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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 69,570 14.9 1,769 △5.3 1,669 △21.6 1,109 △19.7

18年９月中間期 60,553 △9.0 1,868 △28.0 2,130 △13.9 1,381 △15.7

19年３月期 124,743 － 3,525 － 3,795 － 2,582 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 68 62  －

18年９月中間期 85 43  －

19年３月期 159 68  －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 260百万円 18年９月中間期 221百万円 19年３月期 368百万円

(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９月中間期 60,186 35,668 59.3 2,205 34

18年９月中間期 58,453 33,812 57.5 2,079 72

19年３月期 59,345 34,610 58.3 2,139 88

（参考）自己資本 19年９月中間期 35,668百万円 18年９月中間期 33,637百万円 19年３月期 34,610百万円

(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９月中間期 134 △98 △444 2,397

18年９月中間期 △1,593 △65 △1,382 3,539

19年３月期 △162 △645 △3,118 2,734

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 15 00 15 00 30 00

20年３月期 15 00 －

20年３月期（予想） － 15 00 30 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 140,000 12.2 4,150 17.7 4,265 12.4 2,670 3.4 165 08
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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）中間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（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、17ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計処理基準に関する事項　

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 （イ） 有形固定資産（会計方針の変更）」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９月中間期 16,174,000株 18年９月中間期 16,174,000株 19年３月期 16,174,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 156株 18年９月中間期 156株 19年３月期 156株

（注）１株当たり中間（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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 62,755 10.1 1,192 △28.1 890 △47.0 427 △57.1

18年９月中間期 57,002 △4.3 1,657 △20.4 1,680 △7.0 995 △9.7

19年３月期 113,655 － 2,809 － 2,692 － 1,594 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 26 41

18年９月中間期 61 58

19年３月期 98 59

(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９月中間期 48,317 27,729 57.4 1,714 45

18年９月中間期 50,938 27,323 53.6 1,689 37

19年３月期 49,250 27,551 55.9 1,703 48

（参考）自己資本 19年９月中間期 27,729百万円 18年９月中間期 27,323百万円 19年３月期 27,551百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 124,770 9.8 2,950 5.0 2,680 △0.5 1,430 △10.3 88 41

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は現時点で入手された情報に基づき当社が判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により予想数値

と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料の３ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間期の経済環境は、米国経済は拡大が続いたものの、サブプライムローン問題を発端とする金融市場の混乱が

住宅市場を冷え込ませている中、原油価格の高騰によるガソリン高の影響などで個人消費も弱含みとなり、経済成長

のペースが減速しました。一方、中国及びアジアにおきましては、中国では固定資産投資は依然として高い伸びが続

き、貿易黒字も過去最高の前年をすでに上回り、景気拡大が続いており、その他のアジア諸国におきましても景気の

拡大がみられ、アジア経済は総じて堅調に推移しました。また、日本におきましては、内外需要の増加に支えられ、

生産及び輸出が増加し、企業収益は高水準で推移しており、景気は緩やかに拡大しました。

　エレクトロニクス業界におきましては、世界のパソコン出荷台数は、パソコンの低価格化を背景にアジア・太平洋

地域などの新興市場で個人向けの拡大と共に企業向けも増加し、同市場の大幅な成長がけん引役となり増加しました。

また、半導体売上高は、2007年前半はメモリーICの過剰供給による価格下落の影響でメモリーIC売上高は大きく減少

しましたが、後半に入り供給のひっ迫と価格の定着により大幅に改善し、消費者需要にけん引されてパソコン、携帯

電話、デジタル家電機器など好調な電子機器への需要が売上高を伸ばしました。

　このような環境下、当社グループの業績は、主力の半導体部門はアミューズメント、家電機器及び車載向けが好調

に推移したことにより、移動体無線向けの大幅な減少を吸収し、売上高は前年同期比5.6％増の548億41百万円となり

ました。情報通信機器部門の売上高は主力のハードディスクドライブが増加したことにより、同54.6％増の80億99百

万円となりました。また、その他に区分される売上高は、アミューズメント用モジュールが大幅に増加したことから、

同97.4％増の66億29百万円となりました。この結果、当中間期の売上高は、同14.9％増の695億70百万円となりました。

　利益面では、半導体市況の価格下落や価格競争等の厳しいビジネス環境が続いており、また、総体的に利益率の低

いハードディスクドライブの売上高が増加した結果、売上総利益率は前年同期比１ポイント低下し9.0％となりました

が、売上総利益は売上高の増加により前年同期比3.5％増の62億71百万円となりました。営業利益は、人員増による販

売費及び一般管理費の増加もあり、同5.3％減の17億69百万円、経常利益は為替損益の悪化が影響し、同21.6％減の16

億69百万円、中間純利益は同19.7％減の11億９百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　日本

国内は、アミューズメント向け半導体やハードディスクドライブの売上高が伸長し、売上高は同12.7％増の493億

49百万円となりましたが、営業利益は売上総利益率の低下により同27.2％減の11億98百万円となりました。

②　アジア

アジア地域は、家電機器及び車載向け半導体やハードディスクドライブの売上高が伸長したことにより、売上高

は同20.3％増の199億26百万円、営業利益は同86.0％増の５億27百万円となりました。

③　北米

北米は既存取引の拡大と新規顧客の開拓により、売上高は同34.9％増の２億94百万円となり、営業損失は同

53.1％減の15百万円となりました。

　　通期の見通しにつきましては、以下の通り見込んでおります。

［連結通期業績予想］

売上高　　　　 　140,000百万円（前期比  12.2％増）

営業利益　　　　　 4,150百万円（前期比  17.7％増）

経常利益　　　　　 4,265百万円（前期比  12.4％増）

当期純利益　　　　 2,670百万円（前期比   3.4％増）

［個別通期業績予想］

売上高　　　　　 124,770百万円（前期比   9.8％増）

営業利益　　　　　 2,950百万円（前期比   5.0％増）

経常利益　　　　　 2,680百万円（前期比   0.5％減）

当期純利益　　　　 1,430百万円（前期比  10.3％減）

連結におきましては、引き続きアミューズメント及び車載向け半導体が伸長していくと予想され、また、関連会社の

業績も順調に推移していることから、売上高、営業利益、経常利益は期初予想を達成するものと見込んでおります。

個別におきましては、主として人員増による経費増が見込まれ、また当中間会計期間に投資有価証券の減損による特

別損失を計上したことから、期初予想を修正し上記数値といたしました。
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(2）財政状態に関する分析

