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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 174,614 15.2 3,636 17.0 3,531 19.5 2,098 21.2

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 308 52 － － 15.5 8.1 2.1

19年３月期 254 46 － － 14.7 7.5 2.0

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 47,188 14,435 30.6 2,122 19

19年３月期 40,428 12,585 31.1 1,850 26

（参考）自己資本 20年３月期 14,435百万円 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

20年３月期 △4,429 13 4,522 881

19年３月期 △1,003 △215 475 784

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  30 00 30 00 204 11.8 1.7

20年３月期 －  35 00 35 00 238 11.3 1.8

21年３月期（予想） －  35 00 35 00 － 14.7 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21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 170,000 △2.6 2,900 △20.2 2,750 △22.1 1,620 △22.8 238 17

 （注）当社は年次での業績管理を行っておりますので、中間期業績予想の記載を省略しております。
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４．その他

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

      

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、12ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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） 20年３月期 6,802,000株 19年３月期 6,802,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 80株 19年３月期 80株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 172,985 14.8 3,560 15.1 3,468 17.8 2,044 18.7

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 300 59 － －

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

20年３月期 46,879 14,273 30.4 2,098 44

19年３月期 40,254 12,481 31.0 1,834 95

（参考）自己資本 20年３月期 14,273百万円 19年３月期 12,481百万円

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添

付資料の4ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度（平成19年４月１日～平成20年３月31日）におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備

投資の増加や雇用環境の改善による緩やかな景気拡大基調を示しましたが、円高、原油価格の高騰やサブプライムロー

ン問題に端を発した世界的な金融不安の影響により、終盤にかけて景気の停滞色が強まり、先行きの不透明な状況とな

りました。

　また、個人消費につきましては、底堅く推移し、特に家電分野については、薄型テレビなどのデジタル家電やゲーム

機が好調のため、増加基調が続きました。その中でも、ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）は、高性能・高機能化への買

い替え需要が衰える気配もなく好調に推移しました。

　半導体業界におきましては、ウィンドウズ・ビスタ搭載パソコンの普及を見込み、各メーカーはＤＲＡＭを増産しま

した。しかし、需要は伸びず供給過剰を招き、ＤＲＡＭ価格は依然軟調な展開が続いております。一方、液晶パネルは、

世界的な液晶テレビの普及により、需給の逼迫状態が続いております。また、当社の大きなマーケットの一つであるデ

ジタル家電業界においては、選択と集中を軸に事業再編が一気に加速しており、今後の動向に目が離せない状況であり

ます。

　このような状況の中で、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

向けに伸長し、ＳＯＣ（システムオンチップ）も、前年度とは一転し、ＤＳＣ向け中心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、ＤＶＤレコーダー向けに増加となりました。

　この結果、当連結会計年度の実績は、売上高1,746億14百万円（前年同期比15.2％増）、営業利益36億36百万円（前年

同期比17.0％増）、経常利益35億31百万円（前年同期比19.5％増）、当期純利益20億98百万円（前年同期比21.2％増）

となりました。

　当連結会計年度の品目別の業績は、次のとおりであります。

　なお、当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、品目別の業績を記載しており

ます。

（メモリー半導体）

　ＭＣＰが携帯電話及びＤＳＣ向けに拡大し、今やメモリー半導体の主力商品にまで成長し、売上高は前年同期比で大

幅な伸びを示しております。しかしＤＲＡＭは、価格下落によりビット換算した数量ベースで大幅な伸びを示したもの

の、金額ベースでは伸び悩み、ＦＬＡＳＨメモリーも価格下落が続きました。

　この結果、メモリー半導体の売上高は877億64百万円（前年同期比6.5％減）となりました。

（システムＬＳＩ）

　システムＬＳＩはＳＯＣがＤＳＣ向けに大幅に伸長し、ＣＭＯＳイメージセンサーも携帯電話向けに堅調な伸びを示

しました。また、ＬＣＤドライバーは前半伸び悩んだものの、後半にかけ中小型テレビ向けを中心に需要が高まり、堅

調に推移しました。

　この結果、システムＬＳＩの売上高は307億５百万円（前年同期比83.3％増）となりました。

（液晶デバイス）

　液晶パネル需給が逼迫する環境の下、大幅な需要増に支えられたことに加え、ノートパソコン及びモニター用に価格

も堅調に推移しました。

　この結果、液晶デバイスの売上高は439億44百万円（前年同期比48.2％増）となりました。

（その他）

　ハイビジョン録画への対応等、ファイルの高容量化が進む中、ＨＤＤがパソコン及びその周辺機器、ＤＶＤレコーダー

向けに増加しましたが、蛍光表示管等は減少となりました。

　この結果、その他の売上高は122億円（前年同期比8.2％増）となりました。

　　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本

　ＦＬＡＳＨメモリーの売上高が前年同期比で減少し、またＤＲＡＭ価格も下落傾向が続きましたが、ＤＳＣ向け中心

に、ＭＣＰ及びＳＯＣの売上高が前年同期に比べ大幅に増加したため、売上高は1,484億14百万円（前年同期比　12.6％

増）、営業利益は26億67百万円（前年同期比8.9％増）となりました。

②　アジア

　ＤＶＤプレイヤー向けを中心にＳＯＣの取り扱いが大幅に増えました。また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261億99百万円（前年同期比32.1％増）、営業利益は９

