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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 83,717 10.2 1,872 11.2 1,743 7.0 1,047 8.7

18年９月中間期 75,978 41.6 1,683 31.5 1,630 33.6 963 32.4

19年３月期 151,583 － 3,108 － 2,954 － 1,730 －

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 153 99 － －

18年９月中間期 141 69 － －

19年３月期 254 46 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 42,033 13,435 32.0 1,975 28

18年９月中間期 46,466 11,769 25.3 1,730 28

19年３月期 40,428 12,585 31.1 1,850 26

（参考）自己資本 19年９月中間期 13,435百万円 18年９月中間期 11,769百万円 19年３月期 12,585百万円

(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 1,172 28 △938 1,047

18年９月中間期 △8,409 △125 8,237 1,227

19年３月期 △1,003 △215 475 784

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 － 30 00 30 00

20年３月期（予想） － 30 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 166,000 9.5 3,240 4.2 3,000 1.6 1,790 3.4 263 16
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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、12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 6,802,000株 18年９月中間期 6,802,000株 19年３月期 6,802,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 80株 18年９月中間期 80株 19年３月期 80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、24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 82,952 9.8 1,821 8.8 1,698 4.6 1,009 5.2

18年９月中間期 75,541 41.8 1,674 33.0 1,624 35.2 958 34.6

19年３月期 150,678 － 3,093 － 2,944 － 1,722 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 148 37

18年９月中間期 140 98

19年３月期 253 27

(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 41,720 13,284 31.8 1,953 08

18年９月中間期 46,211 11,675 25.3 1,716 52

19年３月期 40,254 12,481 31.0 1,834 95

（参考）自己資本 19年９月中間期 13,284百万円 18年９月中間期 11,675百万円 19年３月期 12,481百万円

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 164,500 9.2 3,160 2.2 2,930 △0.5 1,730 0.4 254 34

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。

２．通期の連結業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を増額修

正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年10月25日）公表の「平成20年３月

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における世界経済は、米国のサブプライムローン問題の波及が懸念される中、概ね堅調に推移

してまいりました。また国内経済は、企業収益が引き続き好調に推移し、個人消費は横ばいであるものの、企業業績

や雇用情勢の改善により、景気は引き続き緩やかな拡大基調を維持しながら推移しております。

　半導体業界におきましては、ＦＬＡＳＨメモリーは、米国の携帯型デジタル音楽プレイヤー及び同機能付携帯電話

の需要が活況を呈し、供給不足感が続いております。ＤＲＡＭにつきましては、ウィンドウズ・ビスタ搭載パソコン

が個人向けを中心に普及しているものの、供給過剰感があり、512メガビットを中心に価格は下落傾向を見せておりま

す。しかしながら、法人のウィンドウズ・ビスタ搭載パソコンへの切り替えが本格的に進み、また平成20年８月には

北京オリンピック開催が控えており、フルハイビジョン対応の高画質テレビや次世代ＤＶＤプレイヤーなどの需要の

拡大が予想され、半導体需要は堅調に推移すると予想されます。

　このような状況の中で、当社及び子会社（以下当社グループ）は、ＭＣＰ（マルチチップパッケージ）のメモリー

半導体が携帯電話、ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）向けに伸長し、ＳＯＣ（システムオンチップ）が昨年度とは一

転し、ＤＳＣ向けに大幅に拡大しました。また、液晶パネルはノートパソコンやモニター向けに非常に好調であり、

ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）はパソコン及びその周辺機器向け、ＤＶＤレコーダー向けに微増となりました。

　この結果、当中間連結会計期間の実績は、売上高837億17百万円（前年同期比10.2％増）、経常利益17億43百万円

（前年同期比7.0％増）、中間純利益10億47百万円（前年同期比8.7％増）となりました。

　当中間連結会計期間の品目別の業績は、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、ウィンドウズ・ビスタ搭載パソコン向けの大増産が供給過剰を招き、価格は下落傾向を辿り、

ビット換算した数量ベースで大幅増となったものの、前年同期に比べ微減となりました。ＦＬＡＳＨメモリーは、供

給不足の上に、価格下落が重なったため、前年同期に比べ大幅な減少となりました。一方、ＭＣＰは、携帯電話及び

ＤＳＣ向けに伸長したため、大き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458億73百万円（前年同期比1.3％減）となりました。

