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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 52,210 8.7 3,869 38.6 2,955 52.9 1,580 65.3

19年３月期 48,013 11.1 2,792 32.1 1,932 35.1 956 242.4

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 97 31 95 55 18.8 12.5 7.4

19年３月期 61 64 60 27 13.0 9.3 5.8

（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 23,223 8,531 36.7 519 21

19年３月期 23,948 8,293 34.6 511 51

（参考）自己資本 20年３月期 8,531百万円 19年３月期 8,282百万円

(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 5,734 △319 △3,200 5,198

19年３月期 296 △2,576 2,857 3,006

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  － 15 00 15 00 242 24.3 3.2

20年３月期  － 20 00 20 00 328 20.6 3.9

21年３月期（予想） 7 00 8 00 15 00 － 22.2 －

（注）１．平成20年３月期 １株当たりの期末配当金の内訳　普通配当 15円00銭　記念配当 5円00銭　合計20円00銭

　　　２．平成20年４月１日付をもって、普通株式１株につき1.5株の割合で分割しております。

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、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 26,854 6.6 1,357 19.1 1,130 66.7 512 93.1 20 79

通　期 56,420 8.1 3,855 △0.4 3,400 15.1 1,661 5.1 67 42

－ 1 －



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

新規

除外

－社

－社

 

 

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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、21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 16,479,424株 19年３月期 16,193,200株

②　期末自己株式数 20年３月期 47,800株 19年３月期 －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、42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 47,550 2.8 3,959 34.1 3,258 55.5 1,557 46.5

19年３月期 46,241 23.7 2,952 9.8 2,095 △0.4 1,063 －

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 95 89 94 15

19年３月期 68 54 67 02

(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 20,564 9,139 44.4 556 21

19年３月期 20,270 8,693 42.9 536 87

（参考）自己資本 20年３月期 9,139百万円 19年３月期 8,693百万円

※平成20年４月１日付をもって、普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割を実施いたしました。上記の２．配当の状

況における平成21年３月期（予想）及び３．平成21年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益は、株式分割後

の株式数を用いて計算しております。

※本資料に掲載されている業績予想等将来に関する内容は、本資料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かかる本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々

な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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

① 当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、上半期は企業収益の改善に伴い設備投資が堅調に推移するとともに、景

気の回復基調に牽引され個人消費も持ち直しの傾向が見られましたが、下半期は原油価格の高騰、サブプライム住宅

ローン問題による金融市場の世界的な混乱等により景気の後退懸念が強まりました。

　パソコン業界におきましては、コーポレート市場では企業収益の拡大を背景に、雇用の改善や設備投資の増加が進

み堅調に推移しましたが、コンシューマ市場では地上はデジタルチューナー内蔵モデルや新ＯＳ搭載モデルの需要の

高まりが持続せず、パソコンの国内出荷台数は前年同期比減少となりました。

　このような環境の中で当社グループにおきましては、主に消耗品類、メモリのほか、パソコン需要に左右されない

ＡＶ関連分野の開発を強化し、製品ラインアップの拡充を図りました。

　品目別の概況は、次のとおりであります。

（ＰＣサプライ・ファニチャー）

　ＰＣファニチャーにおきましては、市場の縮小に伴って売上高は前連結会計年度に引続き減少傾向となりました

が、ＰＣサプライにおきましては、インク類等の消耗品の製品ラインアップ拡充により売上高が伸び、その他のＰ

Ｃサプライ製品においても前連結会計年度に引続き順調に推移いたしました。

　また、当連結会計年度から ednet GmbH が損益計算書における連結対象となったことにより、ＰＣサプライ・ファ

ニチャーに係る売上高は、16,067百万円（前年同期比18.1％増）となりました。

（ストレージ・メモリ）

　ストレージにおきましては、取扱製品の見直しや一部製品で販売価格の引下げ等があり売上高は前年同期を下回

りましたが、メモリにおきましては、前連結会計年度からの製品ラインアップの強化、法人営業の強化により、メ

モリモジュール、ＵＳＢフラッシュメモリの売上高は堅調に推移し、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。

　この結果、ストレージ・メモリに係る売上高は、12,126百万円（前年同期比 12.7％減）となりました。

 （ＩＯデバイス）

　ＩＯデバイスにおきましては、国内市場においてはマウスの製品ラインアップ拡充等により、主力製品の売上高

が堅調に推移いたしました。

　また、当連結会計年度から ednet GmbH が損益計算書における連結対象となったことにより、ＩＯデバイスに係

る売上高は、6,615百万円（前年同期比 9.2％増）となりました。

 （その他）

　その他におきましては、ＡＶ関連製品においてはポータブル・オーディオ・プレーヤー関連商品の新商品投入が

進み、特にヘッドフォンの販売が順調に推移いたしました。また、その他の製品分野も売上高は堅調に推移し、さ

らに当連結会計年度から ednet GmbH が損益計算書における連結対象となったことにより、その他に係る売上高は、

17,400百万円（前年同期比20.4％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

　主に当社におけるインク類等の消耗品を中心としたＰＣサプライ、当社およびロジテック株式会社におけるポー

タブル・オーディオ・プレーヤー関連商品を中心としたＡＶ関連分野の売上高が順調に推移し、売上高は48,901百

万円（前年同期比 2.3％増）、営業利益は4,766百万円（前年同期比 30.8％増）となりました。

②欧州

　主に平成19年２月に子会社化した ednet GmbH が、当連結会計年度から損益計算書において連結対象となりまし

たが、同社子会社化に係るのれんの償却費を計上したため、売上高は3,309百万円（前年同期は141百万円の売上高）、

営業損失は111百万円（前年同期は61百万円の営業損失）となりました。

③その他

　ELECOM KOREA CO.,LTD（韓国）、宜麗客（上海）貿易有限公司（中国）ともに売上高は順調に推移し、また、

ednet (HK) Limited（香港）が損益計算書における連結対象となったものの利益の計上にはいたらず、売上高は

1,969百万円（前年同期比 356.6％増）、営業損失は1百万円（前年同期は74百万円の営業損失）となりました。
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　これらの結果、売上高は52,210百万円（前年同期比8.7％増）となり、営業利益につきましては、ＰＣサプライ及び