億69百万円（前年同期比47.0％増）となりました。
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 (次期の見通し）

　次期の見通しといたしましては、為替、原油価格の動向、そして収束の兆しが見えないサブプライムローン問題に

起因する金融市場の混乱及び米国経済の減速など、先行きに不透明感が強まっており、経済環境は予断を許さない状

況が続くと予想されます。

　半導体業界におきましても、８月に北京五輪が開催されるものの、イベントを見込んだ家電需要の盛り上がりに欠

けており、企業の設備投資にも陰りが見えてきております。また、選択と集中を軸にした事業再編の流れは当分続く

と予想され、その動向によっては当社グループにとってマイナス要因となる可能性もあります。

　その一方、次世代ＤＶＤ規格争いの決着によるブルーレイの普及をはじめとした次世代デジタル家電の拡大、ＤＲ

ＡＭ価格の底打ち感の高まり、ウィンドウズ・ビスタ搭載ＰＣへの買い替えなど明るい材料もあります。当社グルー

プは、商社独自の構想力、企画力、営業力を徹底的に鍛え上げ、仕入先と顧客の先導役を果たせるよう、営業活動に

注力してまいります。

　しかしながら、上述の厳しい環境に加え、デジタル家電業界の事業再編等による影響や、将来の事業拡大を見据え

た人材補強等に伴う経費増もあり、業績見通しは厳しいものと予想しております。その結果、平成21年３月期は、売

上高1,700億円（前年同期比2.6％減）、営業利益29億円（前年同期比20.2％減）、経常利益27億50百万円（前年同期

比22.1％減）、当期純利益は16億20百万円（前年同期比22.8％減）と見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

  当連結会計年度末の総資産は、471億88百万円（前年同期比16.7％増）となりました。これは主に売上高増加に伴う

たな卸資産、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。一方、負債は327億53百万円（前年同期比17.6％増）

となりました。主な増加要因は、売上高伸長に伴い運転資金の需要が増え短期借入金が増加したことによるものであ

ります。

純資産は144億35百万円（前年同期比14.7％増）となりました。主な増加要因は、当期純利益の計上によるものであり

ます。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

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

減少しましたが財務活動によるキャッシュ・フローが増加したため、前連結会計年度末に比べ96百万円増加（前年同

期比12.3％増）し、当連結会計年度末では８億81百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は44億29百万円（前年同期比341.6％増）となりました。これ

は主にたな卸資産の増加44億26百万円、法人税等の支払額13億90百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は13百万円（前年同期は２億15百万円の使用）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）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は45億22百万円（前年同期比850.7％増）となりました。これ

は主に短期借入金の増加　57億26百万円、長期借入金の返済10億円によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 22.9 32.3 29.2 31.1 30.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
44.1 51.1 50.0 37.6 20.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
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（注）１．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、利子を払っている全ての負債を対象とし

ております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、株主には安定的かつ継続的な利益の還元を

果たすべく業績の向上に努めるとともに、経営基盤の強化のための内部留保の充実も勘案しつつ、業績に相応しい配

当を行うことを利益配分の基本方針としております。

　また、内部留保金につきましては、経営基盤の強化及び事業拡大に伴う資金需要に備える所存であります。

　当期は過去最高の売上高及び当期純利益を達成したため、上記の方針を踏まえ、期末利益配当金につきましては、

当初予定の30円に５円増配し、35円配当を実施します。

　公平な株主還元を鑑み、配当金に重きを置いた株主優待制度の見直しにより、次期は前述のとおり当期と比べ減収

減益の見込みでありますが、配当につきましては35円を維持する予定です。

(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/financial.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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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
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、当社の経営理念である「先端ニーズの未来を見据え、最新の情報でグローバルなパートナーシップを構築

します」のもと、顧客に密着したきめ細かなサービスを提供し、顧客に満足していただくことを経営の基本方針とし

ております。

(2）目標とする経営指標

　当社は、連結売上高2,000億円を平成23年３月期までに達成することを経営目標として設定、全社一丸となって邁進

努力してまいります。

　平成19年３月期決算短信（平成19年４月25日開示）内において、当該目標を平成22年３月期までに達成する旨を記

載しておりましたが、近年のＤＲＡＭ及びＦＬＡＳＨ価格の大幅な下落等、不透明な半導体市況を鑑み目標達成年を

１年延ばすこととしました。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は設立以来、世界第２位の半導体メーカーである韓国サムスン電子社製半導体及び電子部品の取り扱いに特化