（システムＬＳＩ）

　昨年度に引き続き、携帯電話向けのＣＭＯＳイメージセンサーが堅調な伸びを見せており、ＳＯＣもＤＳＣ向けに

大幅に拡大いたしました。一方、ＬＣＤドライバーは前年同期に比べ微減となりました。

　この結果、システムＬＳＩの売上高は139億73万円（前年同期比53.7％増）となりました。

（液晶デバイス）

　主力のＴＦＴ液晶パネルは、ノートパソコンやモニター用の売上げが好調であり、パネル価格も年度初めに底を打っ

てからは安定しております。

　この結果、液晶デバイスの売上高は182億48万円（前年同期比24.4％増）となりました。

（その他）

　ＨＤＤは、パソコン及びその周辺機器向け、ＤＶＤレコーダー向けに微増となりましたが、蛍光表示管は、前年同

期比で大幅減となりました。

　この結果、その他の売上高は56億23百万円（前年同期比2.0％減）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

　ＭＣＰ及びＳＯＣの売上高が前年同期に比べ大幅に増加いたしましたが、ＦＬＡＳＨメモリーの売上高が前年同

期比で大幅に減少し、またＤＲＡＭは価格下落傾向が続いたため、売上高は714億16百万円（前年同期比8.3％増）、

営業利益は13億12百万円（前年同期比2.0％減）となりました。

②　アジア

　ＳＯＣの取り扱いが大幅に増え、ＤＲＡＭも価格下落の影響を受けたものの、ビット換算した数量ベースでは堅

調であったため、売上高は123億１百万円（前年同期比22.4％増）、営業利益は５億59百万円（前年同期比63.4％

増）となりました。
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（通期の見通し）　

　当下半期の見通しにつきましては、引き続きＤＲＡＭ価格の下げ止まりが見えず、また、当中間期の売上高伸長に

貢献したＡＳＩＣ、ＣＭＯＳイメージセンサーの伸長率が減少すること、さらには、下半期後半より液晶パネルの供

給が逼迫すると予想されております。

　こうした状況を勘案し、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,660億０百万円（前年同期比9.5％増）、

営業利益32億40百万円（前年同期比4.2%増）、経常利益30億０百万円（前年同期比1.6%増）、当期純利益17億90百万

円（前年同期比3.4％増）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間末の総資産は、420億33百万円（前年同期比9.5％減）となりました。これは主に売上債権流動

化を促進した結果、売掛金が減少したことによるものであります。一方、負債は285億97百万円（前年同期比17.6％

減）となりました。主な減少要因は、短期借入金の減少等によるものであります。純資産は134億35百万円（前年同期

比14.2％増）となりました。主な増加要因は、利益剰余金の増加によるものであります。

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間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、営業活動によるキャッシュ・フロー

が増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが減少した結果、前連結会計年度末に比べ２億62百万円増加（前年比

33.5％増）し、当中間連結会計期間では10億47百万円となりました。

　当連結会計期間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）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は11億72百万円（前年同期は84億９百万円の使用）とな

りました。これは主に、売上債権が15億57百万円増加した一方、税金等調整前当期純利益17億43百万円を計上したほ

か、未払金が18億71百万円増加したこと等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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は28百万円（前年同期は１億25百万円の使用）となりま

した。これは主に事務所敷金の減少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）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は９億38百万円（前年同期は82億37百万円の取得）とな

りました。これは主に短期借入金が７億34百万円減少したこと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18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 32.4 29.2 25.3 31.1 32.0

時価ベースの自己資本比率（％） 48.3 50.0 36.6 37.6 31.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）
23.9 － － － 5.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.5 － － － 6.9

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

(中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

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

　（注）１．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。

２．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。

３．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。
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(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、１株当たり普通配当金として30円を計画しておりま

す。 

(4）事業等のリスク

　平成19年３月期決算短信（平成19年４月25日開示）の内容（５ページから８ページまで）から重要な変更がない

ため、記載を省略しております。なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　http://www.tomendevices.co.jp/ir/news.html

（東京証券取引所ホームページ〔上場会社情報検索ページ〕）

　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
　平成19年３月期決算短信（平成19年４月25日開示）の内容（10ページ）から重要な変更がないため、記載を省略し

