３などのオーディオ向けに堅調な伸びを示しましたが、単価の下

落で前年同期に比べ減少いたしました。ＭＣＰは携帯電話向けに大幅に拡大したほか、ＤＳＣ向けにも順調な伸びを示

しました。

　この結果、メモリー半導体の売上高は939億11百万円（前年同期比21.6％増）となりました。

（システムＬＳＩ）

　ＳＯＣは、開発案件の競争激化による影響で、前年同期比減少となり、ＬＣＤドライバーも単価の下落が響き、前年

同期比減少しました。このほか、前連結会計年度から取り扱いを開始したＣＭＯＳイメージセンサーは、携帯電話向け

に拡大し、今やシステムＬＳＩの主力商品にまで成長しております。

  この結果、システムＬＳＩの売上高は167億48百万円（前年同期比77.5％増）となりました。

（液晶デバイス）

　主力のＴＦＴ液晶パネルは、パソコン、モニター向けに量的には拡大しましたが、中核品である15、17、19インチの

価格が競争激化の煽りを受け大きく下落し、売上高は微減となりました。

　この結果、液晶デバイスの売上高は296億47百万円（前年同期比2.2％減）となりました。

（その他）

　蛍光表示管は計画どおりに推移しましたが、ＣＭＯＳイメージセンサーと同様に前連結会計年度から取り扱いを開始

したＨＤＤがパソコン及び周辺機器向けやＤＶＤレコーダー向けに大幅に拡大いたしました。

　この結果、その他の売上高は112億74百万円（前年同期比39.5％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

　メモリー半導体及びＨＤＤの売上高が前年同期に比べ大幅に拡大し、液晶デバイスは前年同期比微減にとどまったこ

とを受け、売上高は1,317億52百万円（前年同期比28.2％増）、営業利益は24億48百万円（前年同期比25.9％増）となり

ました。

②　アジア

　前連結会計年度の売上高に寄与したＨＤＤの取り扱いが減少し、売上高198億30百万円（前年同期比10.9％減）、営業

利益は６億59百万円（前年同期比20.1％減）となりました。
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 (次期の見通し）

　次期のわが国経済は、原油価格の動向、世界経済情勢に不透明要因はあるものの、国内では引き続き好調な企業収

益を背景とした設備投資の増強及び個人消費の堅調な伸びが期待されることから、景気は緩やかに拡大基調を続ける

ものと予想されます。

　半導体業界におきましては、セットメーカーの在庫調整、生産調整の動向にもよりますが、次期の上半期は半導体

需要は調整色の影響を受けることが想定されますが、下半期以降については平成20年開催の北京オリンピック特需が

予想され、薄型テレビなどのデジタル家電を中心に、ウィンドウズ・ビスタ搭載パソコン、ワンセグ対応の高機能携

帯電話などの需要の拡大が期待されております。

　このような状況から、当社は、半導体及び液晶パネル拡大を想定しているほか、引き続き成長商品であるＦＬＡＳ

Ｈメモリー、ＭＣＰ、ＣＭＯＳイメージセンサー、ＨＤＤの拡販に注力し、マーケットシェアの拡大、新規取引先の

増加に繋げてまいります。

  次期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,610億円（前年同期比6.2％増）、営業利益30億60百万円（前年同

期比1.5％減）、経常利益28億60百万円（前年同期比3.2％減）、当期純利益16億80百万円（前年同期比2.9％減）を見

込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

  当連結会計年度末の総資産は、404億28百万円（前年比6.8％増）となりました。これは主に売上高増加に伴うたな

卸資産の増加等によるものであります。一方、負債は278億43百万円（前年比3.8％増）となりました。主な増加要因

は、売上高増加に伴う運転資金として短期借入金が増加したこと等によるものであります。純資産は125億85百万円

（前年比14.0％増）となりました。主な増加要因は、当期純利益の計上によるものであります。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動によるキャッシュ・フローが

増加したものの営業活動によるキャッシュ・フローが減少したため、前連結会計年度末に比べ７億40百万円減少（前

年同期比48.5％減）し、当連結会計年度末では７億84百万円となりました。

　当連結会計年度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）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は10億３百万円となりました。これは主に税金等調整前当期

純利益29億43百万円、たな卸資産の増加26億５百万円、法人税等の支払額10億97百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は２億15百万円となりました。これは主に事務所敷金の増加

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）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は４億75百万円となりました。これは主に短期借入金の増加