　当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が15億83百万

円（前年同期比26.0％減）と減益となり、前中間会計期間末に比べ11億42百万円減少し、当中間連結会計期間末には

23億97百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による収入は１億34百万円（前年同期は15億93百万円の支出）となりました。これは、主に税金等調整

前当期純利益15億83百万円、売上債権の増加15億26百万円、棚卸資産の減少７億44百万円、仕入債務の減少４億53

百万円及び法人税等の支払５億30百万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）

　投資活動により使用した資金は98百万円（前年同期比49.7％増）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35百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円及び敷金の増加等に起因するその他投資活動によ

る支出42百万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）

　財務活動により使用した資金は４億44百万円（前年同期比67.8％減）となりました。これは主に、短期借入金の

減少１億62百万円、配当金の支払２億42百万円によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、経営基盤強化のための内部留保の充実も勘案しながら、

安定的な配当を行うことを利益配分の基本方針としております。

　配当に関しましては、収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ、株主各位のご期待に沿うよう努めてまいります。

この方針に沿いまして、当期の中間配当金は１株につき15円といたしました。また、当期の期末配当金は１株当たり

15円を予定しており、これにより年間配当金は１株当たり30円となる見込みです。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を、以下に記載しております。

　なお、文中における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　経済状況

 当社グループの取扱商品の需要は、顧客である大手電子機器メーカー及び日系電子機器メーカーが所在する国または

地域の経済状況の影響を受けます。日本、アジア、北米を含む当社グループの主力市場であるエレクトロニクス業界

の景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②　顧客の状況

　当社グループの顧客である大手電子機器メーカーの業績の低迷や海外への生産拠点の移動に伴う商権の流失は、当

社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは国内に10営業拠点を設け、海外に

は子会社を含め10ヶ所の拠点網を擁し、積極的にグローバル化を進めてきており、顧客満足度をさらに高めて取引の

拡大を図ってまいります。

③　仕入先の状況

　当社グループは、外国系半導体メーカーの半導体を主に販売しております。仕入先との販売代理店契約は、契約期

間は主として１年間であり、その後は１年毎の自動更新でありますが、事前文書による契約解除条項が織り込まれて

おります。契約が解除された場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、仕

入先による顧客テリトリーの見直しから生ずる商権の流失及び仕入先の経営不振または製品競争力の低下による取引

の消滅は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④　為替相場の変動

 　当社グループは事業を積極的にグローバル展開してきており、各地域における収益、費用を含む現地通貨建ての項

目は、連結財務諸表作成のために円換算されております。換算時の為替相場により、これらの項目は元の現地通貨に

おける価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。当社グループの取引は外

貨建てによる輸入及び輸出の比率が高くなっております。外貨建て取引については、為替予約等により為替相場の変

動によるリスクを最小限に止める努力をしておりますが、為替相場の変動は当社グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
〔事業系統図〕

企業集団の状況についての事業系統図の概略は次のとおりであります。 

 
得 意 先 

調達代行事業 

株式会社ピーピーエル 

関連会社 

上海虹日国際電子有限公司 

関連会社 

株式会社トーメンデバイス 

親会社 

豊田通商株式会社 

半導体販売事業 

TOMEN (SINGAPORE) ELECTRONICS PTE.LTD. 
TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG) LIMITED 
TOMEN ELECTRONICS AMERICA, INC. 
TOMEN ELECTRONICS TAIWAN CORP. 
TOMEN ELECTRONICS (SHANGHAI) CO.,LTD. 
TOMEN ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. 

当  
社 

サービス等（対象が一部の会社の場合を含む） 

調達代行 

商品の販売又は仕入 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社は、創業以来、半導体の輸入商社として常に海外の先端技術を顧客に提供すると共に、顧客ニーズ情報をメー