ております。なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　http://www.tomendevices.co.jp/ir/news.html

（東京証券取引所ホームページ〔上場会社情報検索ページ〕）

　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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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 1,227 1,047 784

２．受取手形及び売掛金  ※３ 36,972 28,749 27,184

３．たな卸資産 6,911 9,990 9,839

４．その他 788 1,597 1,935

流動資産合計 45,900 98.8 41,385 98.5 39,744 98.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 21 86 93

２．無形固定資産 10 8 8

３．投資その他の資産 534 553 582

固定資産合計 566 1.2 648 1.5 684 1.7

資産合計 46,466 100.0 42,033 100.0 40,428 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 6,079 6,353 6,669

２．短期借入金 ※２ 21,000 12,442 13,245

３．一年内返済予定　　
長期借入金 

 － 1,000 1,000

４．未払金 5,609 7,583 5,711

５．引当金 115 106 126

６．その他 718 914 905

流動負債合計 33,523 72.2 28,400 67.5 27,658 68.4

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,000 － －

２．引当金 174 197 185

固定負債合計 1,174 2.5 197 0.5 185 0.5

負債合計 34,697 74.7 28,597 68.0 27,843 68.9
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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 2,054 4.4 2,054 4.9 2,054 5.1

２．資本剰余金 1,984 4.3 1,984 4.7 1,984 4.9

３．利益剰余金 7,738 16.6 9,348 22.3 8,505 21.0

４．自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 △0 △0.0

株主資本合計 11,776 25.3 13,386 31.9 12,543 31.0

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

△10 △0.0 20 0.0 25 0.1

２．繰延ヘッジ損益 △4 △0.0 4 0.0 1 0.0

３．為替換算調整勘定 7 0.0 23 0.1 14 0.0

評価・換算差額等合計 △7 △0.0 48 0.1 41 0.1

純資産合計 11,769 25.3 13,435 32.0 12,585 31.1

負債純資産合計 46,466 100.0 42,033 100.0 40,428 100.0
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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 75,978 100.0 83,717 100.0 151,583 100.0

Ⅱ　売上原価 73,314 96.5 80,675 96.4 146,409 96.6

売上総利益 2,663 3.5 3,042 3.6 5,173 3.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 980 1.3 1,169 1.4 2,065 1.4

営業利益 1,683 2.2 1,872 2.2 3,108 2.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1 0 1

２．受取配当金 2 2 3

３．仕入割引 219 265 442

４. 為替差益 18 － 4

５．その他 1 243 0.3 4 273 0.3 5 457 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 152 169 317

２．債権売却損 88 177 204

３．為替差損 － 7 －

４．その他 55 296 0.4 47 401 0.4 89 611 0.4

経常利益 1,630 2.1 1,743 2.1 2,954 1.9

Ⅵ　特別損失      

１．投資有価証券評価損 － － － － － － 10 10 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

1,630 2.1 1,743 2.1 2,943 1.9

法人税、住民税及び
事業税

656 731 1,293

法人税等調整額 9 666 0.8 △34 696 0.8 △81 1,212 0.8

中間（当期）純利益 963 1.3 1,047 1.3 1,730 1.1
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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 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

中間連結会計期間

中の変動額
          

剰余金の配当

（注）
  △170  △170     △170

役員賞与（注）   △21  △21     △21

中間純利益   963  963     963

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）

     △39 △4 △1 △45 △45

中間連結会計期間

中の変動額合計

（百万円)

－ － 772 － 772 △39 △4 △1 △45 727

平成18年９月30日

残高（百万円）
2,054 1,984 7,738 △0 11,776 △10 △4 7 △7 11,769

 （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。

　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 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

中間連結会計期間

中の変動額
          

剰余金の配当   △204  △204     △204

中間純利益   1,047  1,047     1,047

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）

     △4 3 8 6 6

中間連結会計期間

中の変動額合計

（百万円)

－ － 843 － 843 △4 3 8 6 850

平成19年９月30日

残高（百万円）
2,054 1,984 9,348 △0 13,386 20 4 23 48 13,435
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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 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

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) 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 1,630 1,743 2,943