ＡＶ関連製品の売上高が堅調に推移したこと、ＩＯデバイスの新製品投入が奏功したこと、ＰＣ周辺機器全体の販売

価格が概ね安定して推移したことの他、円高の影響により差引売上総利益率が前年同期比3.4ポイント良化し、販売費

及び一般管理費節減の効果も重なり、3,869百万円（前年同期比38.6％増）となりました。

　経常利益は、前期に営業外費用として計上した上場関連費用が当連結会計年度は不要であったこと等から2,955百万

円（前年同期比52.9％増）、当期純利益は1,580百万円（前年同期比65.3％増）となりました。

 〔品目別連結売上高実績〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

品目区分
平成19年３月期 平成20年３月期 前年同期

金額 百分比 金額 百分比 増減率

ＰＣサプライ・ファニチャー 13,610,124 28.3 16,067,756 30.8 18.1

ストレージ・メモリ 13,894,446 28.9 12,126,305 23.2 △12.7

ＩＯデバイス 6,061,215 12.6 6,615,872 12.7 9.2

その他 14,447,630 30.1 17,400,109 33.3 20.4

合　　　計 48,013,417 100.0 52,210,044 100.0 8.7

② 次期の見通し

　今後の国内経済見通しにつきましては、原油価格及び原材料価格の高騰に加え、米国景気後退懸念が強まっており、

国内景気においても先行き不透明な状況となっております。

　こうした状況下、当社グループは、これまで以上に商品開発部門と営業企画部門との連携を強化し、マーケティン

グを重視したタイムリーな製品開発を推進する方針です。また、国内市場においては、新規販売チャネルの開拓を推

進するとともに、コンシューマ市場では当社の売り場提案力を活かして、ＰＣサプライ、ＩＯデバイス、メモリ等の

パソコン関連製品、およびパソコン需要に左右されないＡＶ関連製品の販売を前連結会計年度に引続き強化し、国内

コーポレート市場では法人営業組織を強化するとともに、エコ製品のラインアップ強化、パソコン周辺機器を軸に売

上高の拡大を図ってまいります。海外市場においてはアジア地域の代理店拡大を図るほか、海外向け商品開発を推進

し、ednet GmbH を通して欧州地域を中心に中近東等の新興市場にもエレコムブランド製品の販売拡大を図る方針です。

　売上原価は品目別の売上高予算金額をベースに、過年度の売上原価率、販売価格の変動、一部原材料価格の上昇並

びにコストダウン施策を勘案し、販売費及び一般管理費は過年度の実績に、売上高の増加による販売費の増加、広告

宣伝、設備投資計画及び研究開発に係る費用を考慮しております。営業外損益は、売上高の増加に伴う売上割引の増

加等を見込んでおります。

　これらの結果、次期の業績予想につきましては、売上高は56,420百万円（前年同期比8.1％増）、営業利益は3,855

百万円（前年同期比0.4％減）、経常利益は3,400百万円（前年同期比15.1％増）、当期純利益は1,661百万円（前年同

期比5.1％増）となる見込みであります。

〔品目別連結売上高計画〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

品目区分
平成20年３月期 実績 平成20年３月期 計画 前年同期

増減率金額 百分比 金額 百分比

ＰＣサプライ・ファニチャー 16,067,756 30.8 16,510,875 29.3 2.8

ストレージ・メモリ 12,126,305 23.2 12,223,947 21.7 0.8

ＩＯデバイス 6,615,872 12.7 6,859,960 12.1 3.7

その他 17,400,109 33.3 20,825,308 36.9 19.7

合計 52,210,044 100.0 56,420,091 100.0 8.1

　なお、業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されておりませ

んが、影響は軽微である見通しです。
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(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度末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2,930百万円

(前年同期比52.8％増)や、売上債権の減少941百万円(前年同期は726百万円の増加)、たな卸資産の減少1,686百万円

（前年同期は1,800百万円の増加）があった一方で、短期借入金の減少2,894百万円(前年同期は2,000百万円の純増

額)があったことにより、前連結会計年度末に比べ2,192百万円増加し、5,198百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　たな卸資産の減少等に努めた結果、営業活動の結果獲得した資金は5,734百万円（前年同期は296百万円の資金の

獲得）となりました。前期との差異の主な要因は、税金等調整前当期純利益2,930百万円（前年同期比52.8％増）、

売上債権の減少941百万円(前年同期は726百万円の増加)、及びたな卸資産の減少1,686百万円（前年同期は1,800百

万円の増加）があったこと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）

　投資活動の結果使用した資金は319百万円（前年同期は2,576百万円の資金の使用）となりました。前期との差異

の主な要因は、子会社株式の取得による支出が前期の2,009百万円から、当期は7百万円に減少したことによるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は3,200百万円（前年同期は2,857百万円の資金の獲得）となりました。前期との差

異の主な要因は、前期は2,000百万円の純増額であった短期借入金が、当期は2,894百万円の純減額に転じた一方で、

株式の発行による収入が前期の1,043百万円から当期は31百万円に減少したことによるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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（％） 36.1 34.6 36.7

時価ベースの自己資本比率（％） － 67.1 55.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 16.1 0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 8.8 72.0

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

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 ２．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

 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。

 ４．平成18年３月期の時価ベースの自己資本比率は、当社株式が非上場であったため記載しておりません。

５．平成18年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスとなったため算出しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、業績の向上を努めるとともに将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様

に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

　剰余金の配当につきましては、連結当期純利益に対して20％以上の配当性向を目標としており、株式分割（無償）

と増配等により、業績向上による一層の利益還元を実施してまいります。

　内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に業務効率を高め、市場ニー

ズに応える体制を強化し、さらには、業容拡大を図るために有効投資して株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと

考えております。

　当期に係る剰余金の配当につきましては、前述の基本方針に則り当初予定のとおり１株当たり15円00銭に、上場１

周年記念配当として１株当たり 5円00銭を加えた合計20円00銭（配当性向（連結）20.6％）として第23回定時株主総

会に提案させていただく予定としております 

（次期配当見通しについて） 

　当社は１事業年度の配当の回数は期末配当の１回を原則とし、当該配当の決定機関は株主総会としておりましたが、

株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会決議による中間配当を実施させていただくことにいたし

ました。次期の１株当たり中間配当金につきましては7円00銭、同１株当たり期末配当金は8円00銭、同１株当たり年

間配当金は15円00銭を予定しております。

　なお、当社は平成20年４月１日付をもって、普通株式１株につき1.5株の割合で分割を実施しております。平成21年

３月期の１株当たり配当金（予想）は株式分割後の金額であり、分割前に遡及修正して換算すると１株当たりの年間

配当金額は22円50銭となり、当期の予定（普通配当 15円00銭　記念配当 5円00銭　合計 20円00銭）に比べ、１株当

たりの年間配当金額は 2円50銭の増配となる予定です。
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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社７社により構成され、ＰＣ及びデジタル機器関連製

品の開発・製造・販売などを行っております。 

　当社は、当社が開発する「ELECOM」ブランド製品・商品、及び連結子会社であるロジテック株式会社が開発する

「Logitec」ブランド製品・商品の国内販売を行うほか、グループ会社等を通じて「ELECOM」ブランド製品・商品を海外

にも販売しております。 　

　また、ドイツに本店を置く ednet GmbH は、「ELECOM」ブランド製品・商品のほか、同社が企画する「ednet」ブラン

ド製品・商品を欧州地域等において販売しております。

　当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

［事業系統図］

（平成20年３月31日現在）
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Limited 
(注)１.2 

製品・商品 

ライセンス供与 

製品・商品 

製品・商品 

製品・商品 

部品 

製品・商品 

国 内 

海 外 

当社グループ 

（生産委託） 

　（注）１．連結子会社であります。

２．Asia Direct Soucing Limited は、平成20年１月11日付で商号を ednet(HK)Limited に変更しております。

３．清算手続き中でありました ELECOM UK LIMITED は平成20年３月11日付をもって、ELECOM EUROPE B.V. は平

成19年12月28日付をもって、それぞれ清算が結了しております。
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　また、関係会社の状況は次のとおりであります。

　[関係会社の状況]

（連結子会社） 平成20年３月31日現在

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

関係内容

ELECOM KOREA

CO.,LTD.