した事業展開を行ってまいりました。

　韓国サムスン電子社は、他社に先駆けた超微細加工による高容量の半導体を開発し、特にＤＲＡＭ、ＦＬＡＳＨメ

モリー、ＭＣＰ（マルチチップパッケージ）などのメモリー半導体市場で高い競争力を堅持しているほか、ＳＯＣ（シ

ステムオンチップ）、ＬＣＤドライバー及びＣＭＯＳイメージセンサーなどのシステムＬＳＩにおいても高い成長性

を維持しております。さらに、液晶パネル分野においてはノートパソコンやモニター向けの大型液晶パネルで世界トッ

プクラスの地位を維持しております。このほか、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）やＳＳＤ（ソリッドステートディ

スク）も世界の主要メーカーへの取引実績を活かし着実にシェアを拡大しております。

　当社は経営資源を集中し、より効率的な経営を行い、韓国サムスン電子社の市場戦略に沿ってエレクトロニクス分

野でのトータルソリューション商社を目指すことを経営戦略の基本と捉えております。　

　当連結会計年度につきましては、組織体系を新たに見直し、既存戦力の更なる強化や精鋭人材の確保を目的に人事

部を独立させたほか、営業面では、顧客、地域そして商品別によりきめ細やかな営業活動を行うべく、「営業本部」

を分割し、新たに「東日本営業本部」「西日本営業本部」「システムＬＳＩ営業本部」を新設しました。

(4）会社の対処すべき課題

　次の課題に取り組んでまいります。

 ①メモリー半導体、システムＬＳＩ、液晶パネル及びＨＤＤなどの商品群を活かして、トータルソリューションの提

案力を強化し顧客満足度を高めること。

 ②グローバリゼーションが進む中、海外に生産拠点を移転する顧客企業が増加しておりますが、当社の海外拠点を活

用することにより国内・海外の両面でサポートができる体制作りと地域密着営業体制の確立を図ること。

 ③少数精鋭・効率経営を可能にするための人材の育成・増強を行い、仕入先メーカーと顧客との間の信頼関係をより

強固に構築すること。

 ④経営資源である人・物・金を最大限活用できるよう経営基盤の整備を行うとともに、的確なリスク管理を行うこと

によって不測の事態に備えること。

 ⑤企業の社会的責任の重要性を認識し、内部統制の構築とともにコンプライアンス体制を充実すること。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   784   881   

２．受取手形及び売掛金 ※2  27,184   28,271   

３．たな卸資産   9,839   14,269   

４．繰延税金資産   196   108   

５．その他   1,739   3,068   

流動資産合計   39,744 98.3  46,598 98.8 6,854

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  73   79    

減価償却累計額  3 70  14 65   

(2) 車両運搬具  19   16    

減価償却累計額  15 4  14 2   

(3) その他  37   39    

減価償却累計額  18 18  22 17   

有形固定資産合計   93 0.2  85 0.2 △7

２．無形固定資産   8 0.0  5 0.0 △2

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   260   138   

(2) 繰延税金資産   67   126   

(3) その他   254   232   

投資その他の資産合計   582 1.5  497 1.0 △84

固定資産合計   684 1.7  589 1.2 △95

資産合計   40,428 100.0  47,188 100.0 6,759
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   6,669   5,940   

２．短期借入金 ※1  13,245   18,130   

３．一年内返済予定長期
借入金

  1,000   -   

４．未払法人税等   740   694   

５．賞与引当金   103   103   

６．役員賞与引当金   23   -   

７．未払金   5,711   7,595   

８．その他   164   77   

流動負債合計   27,658 68.4  32,542 69.0 4,884

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   125   146   

２．役員退職慰労引当金   60   63   

固定負債合計   185 0.5  210 0.4 24

負債合計   27,843 68.9  32,753 69.4 4,909

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,054 5.1  2,054 4.4 －

２．資本剰余金   1,984 4.9  1,984 4.2 －

３．利益剰余金   8,505 21.0  10,399 22.0 1,894

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0 －

　　株主資本合計   12,543 31.0  14,437 30.6 1,894

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  25 0.1  △46 △0.1 △72

２．繰延ヘッジ損益   1 0.0  25 0.1 23

３．為替換算調整勘定   14 0.0  18 0.0 3

　　評価・換算差額等合計   41 0.1  △2 △0.0 △44

純資産合計   12,585 31.1  14,435 30.6 1,849

負債純資産合計   40,428 100.0  47,188 100.0 6,759
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   151,583 100.0  174,614 100.0 23,031