６億45百万円によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） － 22.9 32.3 29.2 31.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ 44.1 51.1 50.0 37.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
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（注）１．当社は、平成15年３月期までは連結財務諸表を作成しておりませんので、平成15年３月期の指標は記載

しておりません。

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

４．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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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。

　当期の期末利益配当金につきましては、上記の方針を踏まえ、さらに、当社創立15周年記念配当を加えて、１株当

たり30円（普通配当25円、記念配当５円）を実施する予定であります。次期の配当予想につきましては１株当たり期

末普通配当金として30円を計画しております。

(4）事業等のリスク

　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、当連結会計年度末現在におい

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

①　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。

②　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わが国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。

ａ．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は、次のとおりであります。 

契約会社名 相手方の名称 取扱商品 契約形態 契約期間

株式会社トーメン

デバイス（当社） 

日本サムスン株式会社 半導体及び電子部品 販売特約店契約 
平成12年４月１日より５年間。

以降は１年毎の自動更新。

サムスンエレクトロニクス

ホンコン社
半導体及び電子部品 販売特約店契約

平成19年３月１日より１年間。

１年毎に書面により更新。

（手続き中）

サムスンアジア社 半導体及び電子部品 販売特約店契約
平成19年３月１日より１年間。

１年毎に書面により更新。

上海東棉半導体有

限公司

（連結子会社）

三星上海半導体有限公司 半導体及び電子部品 販売特約店契約
平成19年３月１日より１年間。

１年毎に書面により更新。

㈱トーメンデバイス（2737）平成 19 年３月期決算短信

－ 5 －



なお、日本サムスン株式会社との間で締結している販売特約店契約の要点は、次のとおりであります。

契約の名称 販売特約店基本契約

契約更改年月日 平成12年４月１日

契約期間
平成12年４月１日より５年間。以降は有効期限満了の１ヵ月前までに当事者の

いずれかが契約の終了を通知しない限り１年毎の自動継続

契約の要点

商品　　：韓国サムスン電子社半導体部門製の半導体及び電子部品

販売　　：日本国内における顧客への販売

支払　　：毎月末締切、締切日の120日後までに振込支払

守秘義務：業務上知り得た秘密の第三者への漏洩の禁止

　　ｂ．販売特約店契約に定められている取消、解除その他の事由について

　当社グループが韓国サムスン電子社グループ各社と締結している販売特約店契約に定められている契約

解除事由は、支払不履行、取引契約違反、業績不振、財政破綻、営業廃止、その他当事者間の信頼関係を

損う事態などがありますが、いずれも一般的なものであります。

　販売特約店契約の当事者のいずれか一方にこのような事態が生じたときは、契約解除に至る可能性があ

りますが、当社グループは現在、販売特約店契約に定められている契約解除事由に該当するような事態に

至る状況にはありません。

(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。

　最近５年間における業績、期末商品在庫の推移は、次のとおりであります。

区分
単独の事業年度  連結会計年度

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

売上高（百万円） 68,846 104,857 122,283 125,065 151,583

売上総利益（百万円） 2,644 3,557 4,430 4,556 5,173

営業利益（百万円） 1,443 2,182 2,857 2,773 3,108

経常利益（百万円） 1,306 1,878 2,609 2,631 2,954

当期純利益（百万円） 749 1,079 1,568 1,559 1,730

期末商品在庫（百万円） 4,303 5,188 2,889 7,233 9,839

　（注）　平成15年３月期は連結財務諸表を作成していないため、単独の実績数値を記載しております。

(3）特定の取引先への依存度が高いことについて

①　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業

績に影響を与える可能性があります。
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　当社グループの仕入高のうち韓国サムスン電子社グループからの仕入高の割合は、次のとおりであります。