韓国

ソウル

百万ウォン

100

パソコン周辺

機器の販売
100.0

当社製品・商品を主に韓国

内で販売している

役員兼務あり

資金貸付あり

宜麗客（上海）

貿易有限公司
中国 上海

千米ドル

400

パソコン周辺

機器の販売
100.0

当社製品・商品を主に中国

大陸で販売している

役員兼務あり

資金貸付あり

ロジテック㈱

 （注）１．３．

東京都

千代田区

百万円

200

コンピュータ、周辺

機器装置、情報通信

関連製品の研究開発、

製造販売

100.0

当社が製品・商品を購入し

ている

役員兼務あり

ednet GmbH

（注）１．

ドイツ

ズルツバッハ

千ユーロ

1,000

パソコン関連製品の

企画、販売
100.0

当社製品・商品を主に欧州

地域で販売している

経営指導念書の差入れ

ednet AG

 （注）５．

スイス

ヴェツィコン

千スイスフラン

100

パソコン関連製品の

販売 

100.0

 [100.0]
－

ednet Nederland

B.V.

 （注）５．

オランダ

ブレダ 

千ユーロ

18

パソコン関連製品の

販売 

100.0

[100.0]
－

ednet(HK)

Limited 

 （注）２．５．

中国 香港
香港ドル

1,200

パソコン関連製品の

調達 

100.0

[100.0]
－

　（注）１．特定子会社に該当しております。

２．Asia Direct Soucing Limited は、平成20年１月11日付で商号を ednet(HK)Limited に変更しております。

３．ロジテック株式会社は、平成20年２月29日付で増減資を実施し、資本金を404百万円から200百万円に変更し

ております。

４．議決権所有割合の[　]内は 間接所有割合で内数を表示しております。

５．ednet AG、ednet Nederland B.V. 及び ednet(HK) Limited は、ednet GmbH の子会社であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、クレド（経営の信条）及び行動指針を次のとおり制定し、「実用性・デザイン性が高い製品を創

出し、適正な価格で市場に提供することで消費者の生活空間を豊かに演出する」こと、及び「経営技術を高めること

によって無駄なコストを排除し、市場に受容されることで企業価値を最大化する」ことを基本方針としております。

①クレド（経営の信条）

エレコムグループは、成長し続ける。

新たな機会、新たな領域に挑み続けること、

その中で、社員一人ひとりが、

誠実さ、謙虚さ、ひたむきな情熱を持ち、

互いに学び、努力し、挑戦し続けることが

会社と個人の成長をうみだす。

エレコムグループの成長を通して、

より楽しく、より快適で、より創意工夫に

富んだ商品を創りだし、

多くのお客様に、喜びを届けること、

社員の一人ひとりが、自らの成長を感じ、

視野の拡がりと心の豊かさを得ること、

そのためにエレコムグループは存在している。

②行動指針

・正道を行く

・志を共有する

・成果を考える

・気配りをする

・謙虚である

(2）目標とする経営指標

　当社グループは成長の途上にあり、前述のとおりクレド（経営の信条）の策定に当たっては「成長」を一つのテー

マとし、企業として継続的な成長を図るためにＭ＆Ａを含めたあらゆる施策を検討し、実行してまいります。

　経営指標としては、新製品分野への進出及び海外売上高の拡大等による売上高の前年同期比成長率を重視しつつ、

利益率の改善を進め、平成22年３月期までに売上高経常利益率を 7.0％まで引上げることを目標としております。 

　なお、平成20年３月期における売上高経常利益率は5.7％（同平成19年３月期実績4.0％）となりました。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループが成長を果たすための事業領域を「ＰＣ・ＡＶ関連分野」と定義し、有形・無形の経営資源の展開を

同分野に集中的に展開する「集中戦略」を展開してまいります。既存製品分野と新規製品分野または既存事業と新規

事業との間で、マーケティング、商品開発、商品購買、販売チャネル、物流インフラ及びＩＴインフラ等の当社グルー

プが既に有する機能のうち、複数の機能で関連を持たせながらリスクを最小限に抑えて事業領域の拡大を図る方針で

す。

　パソコンの国内世帯普及率は、単身世帯を含むと８割を超え、既に成熟した市場であるといわれておりますが、高

速インターネット網の普及を背景とした新しいコンテンツの提供拡大により、個人を中心としてパソコンの利用頻度

が大きく高まることが期待されます。

　当社グループにおいては、これらの市場動向予測を大きなビジネスチャンスとして捉え、ＰＣ周辺商品・機器はも

とより、ＰＣの多機能化にともなうＡＶ関連製品等、メーカーとしてデザイン性・嗜好性を追求した商品開発を行う

ことにより競合他社との差別化を図って参ります。市場別には、国内コンシューマ市場においてはＰＣサプライ、Ｉ

Ｏデバイス、メモリ等のパソコン関連製品、およびＡＶ関連製品の強化、ならびに女性マーケットを含む新しいユー

ザーの獲得により、国内コーポレート市場においては、法人向け製品の開発強化に加え、法人営業組織及び人員配置

の見直しによる体制強化により、売上高の拡大を図る一方、仕入条件の改善、在庫の圧縮、ストレージ製品の生産外

注化等を進め、利益率及び営業キャッシュ・フローの改善を図る方針です。

　また、海外市場においては平成19年２月に子会社化したednet GmbH との商品開発・仕入・販売面で一層の連携を推

進することにより、売上拡大を図る方針です。
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(4）会社の対処すべき課題