カー側にフィードバックすることに努め、市場のボーダーレス化に対応するため海外拠点網を強化し、グローバル・

エレクトロニクス・ディストリビューターとして国内外の半導体需要に対応できる体制を整備してまいりました。

 　半導体商社としての機能に自ずと変化が求められる状況にあって、新たなビジネスモデルに対応できる体制作り、

自社技術の充実による顧客サービスの高度化を進めると共に、半導体分野で培った顧客層をベースとして情報通信機

器分野にも注力するなど、エレクトロニクス・半導体分野におけるリーディング商社を目指し、当社の経営理念であ

る「社会の先端ニーズに情報と創意で応える」努力を続けてまいります。

(2）中長期的な会社の経営戦略

 世界の半導体業界は、生産面においては半導体メーカーの再編、中国産品の急速な台頭、ビジネスモデルにおいては

電子機器受託製造サービス（EMS）の本格化、システム・オン・チップ（SoC）手法の普及、機器におけるソフトウエ

ア比重の増大、さらに販売地域の観点においては顧客生産拠点の海外移転など、激変の渦中にあり、同時に今後想定

される経営リスクは加速度的に増加しております。

 このような環境下にあって、当社は、次の基本方針をもって、21世紀のエクセレントカンパニーを目指す所存であり

ます。

 ①　グローバル・エレクトロニクス・ディストリビューターとして、日系顧客を柱とする世界の顧客に当社の優れ

た営業サービスを提供する。

②　半導体のデザイン・インから技術支援・ボード設計・機器製造・調達・物流に至るまで、一貫したシステム・

トータル・ソリューションのサービス体制で顧客ニーズを全面的にサポートする。

 ③　多様なビジネスモデルを創出、提供し、当社機能の強化、付加価値の増大化を通じ、ビジネスのグローバル化

へ木目細かく対応する。

 ④　企業経営の人・物・金の各面にわたる基盤の整備・強化を図ると共に、広範かつ複雑化するリスクに対し適時

的確な対応を行う。

 ⑤　当社を取り巻く利害関係者の期待に応え、常に企業価値の最大化を目指すと共に、地球環境保全への対応を含

む企業としての社会的責任を果たし得る調和のとれた会社運営を行い、社会の発展に貢献できる企業を目指す。

(3）会社の対処すべき課題

 世界のエレクトロニクス業界は、過去の市場変遷・技術革新をはるかに上回るスピードで進化しており、今後とも国

境を超えたグローバル規模での事業再編が加速し、生き残りを賭けた市場競合がますます熾烈となっております。

　このような認識のもと、当社グループは、エレクトロニクス専門商社として、世界に通用するトップクラスのエレ

クトロニクス・ディストリビューターに向け、次の課題を掲げ取り組んでまいります。

 ①　顧客満足度の向上

 顧客の視点にもとづくソリューション提案並びに顧客志向の組織編成及び拠点の拡充

 ②　サプライヤーからの信頼度向上

 サプライヤーの選択と集中によりリソースを集約し、新機能商品をＦＡＥ（Field Application Engineer）を通

じて速やかに顧客に提案できる体制の構築

 ④　新ビジネスモデルの構築

単一商品の販売から付加価値を加えたシステム・トータル・ソリューション営業の強化並びにＥＭＳ／ＯＤＭを

利用したモジュール及び最終製品の販売

 ⑤　企業経営基盤の拡充及び強化

 人材育成、成長に向けた仕組みづくり、在庫削減等による財務体質の強化及び社外関係先との提携・協業等を視

野に入れた事業展開

 ⑥　企業価値の最大化及び社会的責任の遂行

 株主、取引先及び従業員などの期待に応える企業価値の最大化並びに内部統制の強化を含め企業の社会的責任の

遂行を通じ調和のとれた会社運営の実践
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   3,539   2,397   2,734  

２．受取手形及び売掛金 ※３  34,590   36,365   34,655  

３．棚卸資産   14,229   14,982   15,599  

４．その他   1,392   1,107   1,156  

貸倒引当金   △35   △42   △42  

流動資産合計   53,716 91.9  54,810 91.1  54,102 91.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  106   126   111  

２．無形固定資産   251   302   337  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  3,314   3,227   3,149   

(2)その他  1,080   1,729   1,655   

貸倒引当金  △15 4,379  △9 4,946  △9 4,795  

固定資産合計   4,737 8.1  5,375 8.9  5,243 8.8

資産合計   58,453 100.0  60,186 100.0  59,345 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金 ※３  9,360   10,867   11,107  

２．短期借入金 ※４  11,347   9,742   9,895  

３．賞与引当金   351   421   367  

４．その他   2,025   2,007   1,886  

流動負債合計   23,084 39.5  23,038 38.3  23,255 39.2

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   1,350   1,358   1,316  

２．役員退職慰労引当金   38   38   38  

３．その他   167   80   125  

固定負債合計   1,556 2.7  1,478 2.4  1,479 2.5

負債合計   24,641 42.2  24,517 40.7  24,735 41.7
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   5,251 9.0  5,251 8.7  5,251 8.8

２．資本剰余金   4,767 8.2  4,767 7.9  4,767 8.0

３．利益剰余金   23,413 40.0  25,239 42.0  24,372 41.1

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0  △0 △0.0

株主資本合計   33,432 57.2  35,257 58.6  34,390 57.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  149 0.2  24 0.0  31 0.1

２．為替換算調整勘定   55 0.1  386 0.7  187 0.3

評価・換算差額等合
計

  204 0.3  411 0.7  219 0.4

Ⅲ　少数株主持分   175 0.3  － －  － －

純資産合計   33,812 57.8  35,668 59.3  34,610 58.3

負債純資産合計   58,453 100.0  60,186 100.0  59,345 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高   60,553 100.0  69,570 100.0  124,743 100.0

Ⅱ　売上原価   54,492 90.0  63,298 91.0  112,639 90.3

売上総利益   6,060 10.0  6,271 9.0  12,104 9.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,192 6.9  4,502 6.5  8,579 6.9

営業利益   1,868 3.1  1,769 2.5  3,525 2.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  43   24   82   

２．受取配当金  1   0   15   

３．為替差益  60   －   －   

４．持分法による投資利
益

 221   260   368   

５．その他  25 352 0.6 35 320 0.5 18 485 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  64   75   113   

２．為替差損  －   293   70   

３．売上割引  26   21   31   

４．その他  0 91 0.2 31 421 0.6 0 215 0.2

経常利益   2,130 3.5  1,669 2.4  3,795 3.0

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正益  －   10   －   

２．貸倒引当金戻入益  8   15   1   

３．その他  － 8 0.0 6 33 0.1 224 226 0.2

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 0   0   2   

２．投資有価証券評価損  －   109   80   

３．その他  － 0 0.0 8 118 0.2 0 82 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  2,139 3.5  1,583 2.3  3,938 3.2

法人税、住民税及
び事業税

 697   540   1,270   

法人税等調整額  49 746 1.2 △66 473 0.7 75 1,345 1.1

少数株主利益   10 0.0  － －  10 0.0

中間(当期)純利益   1,381 2.3  1,109 1.6  2,582 2.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（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 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 22,285 △0 32,303

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)   △242  △242

取締役賞与　(注)   △10  △10

中間純利益   1,381  1,381

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）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 1,128 － 1,128

平成18年９月30日　残高

（百万円）
5,251 4,767 23,413 △0 33,432

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

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）
196 141 337 168 32,809

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)     △242

取締役賞与　(注)     △10

中間純利益     1,381

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）
△46 △85 △132 6 △126

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△46 △85 △132 6 1,002

平成18年９月30日　残高

（百万円）
149 55 204 175 33,812

 (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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 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 24,372 △0 34,390