仕入先

連結会計年度

平成18年３月期 平成19年３月期

割合（％） 割合（％）

日本サムスン株式会社 85.0 85.9

サムスンエレクトロニクスホンコン社 10.5 8.4

サムスンアジア社 1.5 1.2

その他の韓国サムスン電子社グループ企業 1.3 3.2

サムスン電子社グループ計 98.3 98.7

②　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内外関連企業でありますが、

売上高上位10社が売上高合計に占める割合は65.0％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。

(4）借入金依存度及び金利動向による影響について

　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債権の流動化により調達して

おります。

　一方、商品代金の支払は商品を仕入れた月の翌月に行っているため、決済繰り上げ期間（約90日）の金利相当

額を仕入割引として処理しております。

　以上のことから、当社グループの運転資金調達における実質的な金利負担を考察する場合には、支払利息、債

権売却損及び仕入割引を併せて考慮する必要があります。

　また、商品代の回収・支払決済条件の変更等が行われた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。

　当社グループの短期借入金、長期借入金及びこれらの総資産に占める割合は、次のとおりであります。

区分

連結会計年度

平成18年３月期 平成19年３月期

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

短期借入金 12,597 33.3 13,245 32.8

長期借入金 1,000 2.6 1,000 2.5

総資産 37,868 100.0 40,428 100.0

また、当社グループの支払利息、債権売却損及び仕入割引は、次のとおりであります。　

区分
連結会計年度

平成18年３月期 平成19年３月期

支払利息（営業外費用）（百万円） 233 317

債権売却損（営業外費用）（百万円） 169 204

仕入割引（営業外収益）（百万円） 360 442
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(5）為替変動の影響について 

　当社グループの当連結会計年度の海外売上高比率は23.2％であります。

　国内で発生する外貨建（米ドル）売買取引につきましては、為替予約を行うことにより為替変動による影響を軽

減するよう努めております。また、海外での売買取引は仕入、販売ともに基本的に米ドル建で行われているため為

替変動による影響は軽減されておりますが、為替レートの変動により業績に影響を受け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19年３月

31日現在）を所有しております。

　当連結会計年度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。

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
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)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

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部

品の同

社から

の仕入

(特約

店)

商品の仕

入
128,115 買掛金 6,052

仕入割引 442 － －

　（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19年３月31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 常務取締役半導体・ＬＣＤ事業部長

取締役趙南成は、当社の大株主かつ商品の主要仕入先である日本サムスン株式会社の常務取締役半導体・Ｌ

ＣＤ事業部長の立場にあり、同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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２．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500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

　　システムＬＳＩ

 

 ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＦＬＡＳＨメモリー、ＭＣＰ

 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

［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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３．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、顧客に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）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、全社一丸となって邁進

努力してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　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

した事業展開を行なってまいりました。

　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、前連結会計年度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ない、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。　

　当連結会計年度につきましては、このような状況の中で当社グループは、組織体系を全面的に見直し、管理部門を

統括する管理本部及び経営方針、経営戦略の立案・推進等を担当するビジネス戦略室を新たに設置したほか、営業本

部では、より機能強化を図る目的で営業部を統括する組織として、営業本部の下に第一営業統括部～第五営業統括部

及び海外営業統括部の６部編成の統括部門を設置いたしました。また管理部門についても、新たにリスク管理部を新

設し、全社的な内部統制の構築及びコンプライアンス体制の強化にも努めております。このほか、地域に密着した営

業サポートの拡充のため、平成18年９月に北陸営業所を開設、10月には広島出張所を開設いたしました。また平成19

年３月には、人員増に伴ってオフイ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、本社ビルを中央区日本橋人形町から中央区晴海の晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー

Ｚ 30階に移転いたしました。さらに３月には業容の拡大に対応すべくコンピュータシステムのバージョンアップも完

了し、今後の事業拡大に向けてのインフラの整備に意欲的に取り組んでおります。

(4）会社の対処すべき課題

　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と地域密着営業体制の確立を図ること。

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、内部統制の構築とともにコンプライアンス体制を充実すること。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,531   784   

２．受取手形及び売掛金 ※4  27,159   27,184   

３．たな卸資産   7,233   9,839   

４．繰延税金資産   134   196   

５．その他   1,338   1,739   

流動資産合計   37,398 98.8  39,744 98.3 2,346

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  14   73    

減価償却累計額  7 7  3 70   

(2) 車両運搬具  19   19    

減価償却累計額  13 6  15 4   

(3) その他  62   37    

減価償却累計額  52 9  18 18   

有形固定資産合計   23 0.1  93 0.2 69

２．無形固定資産   12 0.0  8 0.0 △4

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   266   260   

(2) 繰延税金資産   46   67   

(3) その他   121   254   

投資その他の資産合計   434 1.1  582 1.5 148

固定資産合計   470 1.2  684 1.7 213

資産合計   37,868 100.0  40,428 100.0 2,560
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   6,804   6,669   