　今後の国内経済見通しにつきましては、原油価格及び原材料価格の高騰に加え、米国景気後退懸念が強まっており、

国内景気においても先行き不透明な状況となっております。

　パソコン業界では、パソコンは各家庭に行き渡り日常の生活シーンに不可欠の情報機器としての地位を確立してお

り、その利用範囲も外部情報へのアクセスから、音楽、映像の情報処理、データ貯蔵機器としての活用が広がってお

ります。当社グループはその市場の広がりに対処すべくデジタル関連機器の展開を行っており、利用範囲の拡大によ

る市場の増大が今後も期待される一方で、家電との垣根が無くなり競争が激化するものと考えられます。

　当社グループといたしましては、これら業界動向に鑑み以下の事項を今後の課題と考え、対処してまいる所存です。

①新たな製品分野への進出

　当社グループはパソコン周辺関連製品を中心に開発してまいりましたが、前述のとおりパソコン市場には成熟感

があり、業績の向上には新たな製品分野への進出が必要であると認識しております。

　最近においては、コンテンツの大容量化等に対応するためストレージ・メモリ分野に進出し、またパソコンのＡ

Ｖ機能（テレビ視聴機能、ＤＶＤ録画・編集機能等）強化、デジタルオーディオ機器の普及、地上波デジタル放送、

ワンセグ放送の開始等に対応するためＡＶ関連製品分野に進出する等、新しい製品分野への進出を行っております

が、まだ十分とは言えません。

　今後も、顧客ニーズに俊敏に対応できるようマーケティング機能を強化し、商品開発体制の整備を図り、新たな

製品分野へ進出することで業績の向上を図る方針です。

②新たな顧客層の獲得 

　当社グループは、コンシューマ向けには主に家電量販店等、法人向けには主にＯＡ商社等を通じて、製品の販売

を行っておりますが、現在の販売チャネルで潜在的ニーズのある全ての顧客層をカバーしておらず、特に女性の顧

客層を獲得することが課題であると認識しております。当社は、女性向け商品の開発を強化する等、女性顧客層の

獲得に努めておりますが、今後はこれらの活動を一層強化し、業績の向上を図る方針です。

　また、当社グループは、欧州及びアジア圏において海外販売子会社を通じた海外市場の開拓に努めておりますが、

平成20年３月期における連結売上高に占める海外売上高の割合は8.1％と、まだ十分な成果が挙がっているとは言え

ません。

　海外展開にあたっては、欧州地域では平成19年２月にednet GmbH を子会社化し、欧州における事業拡大の新たな

足がかりを獲得しております。今後の海外展開においては、欧州地域は同社を中心とした販売拡大を推進し、その

他の地域については当社及び海外販売子会社による代理店を経由した営業展開により、引続き海外市場の開拓を図

る方針です。

③利益率の改善

　当社グループは、平成16年12月にロジテック株式会社を子会社化することでストレージ市場に、当社においてメ

モリモジュールやＵＳＢフラッシュメモリ等のメモリ市場に参入し、他の製品分野との相乗効果を生み出しながら、

売上高を拡大しております。しかし、これらの製品分野は競合他社との価格競争が激しく、既存の取扱製品群であ

るＰＣサプライ・ファニチャー及びＩＯデバイス等と比べ相対的に利益率が低い状況にあり、全体の利益率を引下

げる一因となっております。

　当社グループとしましては、購買、在庫管理及び販売面において継続的な改善活動を行い、利益率の改善に努め

る方針です。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの具体的施策として、社内の業務全般に関する諸規程を整備し、業務分掌規程

及び職務権限規程等により、各職位の責任と権限を明確にした上で職務を遂行し、組織的な社内の相互牽制を図るこ

とのできる体制を構築しております。それぞれの職務遂行状況について、通常の業務執行部門とは独立した内部監査

室が、内部監査計画に基づき業務活動の合理性や効率性、諸規程の適正性や妥当性を評価し、経営者への報告ならび

に改善提言を行っております。

　内部統制システムに関する基本的な考え方等につきましては、コーポレート・ガバナンス報告書の「内部統制シス

テムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。
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②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　最近１年間におきましては、法令遵守活動を強化するためコンプライアンス委員会を設立し、また金融商品取引法

の施行に対応した内部統制システム構築のため内部統制推進委員会を設立し、当社グループの内部統制について整備、

改善及び評価等を推進いたしました。

　今後も、社内体制及び社内規程の整備・見直し等を行い、内部管理体制の一層の充実を図ってまいります。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   3,006,068   5,198,132   

２．受取手形及び売掛金 ※２  9,077,151   8,175,950   

３．たな卸資産   6,443,657   4,766,760   

４．繰延税金資産   446,093   862,190   

５．その他   734,082   460,438   

貸倒引当金   △22,364   △24,720   

流動資産合計   19,684,688 82.2  19,438,751 83.7 △245,937

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物   318,907   295,987   

(2）機械装置及び運搬具   138,698   111,974   

(3）土地   411,270   411,270   

(4）その他   330,933   229,061   

有形固定資産合計   1,199,810 5.0  1,048,292 4.5 △151,517

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   615,303   547,256   

(2) のれん   1,624,924   1,462,431   

(3）その他   24,799   24,570   

無形固定資産合計   2,265,027 9.5  2,034,258 8.8 △230,769

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   123,988   121,522   

(2）繰延税金資産   251,407   209,986   

(3）その他   424,298   371,960   

貸倒引当金   △355   △994   

投資その他の資産合計   799,338 3.3  702,474 3.0 △96,864

固定資産合計   4,264,176 17.8  3,785,024 16.3 △479,151

資産合計   23,948,865 100.0  23,223,776 100.0 △725,089
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※２  7,695,037   7,455,026   

２．短期借入金   4,404,573   1,540,277   

３．１年以内返済予定の長
期借入金

  60,000   －   

４．未払金   771,789   680,791   

５．未払法人税等   617,474   893,347   

６．返品調整引当金   134,000   101,000   

７．売上値引等引当金   270,693   193,507   

８．販売促進引当金   56,611   46,911   

９．製品保証引当金   52,950   54,842   

10．賞与引当金   220,582   262,349   

11．為替予約   －   1,450,268   

12．その他   526,251   1,151,990   

流動負債合計   14,809,963 61.9  13,830,313 59.6 △979,650

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   300,000   300,000   

２．退職給付引当金   432,784   495,006   

３．役員退職慰労引当金   71,661   64,176   

４．繰延税金負債   36,289   －   

５．その他   4,926   2,790   

固定負債合計   845,661 3.5  861,973 3.7 16,312

負債合計   15,655,624 65.4  14,692,287 63.3 △963,337
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   664,847 2.8  696,046 3.0 31,198

２．資本剰余金   678,730 2.8  678,730 2.9 －

３．利益剰余金   6,798,961 28.4  8,136,831 35.0 1,337,870

４．自己株式   － －  △34,056 △0.1 △34,056

株主資本合計   8,142,539 34.0  9,477,551 40.8 1,335,012

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  28,746 0.1  13,726 0.1 △15,019

２．繰延ヘッジ損益   139,214 0.6  △1,010,772 △4.4 △1,149,987

３．為替換算調整勘定   △27,580 △0.1  50,983 0.2 78,564

評価・換算差額等合計   140,380 0.6  △946,062 △4.1 △1,086,442

Ⅲ　少数株主持分   10,321 0.0  － － △10,321

純資産合計   8,293,241 34.6  8,531,489 36.7 238,248

負債純資産合計   23,948,865 100.0  23,223,776 100.0 △725,089
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  48,013,417 100.0  52,210,044 100.0 4,196,627

Ⅱ　売上原価 ※２  34,560,730 72.0  35,911,469 68.8 1,350,739

売上総利益   13,452,687 28.0  16,298,575 31.2 2,845,888

返品調整引当金繰入額   46,000 0.1  － － △46,000

返品調整引当金戻入益   － －  33,000 0.1 33,000

差引売上総利益   13,406,687 27.9  16,331,575 31.3 2,924,888

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※3,4  10,614,045 22.1  12,461,923 23.9 1,847,877

営業利益   2,792,641 5.8  3,869,651 7.4 1,077,010

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  736   1,369    

２．受取配当金  1,198   1,055    

３．仕入割引  17,086   55,916    

４．補償金収入  8,455   4,424    

５．商標使用料  17,464   16,800    

６．為替差益  12,846   －    

７．その他  28,659 86,447 0.2 37,560 117,126 0.2 30,678

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  31,044   88,121    

２．売上割引  380,978   393,281    

３．為替差損  －   66,248    

４．たな卸資産廃棄損  379,778   359,475    

５．たな卸資産評価損  92,266   100,903    

６．株式公開費用 ※５ 54,718   －    

７．その他  7,683 946,470 2.0 23,180 1,031,210 1.9 84,740

経常利益   1,932,619 4.0  2,955,567 5.7 1,022,947
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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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．未請求債務戻入益  22,508   －    