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)   △242  △242

中間純利益   1,109  1,109

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）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 867 － 867

平成19年９月30日　残高

（百万円）
5,251 4,767 25,239 △0 35,257

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
31 187 219 － 34,610

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注)     △242

中間純利益     1,109

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）
△7 199 191  191

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△7 199 191 － 1,058

平成19年９月30日　残高

（百万円）
24 386 411 － 35,668

 (注）平成19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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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 22,285 △0 32,303

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △242  △242

剰余金の配当   △242  △242

取締役賞与　(注)   △10  △10

当期純利益   2,582  2,582

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 2,086 － 2,086

平成19年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 24,372 △0 34,390

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

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）
196 141 337 168 32,809

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　(注)     △242

剰余金の配当     △242

取締役賞与　(注)     △10

当期純利益     2,582

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△164 46 △117 △168 △286

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△164 46 △117 △168 1,800

平成19年３月31日　残高

（百万円）
31 187 219 － 34,610

 (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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  2,139 1,583 3,938

減価償却費  55 65 116

のれん償却費  － 11 11

持分法による投資利益  △221 △260 △368

固定資産除却損  0 0 2

投資有価証券評価損  － 109 80

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 △1 42 △36

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 △60 － △60

賞与引当金の増減額（減少：△）  22 54 38

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △8 △0 △7

受取利息及び受取配当金  △45 △24 △98

支払利息  64 75 113

売上債権の増減額（増加：△）  △1,448 △1,526 △1,365

棚卸資産の増減額（増加：△）  △4,002 744 △5,318

仕入債務の増減額（減少：△）  2,543 △453 4,149

未収消費税等の増減額（増加：△）  △229 △30 △13

未払消費税等の増減額（減少：△）  － 31 －

役員賞与の支払額  △10 － △10

その他  281 248 51

小計  △923 670 1,221

利息及び配当金の受取額  85 72 138

利息の支払額  △70 △78 △102

法人税等の支払額  △684 △530 △1,421

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,593 134 △162

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △7 △35 △31

有形固定資産の売却による収入  － 1 2

無形固定資産の取得による支出  △10 △21 △36

投資有価証券の取得による支出  △1 － △289

その他  △46 △42 △290

投資活動によるキャッシュ・フロー  △65 △98 △645
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

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：△）  900 △162 △553

ファイナンスリース債務の返済  △39 △39 △79

長期借入金の返済  △2,000 － △2,000

配当金の支払額  △242 △242 △485

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,382 △444 △3,118

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △43 71 37

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 △3,084 △337 △3,889

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  6,624 2,734 6,624

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残
高

 3,539 2,397 2,734
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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　　　８社

該当連結子会社名

TOMEN(SINGAPORE)ELE-

CTRONICS PTE.LTD.

TOMEN ELECTRONICS

(HONG KONG)LIMITED

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC.

TOMEN ELECTRONICS

TAIWAN CORP.

TOMEN ELECTRONICS 

(SHANGHAI) CO., LTD.

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

株式会社ピーピーエル

株式会社ティーエーピー

連結子会社の数　　　７社

該当連結子会社名

TOMEN(SINGAPORE)ELE-

CTRONICS PTE.LTD.

TOMEN ELECTRONICS

(HONG KONG)LIMITED

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC.

TOMEN ELECTRONICS

TAIWAN CORP.

TOMEN ELECTRONICS 

(SHANGHAI) CO., LTD.

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

株式会社ピーピーエル

連結子会社の数　　　７社

該当連結子会社名

TOMEN(SINGAPORE)ELE-

CTRONICS PTE.LTD.

TOMEN ELECTRONICS

(HONG KONG)LIMITED

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC.

TOMEN ELECTRONICS

TAIWAN CORP.

TOMEN ELECTRONICS 

(SHANGHAI) CO., LTD.

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

株式会社ピーピーエル

 

なお、株式会社ピーピーエ

ルは、平成19年３月１日付

にて株式会社ティーエー

ピーを吸収合併いたしまし

た。

２．持分法の適用に関する

事項

持分法適用の関連会社数

１社

株式会社トーメンデバイス

持分法適用の関連会社数

２社

株式会社トーメンデバイス

上海虹日国際電子有限公司

持分法適用の関連会社数

２社

株式会社トーメンデバイス

上海虹日国際電子有限公司

上海虹日国際電子有限公司は、

持分の追加取得に伴い当連結

会計年度より持分法適用会社

となりました。

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関

する事項

連結子会社の中間決算日は、

株式会社ピーピーエル及び株

式会社ティーエーピーは９月

30日、その他の連結子会社は

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、同日現在の中間財

務諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な

調整を行っております。

連結子会社の中間決算日は、

株式会社ピーピーエルは９月

30日、その他の連結子会社は

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、同日現在の中間財

務諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な

調整を行っております。

連結子会社の決算日は、株式

会社ピーピーエル３月31日、

その他の連結子会社は12月

31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行ってお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

(イ)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）

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(イ)有価証券

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）

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

(ロ)デリバティブ

時価法

(ロ)デリバティブ

同左

(ロ)デリバティブ

同左

(ハ)棚卸資産

中間連結財務諸表提出会

社、株式会社ピーピーエ

ル及び株式会社ティー

エーピーは移動平均法に

よる原価法

その他の連結子会社は移

動平均法による低価法

(ハ)棚卸資産

中間連結財務諸表提出会

社、株式会社ピーピーエ

ルは移動平均法による原

価法

その他の連結子会社は

移動平均法による低価

法

(ハ)棚卸資産

連結財務諸表提出会社、

株式会社ピーピーエルは

移動平均法による原価法

その他の連結子会社は

移動平均法による低価

法

(2)重要な減価償却資産

の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

中間連結財務諸表提出会

社は定率法

連結子会社は下記を除き

定率法

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC．及び

TOMEN ELECTRONICS

(THAILAND) CO., LTD.