２．短期借入金 ※2  12,597   13,245   

３．未払法人税等   542   740   

４．賞与引当金   95   103   

５．役員賞与引当金   －   23   

６．未払金   5,565   5,711   

７．その他   64   164   

流動負債合計   25,670 67.8  26,658 66.0 987

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   1,000   1,000   

２．退職給付引当金   108   125   

３．役員退職慰労引当金   47   60   

固定負債合計   1,156 3.0  1,185 2.9 29

負債合計   26,826 70.8  27,843 68.9 1,016

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※1  2,054 5.4  － － △2,054

Ⅱ　資本剰余金   1,984 5.3  － － △1,984

Ⅲ　利益剰余金   6,965 18.4  － － △6,965

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  28 0.1  － － △28

Ⅴ　為替換算調整勘定   9 0.0  － － △9

Ⅵ　自己株式 ※3  △0 △0.0  － － 0

資本合計   11,041 29.2  － － △11,041

負債資本合計   37,868 100.0  － － △37,868
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  2,054 5.1 2,054

２．資本剰余金   － －  1,984 4.9 1,984

３．利益剰余金   － －  8,505 21.0 8,505

４．自己株式   － －  △0 0.0 △0

　　株主資本合計   － －  12,543 31.0 12,543

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  25 0.1 25

２．繰延ヘッジ損益   － －  1 0.0 1

３．為替換算調整勘定   － －  14 0.0 14

　　評価・換算差額等合計   － －  41 0.1 41

純資産合計   － －  12,585 31.1 12,585

負債純資産合計   － －  40,428 100.0 40,428
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高   125,065 100.0  151,583 100.0 26,517

Ⅱ　売上原価   120,508 96.4  146,409 96.6 25,900

売上総利益   4,556 3.6  5,173 3.4 616

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,783 1.4  2,065 1.4 281

営業利益   2,773 2.2  3,108 2.0 334

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  0   1    

２．受取配当金  1   3    

３．仕入割引  360   442    

４．為替差益  －   4    

５．その他  6 369 0.3 5 457 0.3 88

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  233   317    

２．債権売却損  169   204    

３．支払手数料  18   22    

４．為替差損  56   －    

５．その他  32 511 0.4 67 611 0.4 100

経常利益   2,631 2.1  2,954 1.9 322

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  4 4 0.0 － － － △4

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  － － － 10 10 0.0 10

税金等調整前当期純利
益

  2,635 2.1  2,943 1.9 307

法人税、住民税及び事
業税

 1,104   1,293    

法人税等調整額  △27 1,076 0.9 △81 1,212 0.8 136

当期純利益   1,559 1.2  1,730 1.1 171
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  

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）

区分
注記

番号
金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,984

Ⅱ　資本剰余金期末残高   1,984

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   5,590

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  1,559 1,559

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  170  

２．役員賞与  14 184

Ⅳ　利益剰余金期末残高   6,965

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

連結会計年度中の
変動額

剰余金の配当
(注)

  △170  △170     △170

利益処分による
役員賞与(注)

  △21  △21     △21

当期純利益   1,730  1,730     1,730

株主資本以外の
項目の連結会計
年度中の変動額
（純額）

     △3 1 5 3 3

連結会計年度中の
変動額合計
（百万円）

－ － 1,539 － 1,539 △3 1 5 3 1,543

平成19年３月31日
残高
（百万円）

2,054 1,984 8,505 △0 12,543 25 1 14 41 12,585

(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）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  2,635 2,943  

減価償却費  11 10  

貸倒引当金の減少額  △4 －  

賞与引当金の増減額  △6 7  

役員賞与引当金の増加額  － 23  

退職給付引当金の増加額  26 16  

役員退職慰労引当金の増加額  11 12  

受取利息及び受取配当金  △2 △5  

支払利息  233 317  

投資有価証券評価損  － 10  

売上債権の増加額  △3,235 △16  

たな卸資産の増加額  △4,333 △2,605  

買掛金の増減額  3,979 △137  

未払金の増減額  △25 145  

役員賞与の支払額  △14 △21  

その他  △223 △300  

小計  △946 401 1,348

利息及び配当金の受取額  2 5  

利息の支払額  △229 △313  

法人税等の支払額  △973 △1,097  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,146 △1,003 1,143

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 △10  

有形固定資産の取得による支出  △2 △82  

無形固定資産の取得による支出  △1 －  

その他  △1 △122  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △203 △215 △12

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  2,346 645  

自己株式の取得による支出  △0 －  

配当金の支払額  △169 △169  

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,175 475 △1,700

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  18 2 △16

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △155 △740 △584

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,680 1,525 △155

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,525 784 △740
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

３．連結子会社の事業年度に

関する事項

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、

連結決算日との間で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

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

　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

　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）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。

　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。

　②　デリバティブ

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

　　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。 

        　4～18年

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

(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

　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
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

　③　　───────── 　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。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関

する基準」（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

調整前当期純利益は、それぞれ23百万円

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

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。

　④　退職給付引当金

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。

　⑤　役員退職慰労引当金

同　　左

 　(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、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。