２．固定資産売却益 ※６ 257   －    

３．その他  238 23,004 0.1 1 1 0.0 △23,003

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※７ －   1,025    

２．固定資産除却損 ※８ 26,888   13,681    

３．関係会社整理損 ※９ 10,968 37,857 0.1 10,312 25,018 0.1 △12,838

税金等調整前当期純利
益

  1,917,766 4.0  2,930,550 5.6 1,012,783

法人税、住民税及び事
業税

 870,354   1,167,954    

法人税等調整額  91,330 961,684 2.0 181,827 1,349,781 2.6 388,096

当期純利益   956,081 2.0  1,580,768 3.0 624,686
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 134,900 148,783 6,095,684 6,379,367

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 529,947 529,947 － 1,059,895

剰余金の配当(注) － － △226,440 △226,440

役員賞与(注) － － △26,365 △26,365

当期純利益 － － 956,081 956,081

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
（千円）

529,947 529,947 703,276 1,763,172

平成19年３月31日　残高（千円） 664,847 678,730 6,798,961 8,142,539

 

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

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（千円） 56,865 － △19,648 37,217 － 6,416,584

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 － － － － － 1,059,895

剰余金の配当(注) － － － － － △226,440

役員賞与(注) － － － － － △26,365

当期純利益 － － － － － 956,081

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△28,119 139,214 △7,932 103,162 10,321 113,484

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△28,119 139,214 △7,932 103,162 10,321 1,876,656

平成19年３月31日　残高（千円） 28,746 139,214 △27,580 140,380 10,321 8,293,241

(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。

エレコム㈱（6750）平成 20 年３月期決算短信

－ 17 －



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

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（千円） 664,847 678,730 6,798,961 － 8,142,539

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 31,198 － － － 31,198

剰余金の配当 － － △242,898 － △242,898

当期純利益 － － 1,580,768 － 1,580,768

自己株式の取得 － － － △34,056 △34,056

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
（千円）

31,198 － 1,337,870 △34,056 1,335,012

平成20年３月31日　残高（千円） 696,046 678,730 8,136,831 △34,056 9,477,551

 

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

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（千円） 28,746 139,214 △27,580 140,380 10,321 8,293,241

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 － － － － － 31,198

剰余金の配当 － － － － － △242,898

当期純利益 － － － － － 1,580,768

自己株式の取得 － － － － － △34,056

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△15,019 △1,149,987 78,564 △1,086,442 △10,321 △1,096,763

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△15,019 △1,149,987 78,564 △1,086,442 △10,321 238,248

平成20年３月31日　残高（千円） 13,726 △1,010,772 50,983 △946,062 － 8,531,489

 

エレコム㈱（6750）平成 20 年３月期決算短信

－ 18 －



(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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  1,917,766 2,930,550  

減価償却費  542,472 506,823  

のれん償却額  － 159,245  

退職給付引当金の増加額  26,901 63,582  

役員退職慰労引当金の増減額（△減
少額）

 6,066 △7,484  

売上値引等引当金の増減額（△減少
額）

 147,170 △82,462  

販売促進引当金の増減額額（△減少
額）

 5,611 △9,699  

返品調整引当金の増減額（△減少
額）

 46,000 △33,000  

賞与引当金の増減額（△減少額）  △39,660 41,073  

関係会社整理損失引当金の減少額  △162,166 －  

貸倒引当金の増減額（△減少額）  △10,431 2,035  

受取利息及び受取配当金  △1,935 △2,425  

支払利息  31,044 88,121  

株式交付費  15,993 82  

固定資産売却損  － 1,025  

固定資産除却損  26,888 13,681  

売上債権の増減額（△増加額）  △726,806 941,715  

たな卸資産の増減額（△増加額）  △1,800,970 1,686,761  

前渡金の減少額  101,867 2,226  

未収入金の減少額  85,043 59,481  

仕入債務の増減額（△減少額）  1,091,576 △188,627  

未払金の減少額  △43,354 △102,200  

役員賞与の支払額  △26,365 －  

未払消費税等の増減額（△減少額）  △26,481 286,634  

その他  63,305 428,143  

小計  1,269,538 6,785,282 5,515,743

利息及び配当金の受取額  1,935 2,425  

利息の支払額  △33,622 △79,637  

法人税等の支払額  △941,559 △973,568  

営業活動によるキャッシュ・フロー  296,291 5,734,501 5,438,209
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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）

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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  △3,333 △22,832  

有形固定資産の取得による支出  △295,846 △135,238  

有形固定資産の売却による収入  1,365 －  

無形固定資産の取得による支出  △268,839 △154,446  

子会社株式の取得による支出 ※２ △2,009,857 △7,222  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,576,511 △319,739 2,256,771

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  2,000,000 △2,894,599  

長期借入による収入  300,000 －  

長期借入金の返済による支出  △260,000 △60,000  

配当金の支払額  △226,440 △242,898  

株式の発行による収入  1,043,901 31,116  

自己株式の取得による支出  － △34,056  

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,857,461 △3,200,437 △6,057,898

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  8,189 △7,213 △15,402

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

 585,430 2,207,110 1,621,679

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,434,115 3,006,068 571,953

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の
減少高

 △13,477 △15,047 1,569

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,006,068 5,198,132 2,192,063
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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 (1）連結子会社の数　　８社

連結子会社の名称

ELECOM KOREA CO.,LTD.

宜麗客(上海)貿易有限公司

ロジテック株式会社

ELECOM EUROPE B.V.

ednet GmbH 他３社

(1）連結子会社の数　　７社

連結子会社の名称

ELECOM KOREA CO.,LTD.

宜麗客(上海)貿易有限公司

ロジテック株式会社

ELECOM EUROPE B.V.

ednet GmbH 他３社

 　ELECOM UK LIMITEDは、平成18年9月に

清算決議を行い、清算手続き中となって

おり、連結財務諸表に与える影響が軽微

であるため、当中間連結会計期間末にお

いて連結の範囲から除外しておりま

す。

　ELECOM EUROPE B.V.については平成18

年7月に設立し、同年8月より事業を開始

しているため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。

　ednet GmbH及びグループ会社３社は、

平成19年２月に経営権を取得したため当

連結会計年度から連結の範囲に含めてお

りますが、当連結会計年度の末日におい

て株式を取得したとみなして、貸借対照

表のみを連結しております。

　ELECOM EUROPE B.V.は、平成19年５月

に清算決議を行い、平成19年12月には清

算が結了しており、連結財務諸表に与え

る影響が軽微であるため、当中間連結会

計期間末において連結の範囲から除外し

ております。

 (2）非連結子会社の名称等

　非連結子会社であるELECOM UK 

LIMITEDは、平成18年9月に清算決議を行

い、清算手続き中となっており、連結財

務諸表に与える影響が軽微であるため、

連結の範囲から除外しております。

(2）非連結子会社の名称等

──────

２．持分法の適用に関する事

項

　ELECOM UK LIMITEDについては、平成

18年9月に清算決議を行い、清算手続き

中となっており、連結財務諸表に与える

影響が軽微であるため、持分法を適用し

ておりません。

──────

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　ELECOM KOREA CO.,LTD.及びロジテッ