は定額法であります。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　10～15年

工具器具備品５～10年

(イ)有形固定資産

同左

(イ)有形固定資産

連結財務諸表提出会社は

定率法

連結子会社は下記を除き

定率法

TOMEN ELECTRONICS

AMERICA,INC．及び

TOMEN ELECTRONICS

(THAILAND) CO., LTD.

は定額法であります。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　10～15年

工具器具備品５～10年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── (会計方針の変更)

　平成19年度の法人税法改正

に伴い、当中間連結会計期間

より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更し

ております。

　なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。

──────

────── (追加情報)

　平成19年度の法人税法改正

に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産について

は、改正前の法人税に基づく

減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。

　なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。

──────

(ロ)無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア(自

社利用)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

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3)重要な引当金の計上

基準

(イ)貸倒引当金

連結会社間の債権及び債

務の相殺消去後の金額に

対して、売上債権、貸付

金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。

(イ)貸倒引当金

同左

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

従業員への賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)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

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、そ

の発生時の翌連結会計年

度に一括費用処理するこ

ととし、当中間連結会計

期間負担額を計上してお

ります。

(ハ)退職給付引当金

同左

(ハ)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

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、そ

の発生時の翌連結会計年

度に一括費用処理するこ

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上して

おりましたが、平成18

年６月に同制度を廃止し、

平成18年７月以降新規

の引当を停止しておりま

す。従いまして、当中間

連結会計期間末の残高は

現任役員が平成18年６

月以前に就任していた期

間に応じて引当計上した

額であります。

(ニ)役員退職慰労引当金

同左

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上して

おりましたが、平成18

年６月に同制度を廃止し、

平成18年７月以降新規

の引当を停止しておりま

す。従いまして、当連結

会計年度末の残高は現任

役員が平成18年６月以

前に就任していた期間に

応じて引当計上した額で

あります。

(4)重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準

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、収益及び費用は各社の

中間会計期間の末日の直物為

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及び少数

株主持分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、収益及び費用は各社の

中間会計期間の末日の直物為

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

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、収益及び費用は各社の

会計年度の末日の直物為替相

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計上

しております。

(5)重要なリース取引の

処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

(6)その他中間連結財務

諸表(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

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー

計算書）における資

金の範囲

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左 同左

－ 19 －



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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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、33,637百万円であります。

なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。

────── （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、34,610百万円であります。

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。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「売上割引」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記すること

にしました。

なお、前中間連結会計期間における「売上割引」の金

額は、24百万円であります。

（中間連結損益計算書）

──────
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、330百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、333百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、314百万円であります。

　２．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務

　２．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務

　２．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務

上海虹日国際電子有限公司

93百万円 (513千米ドルほか)

上海虹日国際電子有限公司

439百万円 (1,989千米ドルほ

か)

上海虹日国際電子有限公司

355百万円(2,001千米ドルほか)

上記金額は、中間決算日の為替

相場により円換算しております。

上記金額は、中間決算日の為替

相場により円換算しております。

上記金額は、決算日の為替相場

により円換算しております。

※３．中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当中間連結

会計期間末日の残高に含まれて

おります。　　

※３．中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当中間連結

会計期間末日の残高に含まれて

おります。　　

※３．連結会計年度末日の満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当連結会計年度の末日は

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が当連結会計年度

末日の残高に含まれております。

　　

 受取手形 462百万円 

支払手形 73百万円 

 受取手形 622百万円 

支払手形 67百万円 

 受取手形 471百万円 

支払手形 71百万円 

※４．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高は

次のとおりであります。

※４．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高は

次のとおりであります。

※４．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当連結会計年度末における当座

貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,700百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 700百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

9,200百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 1,200百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

9,200百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 1,200百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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。

※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。

従業員給与及

び賞与
1,511百万円

賞与引当金繰

入額
351百万円

退職給付費用 88百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
4百万円

賃借料 494百万円

従業員給与及

び賞与
 1,656百万円

賞与引当金繰

入額
   421百万円

退職給付費用   150百万円

賃借料    505百万円

従業員給与及

び賞与
3,442百万円

賞与引当金繰

入額
367百万円

退職給付費用 174百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
4百万円

賃借料 996百万円

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

工具器具備品 0百万円 工具器具備品  0百万円 建物付属設備 0百万円

工具器具備品 1百万円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項   

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 16,174,000 － － 16,174,000

合計 16,174,000 － － 16,174,000

自己株式

普通株式 156 － － 156

合計 156 － － 156

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29日

定時株主総会
普通株式 242 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

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

（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18年10月26日

取締役会
普通株式 242 利益剰余金 15 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項   

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 16,174,000 － － 16,174,000

合計 16,174,000 － － 16,174,000

自己株式

普通株式 156 － － 156

合計 156 － － 156

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 242 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日

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

（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10月25日

取締役会
普通株式 242 利益剰余金 15 平成19年９月30日 平成19年12月10日
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 前連結会計年度（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 16,174,000 － － 16,174,000

合計 16,174,000 － － 16,174,000

自己株式

普通株式 156 － － 156

合計 156 － － 156

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29日

定時株主総会
普通株式 242 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年10月25日

取締役会
普通株式 242 15 平成18年９月30日 平成18年12月８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連結会計年度となるもの  

（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28日

定時株主総会
普通株式 242 利益剰余金 15 平成18年３月31日 平成19年６月29日

（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,539百万円

現金及び現金同等物 3,539百万円

現金及び預金勘定  2,397百万円

現金及び現金同等物   2,397百万円

現金及び預金勘定 2,734百万円

現金及び現金同等物 2,734百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相

当額

 減価償却累

計額相当額

 中間期末残

高相当額

 百万円 百万円 百万円

工具器

具備品
441

 
276

 
164

その他 566 366 200

合　計 1,008 643 364

 
取得価額相

当額

 減価償却累

計額相当額

 中間期末残

高相当額

 百万円 百万円 百万円

工具器

具備品
369

 
266

 
102

その他 452 352 100

合　計 822 618 203

 
取得価額相

当額

 減価償却累

計額相当額

 期末残高相

当額

 百万円 百万円 百万円

工具器

具備品
427

 
285

 
141

その他 490 341 148

合　計 917 627 290

②未経過リース料中間期末残高相当

額等

②未経過リース料中間期末残高相当

額等

②未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

未経過リース料中間期末残高相当

額

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 183百万円

１年超 195百万円

合計 379百万円

１年以内    121百万円

１年超    93百万円

合計    214百万円

１年以内   150百万円

１年超    152百万円

合計    303百万円

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 105百万円

減価償却費相当額 100百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料    91百万円

減価償却費相当額    87百万円

支払利息相当額  2百万円

支払リース料 208百万円

減価償却費相当額 198百万円

支払利息相当額   7百万円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額の算定方法

同左

   