　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。 

 (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

(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かかる為替

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

 

 

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

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 

　　　　同 　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

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

 

 

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

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同　　左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。

同　　左

７．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
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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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （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）

 当連結会計年度より、「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、12,583百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※1　当社の発行済株式総数は、普通株式6,802,000株であ

ります。

※2　　　　　　─────────

※1　　　　　　─────────

※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。当連結会計年度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、次の通りであり

ます。

コミットメントラインの総額 　10,000百万円

借入実行残高        　　　　　9,400百万円
　　  ──────────────────────

借入未実行残高            　　　600百万円

 ※3　当社が保有する自己株式の数は、普通株式80株であ

ります。

※3　　　　　　　─────────

※4　　　　　　───────── ※4 　連結会計年度末日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をしております。

  なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日で

あったため、次の満期手形が連結会計年度末日残高に

含まれております。

　　　　　　　受取手形　　　　　　　307百万円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

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

荷造運賃    153百万円

給与手当及び賞与 727百万円

賞与引当金繰入額 103百万円

役員賞与引当金繰入額 23百万円

退職給付費用 56百万円

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円

賃借料 247百万円

減価償却費 10百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
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 平成18年3月31日 平成18年6月23日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月25日

定時株主総会
普通株式 204 利益剰余金 30 平成19年3月31日 平成19年6月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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18年３月31日現在）

※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19年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定      784百万円

現金及び現金同等物      784百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19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

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）

期末残高
相 当 額

（百万円）

有形固定資産
(その他)

11 3 8

無形固定資産 138 38 99

合計 149 41 107

 

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
(その他)

11 3 7

無形固定資産 119 53 66

合計 131 57 74

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 29百万円

１年超 79百万円

合計 108百万円

１年内 26百万円

１年超 48百万円

合計 75百万円

(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

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

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 29百万円

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

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3百万円

１年超 7百万円

合計 11百万円

１年内  3百万円

１年超 4百万円

合計 7百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．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。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（１）株式 197 249 51

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 197 249 51

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）株式 19 16 △3

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 19 16 △3

合　　　計 217 266 48

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

　　該当事項はありません。 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　　　　　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

　該当事項はありません。

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成19年３月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．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。
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３．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（１）株式 197 241 43

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 197 241 43

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）株式 9 9 －

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 9 9 －

合　　　計 207 250 43

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券　　

該当事項はありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　　　　　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 10

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

　１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1) 取引の内容

当社は、通貨関連では先物為替予約取引、金利関連で

は金利スワップ取引を行っております。

(1) 取引の内容

同　　左

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機目的のための取引は

行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同　　左

(3) 取引の利用目的

先物為替予約取引は、通常の営業過程における輸出取

引及び輸入取引から生じる外貨建金銭債権債務の為替相

場の変動によるリスクを軽減する目的で、また、金利ス

ワップ取引は借入金に係る金利変動リスクを軽減する目

的で利用しております。

(3) 取引の利用目的

同　　左

 

(4) 取引に係るリスクの内容

先物為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は将来の金利変動によるリスクを有し

ております。なお、当社のデリバティブ取引の契約先は、

いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の契

約不履行によるリスクは、ほとんどないと判断しており

ます。

(4) 取引に係るリスクの内容

同　　左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の契約は、当社の営業部、業務部及

び経理部にて承認を受け、執行及び管理はすべて経理部

にて行います。全体の残高状況及び評価損益状況は経理

部にて把握しており、随時経理部長に報告されます。経

理部長は、必要と認められる場合にポジション状況等を

社長に報告しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の契約は、当社の営業部、業務部、

リスク管理部及び経理部にて承認を受け、執行及び管理

はすべて経理部にて行います。全体の残高状況及び評価

損益状況は経理部にて把握しており、随時経理部長に報

告されます。経理部長は、必要と認められる場合にポジ

ション状況等を社長に報告しております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同　　左

２．取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

 
前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

区分 種類
契約額等

(百万円)

うち１年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

契約額等

(百万円)

うち１年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以

外の取引

為替予約取引         

買建         

米ドル 46 － 46 0 9 － 9 0

 合　計 46 － 46 0 9 － 9 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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(2）金利関連

前連結会計年度（平成18年３月31日）

金利関連のデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため記載しておりません。

当連結会計年度（平成19年３月31日）

金利関連のデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため記載しておりません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