減価償却費 4 9 10

賞与引当金の増加額 8 3 7

役員賞与引当金の増減額（減少：△） 11 △23 23

退職給付引当金の増加額 12 8 16

役員退職慰労引当金の増加額 6 3 12

受取利息及び受取配当金 △3 △3 △5

支払利息 152 169 317

売上債権の増加額 △9,816 △1,557 △16

たな卸資産の増減額（増加：△） 321 △143 △2,605

買掛金の減少額 △723 △318 △137

未払金の増加額 41 1,871 145

役員賞与の支払額 △21 － △21

その他 680 327 △289

小計 △7,695 2,091 401

利息及び配当金の受取額 3 3 5

利息の支払額 △150 △169 △313

法人税等の支払額 △567 △752 △1,097

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,409 1,172 △1,003

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 △0 △1 △82

無形固定資産の取得による支出 － △2 －

その他 △125 32 △132

投資活動によるキャッシュ・フロー △125 28 △215

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 8,407 △734 645

配当金の支払額 △169 △203 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,237 △938 475

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 2

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

△297 262 △740

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,525 784 1,525

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※１ 1,227 1,047 784
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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　　　 １社

上海東棉半導体有限公司

　　 同　　左 　　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 　　同　　左

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、６

月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の中

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。

　　 同　　左 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。

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

　　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定)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

　　 同　　左 

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。

時価のないもの

　　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

　　 同　　左

②　デリバティブ

　　時価法を採用しております。

②　デリバティブ

　　 同　　左

②　デリバティブ

　　同　　左

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。

③　たな卸資産

　　 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

（会計方針の変更） 

　 当社は、法人税法の改正に伴い、

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。これに伴う損益への

影響は軽微であります。

①　有形固定資産

　　同　　左

 

 

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

②　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 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

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

②　賞与引当金

　　　　　同　　左

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。

③　役員賞与引当金

 　   ──────

 　  

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）

　当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しておりま

す。

  これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ11百万円減少して

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。

 （追加情報）

　前連結会計年度において、役

員賞与の支払いに充てるため、

支給見込額を計上しておりまし

たが、役員報酬制度の見直しに

伴ない、当中間連結会計期間よ

り役員賞与引当金の計上は行っ

ておりません。

 （会計方針の変更）

　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、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務に基づき計上

しております。

　　なお、当中間連結会計期間末

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

る当中間連結会計期間末要支給

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

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。

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

に基づく当中間連結会計期間末

要支給額を計上しております。

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

に基づく中間連結会計期間末要

支給額を計上しておりましたが、

平成19年６月に同制度を廃止し、

それ以降新規の引当計上を停止

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19年６月以前に就

任していた期間に応じて引当計

上した金額であります。

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。

(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、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、収益及び費用は在外子会社の

中間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、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。

　　　　　同　　左

　　

　　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。
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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）

(5) 重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

　　　　　同　　左 　　　　　　同　　左

(6) 重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

将来の外貨建予定取引に係る

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

①　ヘッジ会計の方法

　　　 同　　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 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

　　　 同　　左 　　　 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

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

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　 同　　左

(7) その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　　消費税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

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
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成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、11,773百万円であります。

　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、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

（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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　56百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　  45百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　37百万円

※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。当中間連結会

計期間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。

※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。当中間連結会

計期間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。

※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 10,000百万円

借入未実行残高     －百万円

コミットメントラインの総額

10,000百万円

借入実行残高     5,000百万円

借入未実行残高  5,000百万円

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．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末日

は金融機関の休日であったため、

次の満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれております。 

受取手形　　         406百万円

※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末日

は金融機関の休日であったため、

次の満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれております。 

受取手形　　         113百万円

※３．当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　　         307百万円

（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。

荷造運賃   78百万円

給与手当及び賞与   305百万円

賞与引当金繰入額   104百万円

役員賞与引当金繰

入額 
11百万円

退職給付費用   28百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
 6百万円

賃借料   120百万円

減価償却費  4百万円

荷造運賃     84百万円

給与手当及び賞与   345百万円

賞与引当金繰入額   107百万円

退職給付費用     34百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
  3百万円

賃借料    171百万円

減価償却費   9百万円

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

の

該当事項はありません

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  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19年６月25日

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

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

の

該当事項はありません
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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 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）基準日が当連結会計年度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