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左

   

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年以内 62百万円

１年超 72百万円

合計 134百万円

１年以内   79百万円

１年超   73百万円

合計    153百万円

１年以内   73百万円

１年超   45百万円

合計    119百万円

（減損損失について） （減損損失について） （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。

同左 同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（百万円）

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1)株式 76 321 245

(2)その他 4 8 4

合計 80 330 249

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）

(1)子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 2,766

(2)その他有価証券  

非上場株式 216

（注）当中間連結会計期間において、減損処理の対象となる株式はありません。

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（百万円）

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1)株式 13 44 30

(2)その他 － － －

合計 13 44 30

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）

(1)子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 3,158

(2)その他有価証券  

非上場株式 23

（注）その他有価証券について、109百万円の減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。
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前連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1)株式 13 53 40

(2)その他 － － －

合計 13 53 40

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 
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 136

（注）当連結会計年度において、減損処理の対象となる株式はありません。

なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引 22,513 22,927 △18

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引 25,475 25,282 △99

前連結会計年度（平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引 23,719 23,640 △40
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社及び連結子会社は、電子部品・

機器の販売事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 43,775 16,560 218 60,553 － 60,553

(2)セグメント間の内部売上高 14,962 87 1 15,051 (15,051) －

計 58,738 16,647 219 75,605 (15,051) 60,553

営業費用 57,092 16,363 252 73,709 (15,024) 58,685

営業利益（又は営業損失） 1,645 283 (32) 1,896 (27) 1,868

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ

(2)北米………米国

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 49,349 19,926 294 69,570 － 69,570

(2)セグメント間の内部売上高 15,107 108 5 15,221 (15,221) －

計 64,457 20,034 300 84,791 (15,221) 69,570

営業費用 63,258 19,506 315 83,081 (15,280) 67,800

営業利益（又は営業損失） 1,198 527 (15) 1,710 59 1,769

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ

(2)北米………米国
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前連結会計年度（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）
北米

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 88,022 36,252 468 124,743 － 124,743

(2)セグメント間の内部売上高 29,107 305 2 29,415 (29,415) －

計 117,129 36,557 471 154,159 (29,415) 124,743

営業費用 114,340 35,692 541 150,574 (29,355) 121,218

営業利益（又は営業損失） 2,789 864 (69) 3,584 (59) 3,525

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ

(2)北米………米国

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 21,685 2,046 2 23,734

Ⅱ　連結売上高（百万円）    60,553

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
35.8 3.4 0.0 39.2

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他

(2)北米………米国

(3)その他……ドイツ

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり

ます。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 25,539 2,057 29 27,626

Ⅱ　連結売上高（百万円）    69,570

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
36.7 3.0 0.0 39.7

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他

(2)北米………米国

(3)その他……イスラエル

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり

ます。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 45,902 3,506 48 49,457

Ⅱ　連結売上高（百万円）    124,743

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
36.8 2.8 0.0 39.6

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他

(2)北米………米国他

(3)その他……イスラエル他

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 2,079円72銭

１株当たり中間純利益金

額
85円43銭

１株当たり純資産額 2,205円34銭

１株当たり中間純利益金

額
68円62銭

１株当たり純資産額 2,139円88銭

159円68銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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株当たり中間

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）１．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間（当期）純利益金額（百万円） 1,381 1,109 2,582

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

（百万円）
1,381 1,109 2,582

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,173 16,173 16,173

 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間末
平成18年９月30日

当中間連結会計期間末
平成19年９月30日

前連結会計年度末
平成19年３月31日

純資産の部の合計額（百万円） 33,812 35,668 34,610

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
175 － －

（うち少数株主持分） ( 175) (　－) (　－)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額

（百万円）
33,637 35,668 34,610

１株当たり純資産額の算定に用いられた中

間期末(期末)の普通株式の数（千株）
16,173 16,173 16,173

（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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

半導体 51,955 85.8 54,841 78.8 105,737 84.8

情報通信機器及び応用シ

ステム
5,240 8.7 8,099 11.7 9,924 7.9

その他 3,358 5.5 6,629 9.5 9,082 7.3

合計 60,553 100.0 69,570 100.0 124,743 100.0
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移
平成20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

19年４月～19年６月 19年７月～19年９月 19年10月～19年12月 20年１月～20年３月

売上高（百万円） 31,049 38,520   

売上総利益（百万円） 3,136 3,135   

営業利益（百万円） 854 915   

経常利益（百万円） 931 737   

税金等調整前当期純利益（百万円） 930 653   

当期純利益（百万円） 647 461   

１株当たり当期純利益（円） 40.06 28.56   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） － － － －

総資産（百万円） 61,974 60,186   

純資産（百万円） 34,990 35,668   

１株当たり純資産（円） 2,163.39 2,205.34   

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △3,426 134   

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △19 △98   

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 3,462 △444   

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 2,750 2,397   

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～18年６月 18年７月～18年９月 18年10月～18年12月 19年１月～19年３月