ク㈱を除く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ておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行うこ

ととしております。

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）

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

(イ)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）

イ　有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

 ハ　たな卸資産

製品・商品、原材料

移動平均法による低価法

ハ　たな卸資産

製品・商品、原材料

同左

(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

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(附属設備を除く)について

は、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　　２～45年

機械装置及び運搬具　２～12年

その他　　　　　　　２～15年

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

  

  

  

（会計方針の変更）  

　当社及び国内連結子会社は、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

15,569千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。
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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）  

　当社及び国内連結子会社は、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。

　なお、当該変更による連結財務諸表

に与える影響額は軽微であります。

 ロ　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）に基づく定額法によっております。

ロ　無形固定資産

同左

 (3）繰延資産の処理方法 　株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

　株式交付費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を計上して

おります。

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

社は当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上しており

ます。国内子会社は当連結会計年度末

における簡便法（責任準備金を退職給

付債務とみなす方法）による退職給付

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、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

社は当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上しており

ます。国内子会社は当連結会計年度末

における簡便法（責任準備金を退職給

付債務とみなす方法）による退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処

理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 
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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）

 ニ　役員退職慰労引当金

　当社及び国内連結子会社は、役員の

退職慰労金の支出に備えて内規により

計算した期末要支給額を計上しており

ます。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

 ホ　返品調整引当金

　当社及び国内連結子会社は、当期売

上高に対して翌期以降予想される返品

による損失に備えるため、過去の返品

率等を勘案し、将来の返品にともなう

損失予想額を計上しております。

ホ　返品調整引当金

        同左

 へ　売上値引等引当金

　将来発生する売上値引に備えて、過

去の実績に基づく値引率を用いた発生

見込額を計上しております。

へ　売上値引等引当金

        同左

 ト　販売促進引当金

　当社は、販売した製品・商品につい

て実施した販売奨励策にともなう販売

促進費の支出に備えるため、過去の実

績率に基づく発生見込額を計上してお

ります。

ト　販売促進引当金

同左

 チ　製品保証引当金

　国内連結子会社及び海外連結子会社

は、製品のアフターサービスに対する

費用支出に備えるため、保証期間内の

サービス費用見込額を過去の実績に基

づき計上しております。

チ　製品保証引当金

        同左

(5）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、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、収益及び費用は期

中平均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。

　　　　同左

 

 

 

 

(6）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
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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）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　当社及び国内連結子会社は繰延ヘッ

ジ処理を採用しております。また、金

利スワップについては、特例処理の条

件を満たしている場合には、特例処理

を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．(ヘッジ手段)　通貨オプション

為替予約

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．(ヘッジ手段)　同左

 (ヘッジ対象)　外貨建買入債務及び

外貨建予定取引

(ヘッジ対象)　同左

 ｂ．(ヘッジ手段)　金利スワップ ｂ．(ヘッジ手段)　同左

 (ヘッジ対象)　借入金 (ヘッジ対象)　同左

 ハ　ヘッジ方針

　財務上のリスク管理対策の一環とし

て、「為替管理規程」及び「為替管理

規程ガイドライン」に基づき為替変動

リスク及び金利変動リスクをヘッジし

ております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、通貨オプションに

ついては、オプション価格の変動額と

ヘッジ対象の時価変動額を比較して判

定しております。為替予約については、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動額

を比較して判定しております。

　ただし、特例処理における金利ス

ワップについては、有効性の評価を省

略しております。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(8）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　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

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

　のれんの償却については、その効果が

発現すると見積られる期間(20年以内)で

均等償却することとしております。

　なお、ednet GmbHの株式取得にかかる

のれんの償却期間は10年です。

　　　　　同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成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8,143,705

千円であります。

　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）

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

　「製品保証引当金」は、前連結会計年度まで流動負

債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において金額的重要性が増したため、区分

掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「製品保証引当金」は

 600千円であります。

　「為替予約」は、前連結会計年度まで流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において金額的重要性が増したため、区分掲記して

おります。

　なお、前連結会計年度末の「為替予約」は1,398千円

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　有形固定資産の減価償却累計額

1,717,147千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,927,075千円

※２　連結会計年度末日満期手形の会計処理について

　連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、当連結

会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の

連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に

含まれております。 

受取手形 82,166千円 

支払手形 482,965千円

※２　　  　   　　──────　
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（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　売上値引等引当金繰入額161,445千円は売上高から

控除しております。

※１　売上値引等引当金戻入益82,462千円は売上高に加算

しております。

※２　売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法によ

る評価減額は32,974千円であります。

※２　売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法によ

る評価減額は113,165千円であります。

※３　一般管理費に含まれている研究開発費

661,899千円

※３　一般管理費に含まれている研究開発費

       749,603千円

※４　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。

※４　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。

販売促進引当金繰入額 56,611千円

給与手当 2,331,249

賞与引当金繰入額 194,782

退職給付費用 51,189

役員退職慰労引当金繰入額 6,066

貸倒引当金繰入額 159

荷造運賃 1,862,303

販売促進費 1,476,371千円

販売促進引当金繰入額 46,911

給与手当 2,712,700

賞与引当金繰入額 251,909

退職給付費用 110,997

役員退職慰労引当金繰入額 8,052

貸倒引当金繰入額 10,640

荷造運賃 2,041,175

※５　株式公開費用には、株式交付費15,993千円が含まれ

ております。

※５　　　 　   　　──────

※６　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※６　　　 　   　　──────

車両運搬具 257千円

※７　　　 　   　　────── ※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,025千円

※８　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※８　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 2,060千円

金型 23,908

ソフトウェア 920

建物 168千円

機械、及び装置 38

工具、器具及び備品 2,771

金型 4,792

ソフトウェア 5,439

長期前払費用 470

※９　関係会社整理損の内訳は次のとおりであります。 ※９　関係会社整理損の内訳は次のとおりであります。

関係会社整理損失引当金戻入益 △39,666千円

関係会社整理費用 6,325

関係会社株式評価損 500

たな卸資産評価損 43,809

関係会社整理費用 10,312千円
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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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　　　　　　（注） 15,096 1,097 － 16,193

合計 15,096 1,097 － 16,193

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち、1,000千株は公募増資による増加で、97千株は第三者割当増資による増加

であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
平成12年新株引受権 普通株式 393,577 － － 393,577 －

合計 － 393,577 － － 393,577 －

（注）平成12年新株引受権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

３．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
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 226,440 15 平成18年３月31日 平成18年６月27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
（千円）

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26日

定時株主総会
普通株式 242,898 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月27日

エレコム㈱（6750）平成 20 年３月期決算短信

－ 29 －



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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　　　　（注）１ 16,193 286 － 16,479

合計 16,193 286 － 16,479

自己株式     

普通株式　　　　（注）２ － 47 － 47

合計 － 47 － 47

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株引受権の行使に伴うものであります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加47千株は取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
平成12年新株引受権 普通株式 393,577 － 286,224 107,353 －