また、従来の退職金制度に上積みして連合設立型の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応

する年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会計基準注解」注12に定める処理を行って

おります。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

退職給付債務（百万円）

退職給付引当金（百万円）

108

108

125

125

　 （注）１. 当社は、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。

２. 連合設立型の厚生年金基金の加入員及び受給権者の割合により計算した年金資産の額は、

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）297百万円

当連結会計年度（平成19年３月31日現在）310百万円

であります。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用（百万円）

(1) 勤務費用（百万円）

(2) 厚生年金基金への要拠出額（従業員拠

出額を除く）（百万円）

54

29

25

56

29

27

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 46

賞与引当金 39

売掛金 44

その他 4

繰延税金資産合計 134

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 44

役員退職慰労引当金 19

その他 2

繰延税金資産合計 65

繰延税金負債  

 　その他有価証券評価差額金 △19

繰延税金負債合計 △19

繰延税金資産の純額 46

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 54

賞与引当金 41

役員賞与引当金 9

売掛金 86

その他 4

繰延税金資産合計 197

繰延税金負債  

 　繰延ヘッジ損益 △1

繰延税金負債合計 △1

繰延税金資産の純額 196

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 50

役員退職慰労引当金 24

その他 9

繰延税金資産合計 84

繰延税金負債  

 　その他有価証券評価差額金 △17

繰延税金負債合計 △17

繰延税金資産の純額 67

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

同　　左

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループの事業は、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。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　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。
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ｂ．所在地別セグメント情報

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）

Ⅰ 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

Ⅱ 資産 34,332 4,209 38,541 (673) 37,868

（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

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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）

Ⅰ 売上高及び営業損益      

　　売上高      

　　（１）外部顧客に対する売上高 131,752 19,830 151,583 － 151,583

　　（２）セグメント間の内部売上高 1,980 338 2,318 (2,318) －

計 133,732 20,168 153,901 (2,318) 151,583

　　営業費用 131,284 19,509 150,794 (2,319) 148,475

　　営業利益 2,448 659 3,107 0 3,108

Ⅱ 資産 36,053 4,646 40,700 (271) 40,428

（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

　　　　　　「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、当連結会計年度より「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23百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

ｃ．海外売上高

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
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　　　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。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 34,869 328 35,197

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 151,583

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.0 0.2 23.2

（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。

（関連当事者との取引）

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）

親会社及び法人主要株主等

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
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)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

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部

品の同

社から

の仕入

(特約

店)

商品の仕

入
106,169 買掛金 6,707

仕入割引 360 － －

　（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

電子部品の仕入は市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。

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。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

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
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)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

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部

品の同

社から

の仕入

(特約

店)

商品の仕

入
128,115 買掛金 6,052

仕入割引 442 － －

　（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

電子部品の仕入は市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。

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。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額      1,850円26銭

１株当たり当期純利益金額    254円46銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,559 1,730

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) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,538 1,730

普通株式の期中平均株式数（千株） 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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

メモリー 77,241 61.8 93,911 62.0

システムLSI 9,436 7.5 16,748 11.0

半導体小計 86,678 69.3 110,660 73.0

液晶デバイス 30,304 24.2 29,647 19.6

その他 8,083 6.5 11,274 7.4

合計 125,065 100.0 151,583 100.0

　（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．最近２年間の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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

富士通株式会社 23,703 19.0 28,676 18.9

シャープ株式会社 6,273 5.0 16,181 10.7

株式会社ナナオ 13,121 10.5 11,755 7.8
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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 37,114 38,489

売上総利益（百万円） 1,205 1,458 1,220 1,289

営業利益（百万円） 735 947 729 695

経常利益（百万円） 737 892 705 618

税金等調整前四半期純利益（百万円） 737 892 705 608

四半期純利益（百万円） 435 527 416 350

１株当たり四半期純利益（円） 64.09 77.61 61.20 51.56

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 48,875 40,428

純資産（百万円） 11,266 11,769 12,185 12,585

１株当たり株主資本（円） 1,656.32 1,730.28 1,791.54 1,850.26

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △5,006 △3,403 △3,383 10,790

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △0 △125 △13 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 4,495 3,742 3,033 △10,795

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 1,013 1,227 865 784

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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６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,471   760   