Ⅱ　売上原価   146,409 96.6  168,588 96.5 22,178

売上総利益   5,173 3.4  6,025 3.5 852

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  2,065 1.4  2,389 1.4 324

営業利益   3,108 2.0  3,636 2.1 528

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1   1    

２．受取配当金  3   5    

３．仕入割引  442   571    

４．為替差益  4   78    

５．その他  5 457 0.3 8 664 0.4 206

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  317   324    

２．債権売却損  204   374    

３．支払手数料  22   4    

４．その他  67 611 0.4 65 769 0.5 157

経常利益   2,954 1.9  3,531 2.0 577

Ⅵ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  10 10 0.0 － － － △10

税金等調整前当期純利
益

  2,943 1.9  3,531 2.0 587

法人税、住民税及び事
業税

 1,293   1,370    

法人税等調整額  △81 1,212 0.8 62 1,432 0.8 220

当期純利益   1,730 1.1  2,098 1.2 367
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

連結会計年度中の
変動額

剰余金の配当   △204  △204     △204

当期純利益   2,098  2,098     2,098

株主資本以外の
項目の連結会計
年度中の変動額
（純額）

     △72 23 3 △44 △44

連結会計年度中の
変動額合計
（百万円）

－ － 1,894 － 1,894 △72 23 3 △44 1,849

平成20年３月31日
残高
（百万円）

2,054 1,984 10,399 △0 14,437 △46 25 18 △2 14,435
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  2,943 3,531  

減価償却費  10 19  

賞与引当金の増加額  7 0  

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  23 △23  

退職給付引当金の増加額  16 21  

役員退職慰労引当金の増加額  12 3  

受取利息及び受取配当金  △5 △6  

支払利息  317 324  

為替差損益（差益：△）  － △833  

投資有価証券評価損  10 －  

売上債権の増加額  △16 △1,083  

たな卸資産の増加額  △2,605 △4,426  

前渡金の増加額  － △1,287  

買掛金の減少額  △137 △729  

未払金の増加額  145 1,884  

役員賞与の支払額  △21 －  

その他  △300 △112  

小計  401 △2,717 △3,119

利息及び配当金の受取額  5 6  

利息の支払額  △313 △326  

法人税等の支払額  △1,097 △1,390  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,003 △4,429 △3,426

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △10 －  

有形固定資産の取得による支出  △82 △10  

無形固定資産の取得による支出  － △2  

その他  △122 26  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △215 13 229

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  645 5,726  

長期借入金の返済による支出  － △1,000  

配当金の支払額  △169 △204  

財務活動によるキャッシュ・フロー  475 4,522 4,047

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  2 △10 △13

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△）  △740 96 836

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,525 784 △740

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 784 881 96
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

 

連結子会社の数　　　　　　１社

　　上海東棉半導体有限公司

同　　左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社の数　　　　－社 同　　左

３．連結子会社の事業年度に

関する事項

連結子会社の決算日は、12月31日であ

ります。連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間で生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

同　　左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

　　　その他有価証券

　　時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

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。

①　有価証券

　　　その他有価証券

    時価のあるもの　

　         同　　左

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。

　③　たな卸資産

移動平均法による原価法を採用して

おります。

　②　デリバティブ

同　　左

　③　たな卸資産

同　　左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

        　4～18年

①　有形固定資産

同　　左　　

（会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、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。 
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（追加情報） 

当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償

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。

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

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年以内）に基づく定額法を採用し

ております。

②　無形固定資産

同　　左

(3) 重要な引当金の計上基

準

　①　貸倒引当金

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

　①　貸倒引当金

同　　左

　②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。

　②　賞与引当金

同　　左

 

 

　③　役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（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。

　③　役員賞与引当金

        ───────── 

（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、当連結会計年度より役員賞

与引当金の計上は行っておりません。

 

 

　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当たっては、自己

都合退職による当連結会計年度末要支

給額の100％を退職給付債務とする方法

によって計上しております。

　④　退職給付引当金

　　　　　　 同　　左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

 

　⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

　⑤　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規定に基づく連結

会計年度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、当連結会計

年度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。　　　　

 　(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債、

収益及び費用は在外子会社の決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は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 

 (5) 重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同　　左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　将来の外貨建予定取引にかかる為替

予約については、繰延ヘッジ処理を採

用しております。また、金利スワップ

の特例処理の要件を満たす金利スワッ

プ取引については、特例処理を採用し

ております。

①　ヘッジ会計の方法

  同　　左

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建予定取引

金利スワップ 借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 

　　　  同 　左

 

 

③　ヘッジ方針

　将来の外貨建取引に係る為替変動リ

スクを最小限にとどめ、適切な利益管

理を行う目的から先物為替予約を行

い、為替変動リスクをヘッジしており

ます。また、借入金に係る金利変動リ

スクをヘッジする目的で金利スワップ

取引を行っております。

③　ヘッジ方針

同　　左

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して、相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を相殺できる