（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）

※１．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

※１．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

※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   1,227百万円

現金及び現金同等物   1,227百万円

現金及び預金勘定   1,047百万円

現金及び現金同等物   1,047百万円

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

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 14 4 10

無形固定資産 139 52 87

合計 154 56 97

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 11 4 6

無形固定資産 161 70 91

合計 173 75 97

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 11 3 7

無形固定資産 119 53 66

合計 131 57 74

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内   30百万円

１年超  68百万円

合計   98百万円

１年内     34百万円

１年超    64百万円

合計     99百万円

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

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料   15百万円

減価償却費相当額   15百万円

支払利息相当額  0百万円

支払リース料     18百万円

減価償却費相当額     17百万円

支払利息相当額   0百万円

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

(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年内 3百万円

１年超 6百万円

合計 9百万円

１年内  2百万円

１年超  3百万円

合計  6百万円

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）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．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。

２．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 217 200 △17

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

合計 217 200 △17

３．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。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．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。

２．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 207 242 35

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

合計 207 242 35

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間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
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前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．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。

２．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 207 250 43

 (2) 債券 － － －

 (3) その他 － － －

 合計 207 250 43

３．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
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（デリバティブ取引関係）

対象物
の種類

取引の種類

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）

契約
額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価
損益

(百万円)

契約
額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価
損益

(百万円)

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(買建) 2 2 0 76 76 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。

（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（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）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）にお

いて、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。

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）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益

　　売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高 65,929 10,049 75,978 － 75,978

　　（２）セグメント間の内部売上高 926 120 1,047 (1,047) －

計 66,856 10,169 77,025 (1,047) 75,978

　　営業費用 65,516 9,826 75,343 (1,047) 74,295

　　営業利益 1,340 342 1,682 0 1,683

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）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益

　　売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高 71,416 12,301 83,717 － 83,717

　　（２）セグメント間の内部売上高 1,389 341 1,730 (1,730) －

計 72,805 12,642 85,448 (1,730) 83,717

　　営業費用 71,493 12,083 83,576 (1,730) 81,845

　　営業利益 1,312 559 1,872 － 1,872
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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）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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

（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

　　（前中間連結会計期間）

「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．（３）③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は11百万円増加し、営業利益が同

額減少しております。 

　　（当中間連結会計期間）

　該当事項はありません。

　　（前連結会計年度）

「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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 17,020 43 17,063

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 75,978

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.4 0.1 22.5

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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 19,431 675 20,107

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 83,717

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 0.8 24.0

  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 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。
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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 1,730円28銭

１株当たり中間純利益金額    141円69銭

１株当たり純資産額 1,975円28銭

１株当たり中間純利益金額    153円99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

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（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。

２．１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)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 963 1,047 1,730

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 963 1,047 1,730

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,801 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．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 1,102 1,006 760

２．受取手形 ※５ 1,458 616 1,087

３．売掛金 35,411 28,002 26,029

４．たな卸資産 6,862 9,849 9,731

５．その他 ※２ 776 1,578 1,927

流動資産合計 45,612 98.7 41,053 98.4 39,537 98.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 20 85 92

２．無形固定資産 7 5 6

３．投資その他の資産 570 575 618

固定資産合計 598 1.3 666 1.6 717 1.8

資産合計 46,211 100.0 41,720 100.0 40,254 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 6,056 6,405 6,683

２．短期借入金 ※４ 20,862 12,232 13,162

３．一年内返済予定
　　長期借入金

 － 1,000 1,000

４．未払金 5,608 7,583 5,711

５．引当金 115 106 126

６．その他 717 909 904

流動負債合計 33,361 72.2 28,238 67.7 27,588 68.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,000 － －

２．引当金 174 197 185

固定負債合計 1,174 2.5 197 0.5 185 0.5

負債合計 34,535 74.7 28,435 68.2 27,773 69.0
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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
 

 2,054 4.4  2,054 4.9  2,054 5.1

２．資本剰余金    

　(1)資本準備金 1,984 1,984 1,984

　資本剰余金合計 1,984 4.3 1,984 4.8 1,984 4.9

３．利益剰余金    

　(1)利益準備金 55 55 55

　(2)その他利益剰余金    

　　別途積立金 800 800 800

　　繰越利益剰余金 6,796 8,365 7,560

　利益剰余金合計 7,652 16.6 9,221 22.1 8,415 20.9

４．自己株式  △0 △0.0  △0 △0.0  △0 △0.0

株主資本合計 11,690 25.3 13,259 31.8 12,454 30.9

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券
評価差額金

 △10 △0.0  20 0.0  25 0.1

２．繰延ヘッジ損益  △4 △0.0  4 0.0  1 0.0

評価・換算差額等
合計

△14 △0.0 25 0.0 27 0.1

純資産合計 11,675 25.3 13,284 31.8 12,481 31.0

負債純資産合計 46,211 100.0 41,720 100.0 40,254 100.0
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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 75,541 100.0 82,952 100.0 150,678 100.0