２．受取手形 ※6  1,871   1,087   

３．売掛金   25,189   26,029   

４．商品   7,209   9,731   

５．前渡金   343   1,044   

６．前払費用   15   17   

７．繰延税金資産   134   196   

８．未収消費税等   493   432   

９．未収入金   387   135   

10．その他   92   100   

流動資産合計   37,208 98.7  39,537 98.2 2,328

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物  14   73    

減価償却累計額  7 7  3 70   

(2)車両運搬具  19   19    

減価償却累計額  13 6  15 4   

(3)工具器具備品  59   34    

減価償却累計額  50 8  16 17   

有形固定資産合計   22 0.1  92 0.3 69

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   8   5   

(2)その他   1   1   

無形固定資産合計   9 0.0  6 0.0 △3

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   266   260   

(2)関係会社出資金   35   35   

(3)繰延税金資産   46   67   

(4)その他   121   254   

投資その他の資産合計   470 1.2  618 1.5 148

固定資産合計   502 1.3  717 1.8 214

資産合計   37,711 100.0  40,254 100.0 2,543
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   6,857   6,683   

２．短期借入金 ※4  12,478   13,162   

３．未払金   5,564   5,711   

４．未払費用   11   20   

５．未払法人税等   542   740   

６．前受金   42   131   

７．預り金   6   10   

８．賞与引当金   95   103   

９．役員賞与引当金   －   23   

10．その他   4   2   

流動負債合計   25,603 67.9  26,588 66.1 984

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   1,000   1,000   

２．退職給付引当金   108   125   

３．役員退職慰労引当金   47   60   

固定負債合計   1,156 3.1  1,185 2.9 29

負債合計   26,760 71.0  27,773 69.0 1,013

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※1  2,054 5.4  － － △2,054

Ⅱ　資本剰余金         

　１．資本準備金  1,984   －    

　資本剰余金合計   1,984 5.3  － － △1,984

 Ⅲ　利益剰余金         

　１．利益準備金  55   －    

２．任意積立金         

　　別途積立金  800   －    

３．当期未処分利益  6,028   －    

　利益剰余金合計   6,884 18.2  － － △6,884

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  28 0.1  － － △28

Ⅴ　自己株式 ※2  △0 △0.0  － － 0

    資本合計   10,951 29.0  － － △10,951

　　負債資本合計   37,711 100.0  － － △37,711
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  2,054 5.1 2,054

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,984    

資本剰余金合計   － －  1,984 4.9 1,984

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   55    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   800    

繰越利益剰余金  －   7,560    

利益剰余金合計   － －  8,415 20.9 8,415

４．自己株式   － －  △0 △0.0 △0

株主資本合計   － －  12,454 30.9 12,454

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  25 0.1 25

２．繰延ヘッジ損益   － －  1 0.0 1

評価・換算差額等合計   － －  27 0.1 27

純資産合計   － －  12,481 31.0 12,481

負債純資産合計   － －  40,254 100.0 40,254
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高   124,125 100.0  150,678 100.0 26,553

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  2,830   7,209    

２．当期商品仕入高  124,019   148,073    

合計  126,850   155,283    

３．商品期末たな卸高  7,209 119,640 96.4 9,731 145,551 96.6 25,911

売上総利益   4,484 3.6  5,126 3.4 642

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．荷造運賃  133   152    

２．役員報酬  66   80    

３．給与手当  520   583    

４．賞与  108   134    

５．賞与引当金繰入額  95   103    

６．役員賞与引当金繰入額  －   23    

７．退職給付費用  54   56    

８．役員退職慰労引当金繰
入額

 11   12    

９．法定福利費  81   94    

10．交際費  69   73    

11．旅費交通費  93   97    

12．賃借料  192   239    

13．支払リース料  36   37    

14．減価償却費  10   9    

15．その他  280 1,754 1.4 333 2,033 1.3 278

営業利益   2,729 2.2  3,093 2.1 363

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  0   0    

２．受取配当金  1   3    

３．仕入割引  360   442    

４．為替差益  －   6    

５．その他  2 364 0.3 3 457 0.3 92

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  229   311    

２．債権売却損  169   204    

３．支払手数料  18   22    

４．為替差損  54   －    

５．その他  32 504 0.4 67 606 0.4 101

経常利益   2,589 2.1  2,944 2.0 355
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

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)

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  4 4 0.0 － － － △4

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  － － － 10 10 0.1 10

税引前当期純利益   2,593 2.1  2,933 1.9 340

法人税、住民税及び事
業税

 1,098   1,292    

法人税等調整額  △29 1,069 0.9 △81 1,211 0.8 141

当期純利益   1,524 1.2  1,722 1.1 198

前期繰越利益   4,504   －   

当期未処分利益   6,028   －   
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年６月23日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   6,028

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  170  

２．取締役賞与金  21 191

Ⅲ　次期繰越利益   5,837

    

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
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
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）