ものと想定することができるため、ヘッ

ジ有効性の判定は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同　　左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同　　左

６．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

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

                ───────── （連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ロー「その他」に含めて表示しておりました「為替差損

益」及び「前渡金の増加額」については、当連結会計年

度においてその重要性が高くなったため、当連結会計年

度より区分掲記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「為替差損益」は0百万円であり、「前渡金の増加額」

は703百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※1   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        　　　　　9,400百万円
　　  ──────────────────────

借入未実行残高            　　　600百万円

※1   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

※2 　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をしております。

  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 

※2 　　　　　　 ─────────

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

荷造運賃    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

荷造運賃       216百万円

給与手当及び賞与    792百万円

賞与引当金繰入額    103百万円

退職給付費用  　66百万円

役員退職慰労引当金繰入額  3百万円

賃借料 331百万円

減価償却費 19百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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 6,802,000 － － 6,802,000

合計 6,802,000 － － 6,802,000

自己株式

普通株式 80 － － 80

合計 80 － － 80

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月23日

定時株主総会
普通株式 170 25 平成18年3月31日 平成18年6月23日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 6,802,000 － － 6,802,000

合計 6,802,000 － － 6,802,000

自己株式

普通株式 80 － － 80

合計 80 － － 80

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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　　　　 次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月23日

定時株主総会
普通株式 238 利益剰余金 35 平成20年3月31日 平成20年6月24日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定       881百万円

現金及び現金同等物       881百万円
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額
相 当 額

（百万円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（百万円）

期末残高
相 当 額

（百万円）

有形固定資産
(その他)

11 3 7

無形固定資産 119 53 66

合計 131 57 74

 

取得価額
相 当 額

（百万円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（百万円）

期末残高
相 当 額

（百万円）

有形固定資産
(その他)

11 6 5

無形固定資産 161 86 75

合計 173 92 80

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 26百万円

１年超 48百万円

合計 75百万円

１年内 34百万円

１年超   47百万円

合計   82百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 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

支払リース料   36百万円

減価償却費相当額   34百万円

支払利息相当額  1百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　　左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同　　左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  3百万円

１年超 4百万円

合計 7百万円

１年内   2百万円

１年超  2百万円

合計 4百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（１）株式 197 241 43

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 197 241 43

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）株式 9 9 －

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 9 9 －

合　　　計 207 250 43

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券　　

該当事項はありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　　　　　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 10

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

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（平成20年３月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（１）株式 9 9 0

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 9 9 0

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）株式 197 119 △78

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

小　　　計 197 119 △78

合　　　計 207 128 △78

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券　　

該当事項はありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　　　　　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式  10

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

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

　１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1) 取引の内容

当社は、通貨関連では先物為替予約取引、金利関連で

は金利スワップ取引を行っております。

(1) 取引の内容

同　　左

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機目的のための取引は

行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同　　左

(3) 取引の利用目的

先物為替予約取引は、通常の営業過程における輸出取

引及び輸入取引から生じる外貨建金銭債権債務の為替相

場の変動によるリスクを軽減する目的で、また、金利ス

ワップ取引は借入金に係る金利変動リスクを軽減する目

的で利用しております。

(3) 取引の利用目的

同　　左

 

(4) 取引に係るリスクの内容

先物為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は将来の金利変動によるリスクを有し

ております。なお、当社のデリバティブ取引の契約先は、

いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の契

約不履行によるリスクは、ほとんどないと判断しており

ます。

(4) 取引に係るリスクの内容

同　　左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の契約は、当社の営業部、業務部、

リスク管理部及び経理部にて承認を受け、執行及び管理

はすべて経理部にて行います。全体の残高状況及び評価

損益状況は経理部にて把握しており、随時経理部長に報

告されます。経理部長は、必要と認められる場合にポジ

ション状況等を社長に報告しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の契約は、当社の営業部、総務部、

リスク管理部及び経理部にて承認を受け、執行及び管理

はすべて経理部にて行います。全体の残高状況及び評価

損益状況は経理部にて把握しており、随時経理部長に報

告されます。経理部長は、必要と認められる場合にポジ

ション状況等を社長に報告しております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同　　左

２．取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

 
前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

区分 種類
契約額等

(百万円)

うち１年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

契約額等

(百万円)

うち１年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以

外の取引

為替予約取引         

買建         

米ドル 9 － 9 0 123 － 123 △0

 合　計 9 － 9 0 123 － 123 △0

（注）１．為替予約の時価は、先物為替相場により算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載対象から除いております。
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(2）金利関連

前連結会計年度（平成19年３月31日）

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

当連結会計年度（平成20年３月31日）

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

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

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

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

　　　　　おります。

 　　　　   なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

 　　　　(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在）

　年金資産の額     7,750百万円

　年金財政計算上の給付債務の額     7,211百万円

差引額      539百万円

         (2)制度全体に占める当社グループの加入人数割合（平成19年３月31日現在）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.3％　　　　　　　　　　　