Ⅱ　売上原価 72,901 96.5 79,977 96.4 145,551 96.6

売上総利益 2,640 3.5 2,974 3.6 5,126 3.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 965 1.3 1,153 1.4 2,033 1.3

営業利益 1,674 2.2 1,821 2.2 3,093 2.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 243 0.3 273 0.3 457 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 293 0.4 395 0.5 606 0.4

経常利益 1,624 2.1 1,698 2.0 2,944 2.0

Ⅵ　特別損失  － －  － －  10 0.1

税引前中間（当
期）純利益

1,624 2.1 1,698 2.0 2,933 1.9

法人税、住民税及
び事業税

655 724 1,292

法人税等調整額 9 665 0.8 △34 689 0.8 △81 1,211 0.8

中間（当期）純利
益

958 1.3 1,009 1.2 1,722 1.1
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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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △170 △170  △170

役員賞与（注）      △21 △21  △21

中間純利益      958 958  958

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）
－ － － － － 767 767 － 767

平成18年９月30日残高

（百万円）
2,054 1,984 1,984 55 800 6,796 7,652 △0 11,690

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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △170

役員賞与（注）    △21

中間純利益    958

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△39 △4 △43 △43

中間会計期間中の変動額

合計（百万円）
△39 △4 △43 724

平成18年９月30日残高

（百万円）
△10 △4 △14 11,675

 （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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △204 △204  △204

中間純利益      1,009 1,009  1,009

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）
－ － － － － 805 805 － 805

平成19年９月30日残高

（百万円）
2,054 1,984 1,984 55 800 8,365 9,221 △0 13,259

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19年３月31日残高

（百万円）
25 1 27 12,481

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △204

中間純利益    1,009

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△4 3 △1 △1

中間会計期間中の変動額

合計（百万円）
△4 3 △1 803

平成19年９月30日残高

（百万円）
20 4 25 13,284
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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

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

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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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

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）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

同　　左

 

 

 

 

 

(1) 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）を採用しております。

 

 

時価のないもの

　　　　 移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同　　左

(2) デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2) デリバティブ

同　　左

(2) デリバティブ

同　　左

(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。

(3) たな卸資産

同　　左

(3) たな卸資産

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法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

(1) 有形固定資産

同　　左

 

 

 

 

 

 

 

 

(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。

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、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。これに

伴う損益への影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産

同　　左

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　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

(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

(2）賞与引当金

同　　左

(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。

(3）役員賞与引当金

──────
 

(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）

　当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それ

ぞれ11百万円減少しております。

 （追加情報）

　前事業年度において、役員賞

与の支払いに充てるため、支給

見込額を計上しておりましたが、

役員報酬制度の見直しに伴ない、

当中間会計期間より役員賞与引

当金の計上は行っておりません。

 （会計方針の変更）

　当事業年度より、「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。
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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) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務に基づき計上しております。

　なお、当中間会計期間末におけ

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中間会

計期間末要支給額の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

(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。

(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

づく当中間会計期間末要支給額を

計上しております。

(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

に基づく中間会計期間末要支給

額を計上しておりましたが、平

成19年６月に同制度を廃止し、

それ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19年６月以前に就任してい

た期間に応じて引当計上した金

額であります。

(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。

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．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係る為

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

①　ヘッジ会計の方法

同　　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 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

同　　左 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

③　ヘッジ方針

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）

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

④　ヘッジ有効性評価の方法

同　　左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

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

消費税等の会計処理

同　　左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成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、11,679百万円であります。

　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、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

（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）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