売上高（百万円） 29,451 31,102 30,286 33,904

売上総利益（百万円） 2,860 3,200 3,091 2,952

営業利益（百万円） 739 1,128 876 779

経常利益（百万円） 821 1,308 934 730

税金等調整前当期純利益（百万円） 846 1,292 1,013 786

当期純利益（百万円） 554 827 684 516

１株当たり当期純利益（円） 34.26 51.17 42.32 31.93

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） － － － －

総資産（百万円） 60,740 58,453 61,347 59,345

純資産（百万円） 33,052 33,812 34,119 34,610

１株当たり純資産（円） 2,032.90 2,079.72 2,109.56 2,139.88

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 4,001 △5,594 △446 1,877

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △30 △35 △755 175

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △251 △1,130 709 △2,446

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 10,333 3,539 3,097 2,734
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,083   923   815   

２．受取手形 ※４ 3,648   4,731   3,964   

３．売掛金  30,726   27,571   28,489   

４．商品  11,498   11,122   11,959   

５．その他 ※２ 1,393   1,003   961   

貸倒引当金  △36   △75   △90   

流動資産合計   48,314 94.8  45,277 93.7  46,100 93.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 69   86   75   

２．無形固定資産  239   201   224   

３．投資その他の資産  2,330   2,762   2,860   

貸倒引当金  △15   △9   △9   

投資その他の資産
合計

 2,315   2,752   2,850   

固定資産合計   2,623 5.2  3,040 6.3  3,149 6.4

資産合計   50,938 100.0  48,317 100.0  49,250 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※４ 301   349   297   

２．買掛金  8,270   8,627   8,304   

３．短期借入金 ※５ 11,347   8,000   9,600   

４．未払法人税等  647   463   459   

５．賞与引当金  351   421   367   

６．その他 ※２ 1,161   1,262   1,208   

流動負債合計   22,079 43.4  19,123 39.6  20,237 41.1

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  1,350   1,358   1,316   

２．役員退職慰労引当金  38   38   38   

３．その他  146   67   106   

固定負債合計   1,535 3.0  1,464 3.0  1,461 3.0

負債合計   23,614 46.4  20,588 42.6  21,698 44.1
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   5,251 10.3  5,251 10.9  5,251 10.7

２．資本剰余金           

資本準備金  4,767   4,767   4,767   

資本剰余金合計   4,767 9.3  4,767 9.9  4,767 9.7

３．利益剰余金           

(1)利益準備金  177   177   177   

(2)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  16,974   17,515   17,330   

利益剰余金合計   17,152 33.7  17,692 36.6  17,508 35.5

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0  △0 △0.0

株主資本合計   27,170 53.3  27,710 57.4  27,526 55.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価
差額金

  153 0.3  18 0.0  25 0.0

評価・換算差額等合
計

  153 0.3  18 0.0  25 0.0

純資産合計   27,323 53.6  27,729 57.4  27,551 55.9

負債純資産合計   50,938 100.0  48,317 100.0  49,250 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高   57,002 100.0  62,755 100.0  113,655 100.0

Ⅱ　売上原価   51,610 90.5  57,540 91.7  103,219 90.8

売上総利益   5,392 9.5  5,214 8.3  10,436 9.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,734 6.6  4,022 6.4  7,626 6.7

営業利益   1,657 2.9  1,192 1.9  2,809 2.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  114 0.2  83 0.1  90 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  91 0.2  384 0.6  207 0.2

経常利益   1,680 2.9  890 1.4  2,692 2.4

Ⅵ　特別利益   8 0.0  15 0.0  226 0.2

Ⅶ　特別損失   0 0.0  118 0.1  146 0.2

税引前中間(当期)
純利益

  1,689 2.9  787 1.3  2,771 2.4

法人税、住民税及
び事業税

 625   428   1,081   

法人税等調整額  68 693 1.2 △68 360 0.6 96 1,177 1.0

中間(当期)純利益   995 1.7  427 0.7  1,594 1.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
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

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 16,232 16,409 △0 26,427

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）     △242 △242  △242

取締役賞与　(注)     △10 △10  △10

中間純利益     995 995  995

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 742 742 － 742

平成18年９月30日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 16,974 17,152 △0 27,170

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
189 189 26,617

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）   △242

取締役賞与　(注)   △10

中間純利益   995

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△36 △36 △36

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△36 △36 706

平成18年９月30日　残高

（百万円）
153 153 27,323

 (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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
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

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 17,330 17,508 △0 27,526

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）     △242 △242  △242

中間純利益     427 427  427

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 184 184 － 184

平成19年９月30日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 17,515 17,692 △0 27,710

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
25 25 27,551

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）   △242

中間純利益   427

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△7 △7 △7

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△7 △7 177

平成19年９月30日　残高

（百万円）
18 18 27,729

 (注）平成19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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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 16,232 16,409 △0 26,427

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注）     △242 △242  △242

剰余金の配当　     △242 △242  △242

取締役賞与　(注)     △10 △10  △10

当期純利益     1,594 1,594  1,594

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）
－ － － － 1,098 1,098 － 1,098

平成19年３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 17,330 17,508 △0 27,526

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
189 189 26,617

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注）   △242

剰余金の配当　   △242

取締役賞与　(注)   △10

当期純利益   1,594

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△164 △164 △164

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△164 △164 934

平成19年３月31日　残高

（百万円）
25 25 27,551

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

移動平均法による原価

法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

同左

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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）

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

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)棚卸資産

商品

移動平均法による原価

法

(3)棚卸資産

同左

(3)棚卸資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

２．固定資産の減価償却の

方法

(1)有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　10～15年

工具器具備品５～10年

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

────── (会計方針の変更)

　平成19年度の法人税法改正

に伴い、当中間会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しており

ます。

　なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。

──────

────── (追加情報)

　平成19年度の法人税法改正

に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産について

は、改正前の法人税に基づく

減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。

──────

(2)無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア(自

社利用)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

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員への賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