         (注) 年金制度全体の積立状況については、入手可能な直近時点の年金財政計算に基づく数値として、平成

　　　　　　  19年３月31日時点の数値を記載しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付債務（百万円）

退職給付引当金（百万円）

125

125

146

146

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

  　（追加情報）

        当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19年

　　　　５月15日）を適用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（百万円）

(1) 勤務費用（百万円）

(2) 厚生年金基金への要拠出額（従業員拠

出額を除く）（百万円）

56

29

27

66

37

29

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

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）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 54

賞与引当金 41

役員賞与引当金 9

売掛金 86

その他 4

繰延税金資産合計 197

繰延税金負債  

 　繰延ヘッジ損益 △1

繰延税金負債合計 △1

繰延税金資産の純額 196

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 50

役員退職慰労引当金 24

その他 9

繰延税金資産合計 84

繰延税金負債  

 　その他有価証券評価差額金 △17

繰延税金負債合計 △17

繰延税金資産の純額 67

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 42

賞与引当金 42

売掛金 19

その他 21

繰延税金資産合計 125

繰延税金負債  

 　繰延ヘッジ損益 △17

繰延税金負債合計 △17

繰延税金資産の純額 108

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 59

役員退職慰労引当金 25

その他有価証券評価差額金 36

その他 4

繰延税金資産合計 126

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

同　　左

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益      

　　売上高      

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

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

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

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

　　営業利益 2,448 659 3,107 0 3,108

Ⅱ 資産 36,053 4,646 40,700 (271) 40,428

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・中国、ホンコン、シンガポール

　　　３．会計方針の変更

　　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(3)③に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第4号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は23百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益      

　　売上高      

　　（１）外部顧客に対する売上高 148,414 26,199 174,614 － 174,614

　　（２）セグメント間の内部売上高 3,037 584 3,621 (3,621) －

計 151,452 26,784 178,236 (3,621) 174,614

　　営業費用 148,785 25,815 174,600 (3,621) 170,978

　　営業利益 2,667 969 3,636 0 3,636

Ⅱ 資産 41,264 6,368 47,632 (444) 47,188

（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
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ｃ．海外売上高

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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 42,777 1,435 44,213

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 174,614

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.5 0.8 25.3

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・中国、ホンコン、シンガポール

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
(％)

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主

日本サ

ムスン

株式会

社

東京都

港区
8,330

輸出入及

び販売

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部

品の同

社から

の仕入

(特約

店)

商品の仕

入
128,115 買掛金 6,052

仕入割引 442 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

電子部品の仕入は市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。

仕入割引については、割引率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
(％)

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主

日本サ

ムスン

株式会

社

東京都

港区
8,330

輸出入及

び販売

(被所有)

直接12.2

兼任

１名

電子部

品の同

社から

の仕入

(特約

店)

商品の仕

入
143,162 買掛金 5,204

仕入割引 571 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

電子部品の仕入は市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。

仕入割引については、割引率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額      2,122円19銭

１株当たり当期純利益金額    308円52銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,730 2,098

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,730 2,098

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,801 6,801

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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５．品目別販売実績

品目別

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

メモリー 93,911 62.0 87,764 50.2

システムLSI 16,748 11.0 30,705 17.6

半導体小計 110,660 73.0 118,470 67.8

液晶デバイス 29,647 19.6 43,944 25.2

その他 11,274 7.4 12,200 7.0

合計 151,583 100.0 174,614 100.0

　（注）１．当社グループの事業は、半導体及び電子部品の販売事業の単一事業であるため、品目別の販売実績を記載し

ております。

２．最近２年間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりでありま

す。

相手先

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

富士通株式会社 28,676 18.9 30,121 17.3

シャープ株式会社 16,181 10.7 18,679 10.7
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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 47,281 43,615

売上総利益（百万円） 1,264 1,778 1,666 1,316

営業利益（百万円） 720 1,152 1,078 685

経常利益（百万円） 639 1,104 1,063 723

税金等調整前四半期純利益（百万円） 639 1,104 1,063 723

四半期純利益（百万円） 378 669 615 435

１株当たり四半期純利益（円） 55.63 98.36 90.49 64.04

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 46,132 47,188

純資産（百万円） 12,750 13,435 13,997 14,435

１株当たり純資産（円） 1,874.56 1,975.28 2,057.87 2,122.19

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △538 1,711 △2,973 △2,628

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 32 △3 △12 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 862 △1,800 2,748 2,712

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 1,143 1,047 809 881

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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６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   760   751   