55百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

42百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

35百万円

※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

同　　左

──────

３．偶発債務

　債務保証

　金融機関からの借入金に対し、

債務保証を行っております。

３．偶発債務

　債務保証

　金融機関からの借入金に対し、

債務保証を行っております。

３．偶発債務

　債務保証

　金融機関からの借入金に対し、

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

129
借入金

保証先 金額
（百万円）

内容

上海東棉
半導体有
限公司

150
借入金

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．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。当中間会計期

間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。

※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。当中間会計期

間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。

※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 10,000百万円

借入未実行残高      －百万円

コミットメントラインの総額

10,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

借入未実行残高 5,000百万円

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．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、当中間会計期間末日は金

融機関の休日であったため、次の

満期手形が中間会計期間末日の残

高に含まれております。 

受取手形　　        406百万円

 ※５．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、当中間会計期間末日は金

融機関の休日であったため、次の

満期手形が中間会計期間末日の残

高に含まれております。 

受取手形　　         113百万円

 ※５．当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、当事業年度末日は金融機

関の休日であったため、次の満期

手形が事業年度末日の残高に含ま

れております。 

受取手形　　         307百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成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

仕入割引    219百万円 仕入割引    265百万円 仕入割引    442百万円

※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   149百万円

債権売却損   88百万円

支払利息    163百万円

債権売却損    177百万円

支払利息    311百万円

債権売却損    204百万円

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  2百万円

無形固定資産  1百万円

有形固定資産  7百万円

無形固定資産   1百万円

有形固定資産   6百万円

無形固定資産   2百万円

（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 80 － － 80

 　　　　合計 80 － － 80

 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 80 － － 80

 　　　　合計 80 － － 80

 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 80 － － 80

 　　　　合計 80 － － 80
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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．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 14 4 10

無形固定資産 139 52 87

合計 154 56 97

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

有形固定資産 11 4 6

無形固定資産 161 70 91

合計 173 75 97

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 11 3 7

無形固定資産 119 53 66

合計 131 57 74

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年内   30百万円

１年超   68百万円

合計    98百万円

１年内 34百万円

１年超     64百万円

合計      99百万円

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

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料   15百万円

減価償却費相当額   15百万円

支払利息相当額  0百万円

支払リース料     18百万円

減価償却費相当額     17百万円

支払利息相当額   0百万円

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

(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年内  3百万円

１年超  6百万円

合計  9百万円

１年内   2百万円

１年超   3百万円

合計   6百万円

１年内  3百万円

１年超   4百万円

合計    7百万円

（有価証券関係）

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

るものはありません。
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（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 1,716円52銭

１株当たり中間純利益金額 140円98銭

１株当たり純資産額 1,953円08銭

１株当たり中間純利益金額 148円37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

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（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。

２．１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)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 958 1,009 1,722

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

(うち利益処分による役員賞与金（百万円）) (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 958 1,009 1,722

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,801 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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６．品目別販売実績
 

品目別

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） 増減率

（％） 

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
（％）

メモリー 46,483 61.2 45,873 54.8 △1.3 93,911 62.0

システムLSI 9,093 11.9 13,973 16.7 53.7 16,748 11.0

半導体小計 55,576 73.1 59,846 71.5 7.7 110,660 73.0

液晶デバイス 14,665 19.3 18,248 21.8 24.4 29,647 19.6

その他 5,736 7.6 5,623 6.7 △2.0 11,274 7.4

合計 75,978 100.0 83,717 100.0 10.2 151,583 100.0

　（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） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

富士通株式会社 12,247 16.1 14,204 17.0 28,676 18.9

シャープ株式会社 7,921 10.4 9,628 11.5 16,181 10.7

三洋電機株式会社 3,165 4.2 8,693 10.4 7,676 5.1
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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～６月 19年７月～９月 19年10月～12月 20年１月～３月

売上高（百万円） 39,932 43,784 － －

売上総利益（百万円） 1,264 1,778 － －

営業利益（百万円） 720 1,152 － －

経常利益（百万円） 639 1,104 － －

税金等調整前四半期純利益（百万円） 639 1,104 － －

四半期純利益（百万円） 378 669 － －

１株当たり四半期純利益（円） 55.63 98.36 － －

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） 41,186 42,033 － －

純資産（百万円） 12,750 13,435 － －

１株当たり純資産（円） 1,874.56 1,975.28 － －

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △538 1,711 － －

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 32 △3 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 862 △1,800 － －

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 1,143 1,047 － －

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株当たり純資産（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
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