合計 － 393,577 － 286,224 107,353 －

３．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
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 242,898 15 平成19年３月31日 平成19年６月27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
（千円）

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27日

定時株主総会
普通株式 328,632 利益剰余金 20 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（注）平成20年６月27日開催予定の第23回定時株主総会において決議される予定です。
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（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 3,006,068千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －  

現金及び現金同等物 3,006,068  

現金及び預金勘定 5,198,132千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －  

現金及び現金同等物 5,198,132  

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳 

　　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取

得に伴う支出(純額)との関係は次のとおりであります。

ednet GmbH 他３社合計額

※２　　　　　　　　──────

流動資産 1,641,590千円

固定資産 22,973  

のれん 1,624,924  

流動負債 △1,094,660  

固定負債 △132  

少数株主持分 △10,321  

為替換算調整勘定 6,284  

株式の取得価額 2,190,658  

期末時点の株式取得価額の未払額 △133,548  

現金及び現金同等物 △47,252  

差引：株式の取得による支出 2,009,857  
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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

　当社及び国内連結子会社が利用しているデリバティ

ブ取引は、通貨関連では為替予約取引及び通貨オプ

ション取引、金利関連では金利スワップ取引でありま

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、投機的な取引は行わ

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

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権

債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保

を図る目的で、また金利関連では借入金利の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(3）取引の利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

　当社及び国内連結子会社は繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、金利スワップについては、特例処

理の条件を満たしている場合には、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

ａ．(ヘッジ手段)　通貨オプション

為替予約

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．(ヘッジ手段)　 同左

(ヘッジ対象)　外貨建買入債務及び外貨建予定

取引

(ヘッジ対象)　 同左

ｂ．(ヘッジ手段)　金利スワップ ｂ．(ヘッジ手段)　 同左

(ヘッジ対象)　借入金 (ヘッジ対象)　 同左

③ヘッジ方針

　財務上のリスク管理対策の一環として、「為替管理

規程」及び「為替管理規程ガイドライン」に基づき為

替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしておりま

す。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、通貨オプションについては、オプション価格の変

動額とヘッジ対象の時価変動額を比較して判定してお

ります。為替予約については、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動額を比較して判定しております。

　ただし、特例処理におけるスワップについては、有

効性の評価を省略しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左
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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）

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）

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引及び通貨オプション取引は為替相場の

変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しておりますが、取引の相手先

が信用度の高い金融機関であり、相手先の契約不履行

によるリスクはほとんど無いと認識しております。

(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執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(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

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

区分 種類

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）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

為替予約取引         

買建         

米ドル 656,700 － 690,526 33,825 639,490 － 575,620 △63,869

合計 656,700 － 690,526 33,825 639,490 － 575,620 △63,869

前連結会計年度 当連結会計年度

（注）１．時価の算定方法

期末の時価は先物相場等を使用しております。

（注）１．時価の算定方法

同左

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は

除いております。

２．　　　　同左
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（退職給付関係）

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．採用している退職給付制度の概要

　当社は退職一時金制度を採用しております。国内連結子会社は厚生年金基金制度及び適格退職年金制度

を併用しております。退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として当社は原則法、国内連結子会社は

簡便法を採用しております。なお、厚生年金基金制度は、複数事業主制度の企業年金で全国電子機械工業

厚生年金基金に加入しており、退職給付会計に関する実務指針第33項の例外処理を行っております。同基

金の年金資産残高のうち掛金拠出の割合に基づく平成19年３月31日現在の年金資産残高は、382,487千円で

あります。

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）

(1) 退職給付債務 △808,707千円  

(2) 年金資産 487,056  

(3) 未積立退職給付債務（(1)＋(2)） △321,650  

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 －  

(5) 未認識数理計算上の差異 △20,410  

(6) 未認識過去勤務債務 －  

(7) 連結貸借対照表計上額純額（(3)＋(4)＋(5)＋(6)） △342,060  

(8) 前払年金費用 △90,723  

(9) 退職給付引当金（(7)＋(8)） △432,784  

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）

退職給付費用 46,393千円  

(1) 勤務費用 46,867  

(2) 利息費用 4,718  

(3) 数理計算上の差異の費用処理額 △5,192  

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用（退職給付引当金戻入益△7,283千円）は勤務費用に含めて記

載しております。
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４．退職給付債務等の基礎に関する事項

 
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）

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 1.25％

(3) 数理計算上の差異の処理年数 ５年

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

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）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は退職一時金制度を採用しております。国内連結子会社は厚生年金基金制度及び適格退職年金制度

を併用しております。退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として当社は原則法、国内連結子会社は

簡便法を採用しております。なお、厚生年金基金制度は、複数事業主制度の企業年金で全国電子機械工業

厚生年金基金に加入しており、退職給付会計に関する実務指針第33項の例外処理を行っております。

２．退職給付債務に関する事項

 
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1) 退職給付債務 △799,024千円  

(2) 年金資産 356,562  

(3) 未積立退職給付債務（(1)＋(2)） △442,462  

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 －  

(5) 未認識数理計算上の差異 △28,194  

(6) 未認識過去勤務債務 △24,349  

(7) 連結貸借対照表計上額純額（(3)＋(4)＋(5)＋(6)） △495,006  

(8) 前払年金費用 －  

(9) 退職給付引当金（(7)＋(8)） △495,006  

３．退職給付費用に関する事項

 
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       126,158千円  

(1) 勤務費用 132,656  

(2) 利息費用 4,710  

(3) 数理計算上の差異の費用処理額 △5,120  

 (4) 過去勤務債務の費用処理額 △6,087  
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４．退職給付債務等の基礎に関する事項

 
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) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率  1.25％

(3) 過去勤務債務の額の処理年数 　５年

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数による定額法

により費用処理しております。

(4) 数理計算上の差異の処理年数 　５年

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

 ５．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

(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（千円） 207,901,047

 年金財政計算上の給付債務の額（千円） 209,884,274

 差引額（千円） △1,983,226

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成20年３月31日現在）                 0.17%

 

 （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。
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（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）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成12年 ストック・オプション
 （新株引受権）

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　2名

株式の種類別のストック・

オプションの数(注)
普通株式　393,577株

付与日 平成12年６月28日

権利確定条件

当社株式が店頭公開若しくは取引所に上場され

て1年を経過しており、かつ新株引受権行使期間

内に当社または関連会社の取締役または使用人

の地位を保有しているか、または任期満了等の

正当な理由により退任すること。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成14年６月29日

至　平成22年６月28日

 (注)株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成12年 ストック・オプション

（新株引受権） 

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  393,577

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  393,577

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

エレコム㈱（6750）平成 20 年３月期決算短信

－ 37 －



②　単価情報

  
平成12年 ストック・オプション

（新株引受権） 

権利行使価格 （円） 109

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） －

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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成12年 ストック・オプション
 （新株引受権）