２．受取手形 ※3  1,087   1,195   

３．売掛金   26,029   26,979   

４．商品   9,731   14,184   

５．前渡金   1,044   2,320   

６．前払費用   17   2   

７．繰延税金資産   196   108   

８．未収消費税等   432   554   

９．未収入金   135   74   

10．その他   100   98   

流動資産合計   39,537 98.2  46,270 98.7 6,733

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物  73   79    

減価償却累計額  3 70  14 65   

(2)車両運搬具  19   16    

減価償却累計額  15 4  14 2   

(3)工具器具備品  34   36    

減価償却累計額  16 17  19 16   

有形固定資産合計   92 0.3  84 0.2 △7

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   5   3   

(2)その他   1   0   

無形固定資産合計   6 0.0  3 0.0 △2

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   260   138   

(2)関係会社出資金   35   35   

(3)繰延税金資産   67   126   

(4)その他   254   219   

投資その他の資産合計   618 1.5  520 1.1 △97

固定資産合計   717 1.8  608 1.3 △108

資産合計   40,254 100.0  46,879 100.0 6,625
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   6,683   5,875   

２．短期借入金 ※2  13,162   18,050   

３.一年内返済予定長期借
入金

  1,000   －   

４．未払金   5,711   7,595   

５．未払費用   20   20   

６．未払法人税等   740   693   

７．前受金   131   42   

８．預り金   10   10   

９．賞与引当金   103   103   

10．役員賞与引当金   23   －   

11．その他   2   2   

流動負債合計   27,588 68.5  32,396 69.1 4,807

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   125   146   

２．役員退職慰労引当金   60   63   

固定負債合計   185 0.5  210 0.5 24

負債合計   27,773 69.0  32,606 69.6 4,832

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,054 5.1  2,054 4.4 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,984   1,984    

資本剰余金合計   1,984 4.9  1,984 4.2 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  55   55    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  800   800    

繰越利益剰余金  7,560   9,401    

利益剰余金合計   8,415 20.9  10,256 21.9 1,840

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0 －

株主資本合計   12,454 30.9  14,294 30.5 1,840

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  25 0.1  △46 △0.1 △72

２．繰延ヘッジ損益   1 0.0  25 0.0 23

評価・換算差額等合計   27 0.1  △21 △0.1 △48

純資産合計   12,481 31.0  14,273 30.4 1,792

負債純資産合計   40,254 100.0  46,879 100.0 6,625
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   150,678 100.0  172,985 100.0 22,307

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  7,209   9,731    

２．当期商品仕入高  148,073   171,522    

合計  155,283   181,254    

３．商品期末たな卸高  9,731 145,551 96.6 14,184 167,069 96.6 21,517

売上総利益   5,126 3.4  5,916 3.4 789

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．荷造運賃  152   215    

２．役員報酬  80   142    

３．給与手当  583   641    

４．賞与  134   142    

５．賞与引当金繰入額  103   103    

６．役員賞与引当金繰入額  23   －    

７．退職給付費用  56   66    

８．役員退職慰労引当金繰
入額

 12   3    

９．法定福利費  94   104    

10．交際費  73   91    

11．旅費交通費  97   108    

12．賃借料  239   324    

13．支払リース料  37   44    

14．減価償却費  9   18    

15．その他  333 2,033 1.3 348 2,356 1.3 322

営業利益   3,093 2.1  3,560 2.1 466

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  0   0    

２．受取配当金  3   5    

３．仕入割引  442   571    

４．為替差益  6   80    

５．その他  3 457 0.3 8 666 0.4 208

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  311   313    

２．債権売却損  204   374    

３．支払手数料  22   4    

４．その他  67 606 0.4 65 758 0.5 152

経常利益   2,944 2.0  3,468 2.0 523

Ⅵ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  10 10 0.1 － － － △10

税引前当期純利益   2,933 1.9  3,468 2.0 534

法人税、住民税及び事
業税

 1,292   1,361    

法人税等調整額  △81 1,211 0.8 62 1,423 0.8 212

当期純利益   1,722 1.1  2,044 1.2 321
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)      △170 △170  △170

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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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △204 △204  △204

当期純利益      2,044 2,044  2,044

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）

－ － － － － 1,840 1,840 － 1,840

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,054 1,984 1,984 55 800 9,401 10,256 △0 14,294

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △204

当期純利益    2,044

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△72 23 △48 △48

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△72 23 △48 1,792

平成20年３月31日　残高
（百万円）

△46 25 △21 14,273
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 

その他有価証券

時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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。

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　 同　　左

 

 

 

時価のないもの 

　　　　　 同　　左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法を採用しております。

デリバティブ

同　　左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

移動平均法による原価法を採用して

おります。

商品

同　　左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　　　建物　　　　　　8～18年

　　　　車両運搬具　　　　　6年

　　　　工具器具備品　　4～15年

(1) 有形固定資産

            同　　左

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度

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、これに伴う損益

への影響は軽微であります。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法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。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