同左

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の翌事業年度に

一括費用処理することと

し、当中間会計期間負担

額を計上しております。

(3)退職給付引当金

同左

(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、そ

の発生時の翌事業年度に

一括費用処理することと

しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上して

おりましたが、平成18

年６月に同制度を廃止し、

平成18年７月以降新規

の引当を停止しておりま

す。従いまして、当中間

会計期間末の残高は現任

役員が平成18年６月以

前に就任していた期間に

応じて引当計上した額で

あります。

(4)役員退職慰労引当金

同左

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上して

おりましたが、平成18

年６月に同制度を廃止し、

平成18年７月以降新規

の引当を停止しておりま

す。従いまして、当事業

年度末の残高は現任役員

が平成18年６月以前に

就任していた期間に応じ

て引当計上した額であり

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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、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。

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

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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、27,323百万円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、中

間財務諸表等規則の改正に伴い、改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。

────── （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、27,551百万円であります。

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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、263百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、248百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、237百万円であります。

※２．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、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※２．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。

※２．      ──────

 

　３．偶発債務

(1)子会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

70百万円(600千米ドル)

　３．偶発債務

(1)子会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

1,634百万円(14,159千米ドル)

　３．偶発債務

(1)子会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

1,115百万円(9,450千米ドル)

(2)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

436百万円(3,699千米ドル)

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS 

PTE.LTD.

297百万円(2,525千米ドル)

TOMEN ELECTRONICS TAIWAN 

CORP.

6百万円(1,771千NTドル)

株式会社ティーエーピー

1百万円(14千米ドル)

(2)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

544百万円(4,714千米ドル)

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS 

PTE.LTD.

555百万円(4,813千米ドル)

 

 

 

 

(2)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

375百万円(3,182千米ドル)

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS 

PTE.LTD.

371百万円(3,147千米ドル)

 

(3)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務

上海虹日国際電子有限公司

93百万円(513千米ドルほか)

上記金額は、中間決算日の為替相場に

より円換算しております。

(3)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務

上海虹日国際電子有限公司

439百万円(1,989千米ドルほか)

上記金額は、中間決算日の為替相場に

より円換算しております。

(3)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務 

上海虹日国際電子有限公司 

355百万円（2,001千米ドルほか）

上記金額は、決算日の為替相場により

円換算しております。

※４．中間会計期間末日の満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が当中間会計期間

末日の残高に含まれております。

　　

※４．中間会計期間末日の満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が当中間会計期間

末日の残高に含まれております。

　　

※４．事業年度末日の満期手形の会計

処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。

なお、当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の残

高に含まれております。

 受取手形 462百万円 

支払手形 73百万円 

 受取手形 622百万円 

支払手形 67百万円 

 受取手形 471百万円 

支払手形 71百万円 
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度
（平成19年３月31日）

※５．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当中間会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

※５．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当中間会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

※５．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当事業年度末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,700百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 700百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

9,200百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額    1,200百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

9,200百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額  1,200百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

　　受取配当金 41百万円

　　為替差益 64百万円

　　受取配当金 48百万円

　　仕入割引 29百万円

　　受取配当金 72百万円

　　  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

　　支払利息 65百万円

　　売上割引 26百万円

　　支払利息 52百万円

　　売上割引   21百万円

　　為替差損  280百万円

　　支払利息 110百万円

　　売上割引   31百万円

　　為替差損  62百万円

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

　　有形固定資産 6百万円

　　無形固定資産 38百万円

　　有形固定資産  12百万円

　　無形固定資産   43百万円

　　有形固定資産 13百万円

　　無形固定資産 79百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 156 － － 156

合計 156 － － 156

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 156 － － 156

合計 156 － － 156

前事業年度（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 156 － － 156

合計 156 － － 156
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び中間期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び中間期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び期末残高相当額

 
取得価額

相当額

 減価償却

累計額相

当額

 中間期末

残高相当

額

 百万円 百万円 百万円

工具器具

備品
409

 
250

 
158

その他 563 365 198

合　計 973 616 357

 
取得価額

相当額

 減価償却

累計額相

当額

 中間期末

残高相当

額

 百万円 百万円 百万円

工具器具

備品
369

 
266

 
102

その他 452 352 100

合　計 822 618 203

 
取得価額

相当額

 減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

 百万円 百万円 百万円

工具器具

備品
427

 
285

 
141

その他 458 312 145

合　計 885 597 287

   

②未経過リース料中間期末残高相当額

等

②未経過リース料中間期末残高相当額

等

②未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

未経過リース料中間期末残高相当

額

未経過リース料期末残高相当額

　１年内 177百万円

　１年超 193百万円

　合計 370百万円

　１年内 121百万円

　１年超 93百万円

　合計 214百万円

　１年以内 147百万円

　１年超 152百万円

　合計 300百万円

   

③支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

③支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

③支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

支払リース料 101百万円

減価償却費相当額 97百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 88百万円

減価償却費相当額 84百万円

支払利息相当額 2百万円

支払リース料   201百万円

減価償却費相当額 192百万円

支払利息相当額 7百万円

   

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額の算定方法

同左

   

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息

法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左

   

（減損損失について） （減損損失について） （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。

同左 同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(1)子会社株式 － － －

(2)関連会社株式 184 3,997 3,813

合計 184 3,997 3,813

（注）当中間会計期間において、減損処理の対象となる株式はありません。

なお、当該株式の減損にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

は全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(1)子会社株式 － － －

(2)関連会社株式 184 3,076 2,891

合計 184 3,076 2,891

（注）当中間会計期間において、減損処理の対象となる株式はありません。

なお、当該株式の減損にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

は全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。

前事業年度（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(1)子会社株式 － － －

(2)関連会社株式 184 3,573 3,389

合計 184 3,573 3,389

（注）当事業年度において、減損処理の対象となる株式はありません。

なお、当該株式の減損にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。

－ 49 －



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 1,689円37銭

１株当たり中間純利益

金額
61円58銭

１株当たり純資産額  1,714円45銭

１株当たり中間純利益

金額
26円41銭

１株当たり純資産額 1,703円48銭

１株当たり当期純利益

金額
   98円59銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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株当たり中間

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株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

中間（当期）純利益金額（百万円） 995 427 1,594

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

（百万円）
995 427 1,594

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,173 16,173 16,173

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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