2,054 1,984 1,984 55 800 6,028 6,884 △0 10,922

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)      △170 △170  △170

利益処分による役員賞与
(注)

     △21 △21  △21

当期純利益      1,722 1,722  1,722

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － － 1,531 1,531 － 1,531

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,054 1,984 1,984 55 800 7,560 8,415 △0 12,454

評価・換算差額等

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）

28 － 28 10,951

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)    △170

利益処分による役員賞与
(注)

   △21

当期純利益    1,722

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△3 1 △1 △1

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△3 1 △1 1,530

平成19年３月31日　残高
（百万円）

25 1 27 12,481

 （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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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）を採用しております。

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同　　左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

移動平均法による原価法を採用して

おります。

商品

同　　左

４．固定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。

建物　　　　　　　 15年

車両運搬具　　　　　6年

工具器具備品　　3～10年

(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。

　　　　建物　　　　　　8～18年

　　　　車両運搬具　　　　　6年

　　　　工具器具備品　　4～15年

(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

 

５．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、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

６．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

(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
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

(3) 　　　───────── (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。

  （会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関する

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当期

純利益は、それぞれ23百万円減少してお

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に基

づき計上しております。 

なお、当事業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

退職による当事業年度末要支給額の

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。

 (4) 退職給付引当金

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事

業年度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

７．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

８．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かかる為替

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

 

 

(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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

　　　　　　　 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
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

(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

９．その他財務諸表作成のた

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

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

（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。

　　　　　　　　 ─────────

                ─────────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「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、12,479百万円であります。なお、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※1. 授権株式数　　　 普通株式 　　18,000,000株

発行済株式総数　 普通株式 　　 6,802,000株

※1. 　　　　　 ─────────

 

※2. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式80株であ

ります。

※2.　          ─────────

　3.　　　　　　───────── 　3. 偶発債務

　　　債務保証

     金融機関からの借入に対し、債務保証を行っており

ます。

保証先 金額(百万円) 内容

 上海東棉半導体有限公司 153  　借 入 金

　

※4.　　　　　　─────────

 

※4.　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。当事業年度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 　10,000百万円　　

　　　　　　　　　

　　　　借入実行残高        　　　　　9,400百万円
　　  ──────────────────────
　　　　借入未実行残高            　　　600百万円

   5．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は28百万円であ

ります。 

※6.　　　　　　─────────

   5．　　　　　　─────────

 

 

 

※6. 　当事業年度末日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をしております。なお、

当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次

の満期手形が当事業年度末日残高に含まれております。

　　　　　　　受取手形　　　　　　　307百万円 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 80 － － 80

合計 80 － － 80
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19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

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）

期末残高
相 当 額

（百万円）

工具器具備品 11 3 8

ソフトウェア 138 38 99

合計 149 41 107

 

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）

工具器具備品 11 3 7

ソフトウェア 119 53 66

合計 131 57 74

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 29百万円

１年超 79百万円

合計 108百万円

１年内   26百万円

１年超   48百万円

合計    75百万円

(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

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

支払リース料   30百万円

減価償却費相当額   29百万円

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

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3百万円

１年超 7百万円

合計 11百万円

１年内  3百万円

１年超  4百万円

合計   7百万円
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 46

賞与引当金 39

売掛金 44

その他 4

繰延税金資産合計 134

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 44

役員退職慰労引当金 19

その他 2

繰延税金資産合計 65

繰延税金負債  

 　その他有価証券評価差額金 △19

繰延税金負債合計 △19

繰延税金資産の純額 46

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 54

賞与引当金 41

役員賞与引当金 9

売掛金 86

その他 4

繰延税金資産合計 197

繰延税金負債  

 　繰延ヘッジ損益 △1

繰延税金負債合計 △1

繰延税金資産の純額 196

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 50

役員退職慰労引当金 24

その他 9

繰延税金資産合計 84

繰延税金負債  

 　その他有価証券評価差額金 △17

繰延税金負債合計 △17

繰延税金資産の純額 67

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

同　　左
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,606円91銭

１株当たり当期純利益金額 221円01銭

１株当たり純資産額      1,834円95銭

１株当たり当期純利益金額    253円27銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,524 1,722

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) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,503 1,722

期中平均株式数（千株） 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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７．その他
(1）役員の異動

  ①代表取締役の異動

　　　　該当事項はありません。

　　②その他の役員の異動

　　　　役員の異動については、記載が可能になり次第開示いたします。

　　　　なお、開示の時期については、平成19年5月中旬を予定しております。

(2）その他

該当事項はありません。 
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