定額法を採用しております。

なお自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年以内）に基づく定額法を採用してお

ります。

(2) 無形固定資産

同　　左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同　　左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同　　左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同　　左

 

 

(3) 役員賞与引当金

　　　役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

  （会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関する

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。

(3) 役員賞与引当金

　　　　　───────── 

（追加情報）

　前事業年度において、役員賞与の支払

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

い、当事業年度より役員賞与引当金の計

上は行っておりません。

 

 

 

(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

付債務の算定に当たっては、自己都合

退職による当事業年度末要支給額の

100％を退職給付債務とする方法に

よって計上しております。

 (4) 退職給付引当金

同　　左 

 

 

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく当事

業年度末要支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

　　 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事業年

度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、当事業年度末の残高は現任

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。

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同　　左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　将来の外貨建予定取引にかかる為替

予約については、繰延ヘッジ処理を採

用しております。また、金利スワップ

の特例処理の要件を満たす金利スワッ

プ取引については、特例処理を採用し

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

　　　　　　同　　左

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建予定取引

金利スワップ 借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

　　　　　　　 同　　左 

 

 

(3) ヘッジ方針

　将来の外貨建取引に係る為替変動リ

スクを最小限にとどめ、適切な利益管

理を行う目的から先物為替予約を行い、

為替変動リスクをヘッジしております。

また、借入金に係る金利変動リスクを

ヘッジする目的で金利スワップ取引を

行っております。

(3) ヘッジ方針

　　　　　　同　　左

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して、相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を相殺できる

ものと想定することができるため、ヘッ

ジ有効性の判定は省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同　　左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20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）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年12

月9日）を適用しております。これまでの資本の部の合計

に相当する金額は、12,479百万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

　　　　　　　　─────────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

　1. 偶発債務

　　　債務保証

     金融機関からの借入に対し、債務保証を行っており

ます。

保証先 金額(百万円) 内容

 上海東棉半導体有限公司 153  　借 入 金

　1. 偶発債務

　　　債務保証

     金融機関からの借入に対し、債務保証を行っており

ます。

保証先 金額(百万円) 内容

 上海東棉半導体有限公司 50  　借 入 金

 

※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。当事業年度末におけるコミットメントラ

インに係る借入未実行残高等は、次のとおりでありま

す。

　　　　コミットメントラインの総額 　10,000百万円

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

 

※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

 ※3.　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をしております。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

形が当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

 ※3.　　　　　　─────────

（株主資本等変動計算書関係）

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

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

㈱トーメンデバイス（2737）平成 20 年３月期決算短信

－ 38 －



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額
相 当 額

（百万円）

減価償却
累 計 額
相 当 額

（百万円）

期末残高
相 当 額

（百万円）

工具器具備品 11 3 7

ソフトウェア 119 53 66

合計 131 57 74

 

取得価額
相 当 額

（百万円）

減価償却
累 計 額
相 当 額

（百万円）

期末残高
相 当 額

（百万円）

工具器具備品 11 6 5

ソフトウェア 161 86 75

合計 173 92 80

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内   26百万円

１年超   48百万円

合計    75百万円

１年内     34百万円

１年超     47百万円

合計      82百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料   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

支払リース料     36百万円

減価償却費相当額     34百万円

支払利息相当額   1百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　　左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同　　左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  3百万円

１年超  4百万円

合計   7百万円

１年内   2百万円

１年超   2百万円

合計    4百万円

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

当事業年度（平成20年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 54

賞与引当金 41

役員賞与引当金 9

売掛金 86

その他 4

繰延税金資産合計 197

繰延税金負債  

 　繰延ヘッジ損益 △1

繰延税金負債合計 △1

繰延税金資産の純額 196

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 50

役員退職慰労引当金 24

その他 9

繰延税金資産合計 84

繰延税金負債  

 　その他有価証券評価差額金 △17

繰延税金負債合計 △17

繰延税金資産の純額 67

（単位：百万円）

（流動の部）  

繰延税金資産  

未払事業税 42

賞与引当金 42

売掛金 19

その他 21

繰延税金資産合計 125

繰延税金負債  

 　繰延ヘッジ損益 △17

繰延税金負債合計 △17

繰延税金資産の純額 108

（固定の部）  

繰延税金資産  

退職給付引当金 59

役員退職慰労引当金 25

その他有価証券評価差額金 36

その他 4

繰延税金資産合計 126

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

同　　左
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額       2,098円44銭

１株当たり当期純利益金額    300円59銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,722 2,044

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,722 2,044

期中平均株式数（千株） 6,801 6,801

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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７．その他
(1）役員の異動

  ①代表取締役の異動

　　　　該当事項はありません。

　　②その他の役員の異動

　　　　役員の異動については、記載が可能になり次第開示いたします。

　　

(2）その他

該当事項はありません。 
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