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　2名

株式の種類別のストック・

オプションの数(注)
普通株式　393,577株

付与日 平成12年６月28日

権利確定条件

当社株式が店頭公開若しくは取引所に上場され

て1年を経過しており、かつ新株引受権行使期間

内に当社または関連会社の取締役または使用人

の地位を保有しているか、または任期満了等の

正当な理由により退任すること。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成14年６月29日

至　平成22年６月28日

 (注)株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成20年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成12年 ストック・オプション

（新株引受権） 

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  393,577

付与  －

失効  －

権利確定  393,577

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  393,577

権利行使  286,224

失効  －

未行使残  107,353

②　単価情報

  
平成12年 ストック・オプション

（新株引受権） 

権利行使価格 （円） 109

行使時平均株価 （円） 760

公正な評価単価（付与日） （円） －
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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、ＰＣ及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売のみであるため、事業の種類別

セグメント情報は記載しておりません。

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）

　当社グループの事業は、ＰＣ及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売のみであるため、事業の種類別

セグメント情報は記載しておりません。

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
（千円）

欧州
（千円）

その他
（千円） 

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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 47,440,508 141,620 431,287 48,013,417 － 48,013,417

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

356,812 － － 356,812 (356,812) －

計 47,797,321 141,620 431,287 48,370,230 (356,812) 48,013,417

営業費用 44,153,354 202,628 505,428 44,861,411 359,364 45,220,775

営業利益
又は営業損失(△)

3,643,966 △61,007 △74,140 3,508,818 (716,177) 2,792,641

Ⅱ 資産 18,754,470 3,340,560 280,029 22,375,061 1,573,804 23,948,865

（注）１．従来、所在地別セグメントについて、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全

セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため記載を省略しておりましたが、

当連結会計年度において欧州セグメントの重要性が増したため、当連結会計年度から開示しております。

　　　２．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

３．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州……ドイツ、オランダ、スイス、オーストリア、ベルギー、イギリス

その他…韓国、中国

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は716,602千円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,076,756千円であり、その主なものは、当

社での管理部門の資産及び長期投資資金（投資有価証券）等に係る資産であります。
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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）  

日本
（千円）

欧州
（千円）

その他
（千円） 

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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 48,255,310 3,309,263 645,470 52,210,044 － 52,210,044

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

646,464 － 1,323,802 1,970,267 (1,970,267) －

計 48,901,775 3,309,263 1,969,273 54,180,312 (1,970,267) 52,210,044

営業費用 44,135,120 3,421,051 1,970,338 49,526,510 (1,186,117) 48,340,392

営業利益
又は営業損失(△)

4,766,654 △111,787 △1,065 4,653,801 (784,149) 3,869,651

Ⅱ 資産 18,163,289 3,373,797 556,954 22,094,042 1,129,734 23,223,776

（注）１．国又は地域は、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又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州……ドイツ、オランダ、スイス、オーストリア、ベルギー、イギリス

その他…韓国、中国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は748,170千円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,026,530千円であり、その主なものは、当

社での管理部門の資産及び長期投資資金（投資有価証券）等に係る資産であります。

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、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。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「日本」の当連結会計年度の営業費用は15,569千

円増加し、営業利益が同額減少しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（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 511.51円

１株当たり当期純利益金額 61.64円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
60.27円

１株当たり純資産額 519.21円

１株当たり当期純利益金額      97.31円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
     95.55円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定にあたり、当社は平成18年11月22日にジャスダック証

券取引所へ上場しているため、非上場期間である期首か

ら前月(平成18年10月)までの平均株価は、新規上場月か

ら当連結会計年度末までの平均株価を適用しております。

　なお、当社は平成20年4月1日付で株式分割を行ってお

り、株式分割の内容については（重要な後発事象）に記

載しております。 

(追加情報) 

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッ

ジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る期末の純

資産額に含めております。

　なお、前連結会計年度末において採用していた方法に

より算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産額は、

502.91円であります。

 

　

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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（千円） 956,081 1,580,768

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 956,081 1,580,768

期中平均株式数（千株） 15,510 16,243

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（千株） 353 300

（うちストックオプション） (353) (300) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

────── ──────
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（重要な後発事象）

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）

　当社は、平成19年５月８日開催の取締役会において、

ELECOM EUROPE B.V. の業務を平成19年２月27日付で子会

社化いたしました ednet GmbH に移管するため、同社を清

算することを決議いたしました。

１．清算子会社の概要（平成19年３月31日現在）

(1) 会社名 ELECOM EUROPE B.V.

(2) 所在地 オランダ王国

アムステルダム

(3) 代表者 水谷　幸雄

(4) 資本金 300千ユーロ

(5) 決算期 12月末

(6) 出資者及び出資比率 当社　100％

(7) 事業内容 欧州地域における当社グ

ループ製品の販売

(8) 清算結了予定日 平成20年３月31日

２．清算に伴う翌連結会計年度への影響額

　当該子会社の清算に伴う翌連結会計年度の経営成績

に与える影響は軽微なものと考えております。

──────

────── 　当社は、平成20年２月18日開催の取締役会において、株

式の分割について以下のとおり決議し、平成20年４月１日

付をもって、その効力が発生しております。 

１．株式分割の目的

　株式の流動性の向上及び投資者層の拡大。 

２．株式分割の概要 

(1) 分割の概要 

　平成20年３月31日（月曜日）を基準日として、同日最終

の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主

が所有する普通株式１株につき1.5株の割合をもって分割

しております。 

(2) 発行可能株式総数の増加

　会社法第184条第２項の規定に基づき、平成20年４月１

日（火曜日）付をもって当社定款第６条の発行可能株式総

数を30,192,000株増加させ、90,576,000株に変更しており

ます。

(3) 分割により増加する株式数

　普通株式　8,239,712株

(4) 日程

  基  準  日　平成20年３月31日（月曜日）

  効力発生日　平成20年４月１日（火曜日）

  株券交付日  平成20年５月21日（水曜日）
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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）

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)１株当たり情報に関する影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日

  至　平成19年３月31日）   至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

341円00銭 346円14銭

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

41円09銭 64円88銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

40円18銭 63円70銭

（開示の省略）

　リース取引関係、有価証券関係、税効果会計関係、関連当事者との取引に関する注記については、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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５．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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,145,927   4,590,579   

２．受取手形 ※３  517,862   413,401   

３．売掛金 ※１  7,546,099   6,520,127   

４．製品・商品   4,844,067   3,757,325   

５．原材料   38,311   38,744   

６．貯蔵品   4,167   6,936   

７．前渡金   67,768   72,599   

８．前払費用   128,428   102,818   

９．繰延税金資産   509,334   953,474   

10．関係会社短期貸付金   174,364   127,935   

11．未収入金   100,445   59,127   

12．買建通貨オプション   118,901   6,451   

13．その他   200,576   90,940   

貸倒引当金   △195,000   △253,540   

流動資産合計   16,201,254 79.9  16,486,923 80.2 285,668

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産 ※４        

１．建物   70,931   65,068   

２．構築物   3,018   2,445   

３．機械及び装置   123,673   101,042   

４．車両運搬具   11,920   8,021   

５．工具、器具及び備品   98,816   94,010   

６．金型   149,879   72,463   

７．建設仮勘定   －   2,805   

有形固定資産合計   458,238 2.3  345,858 1.7 △112,380
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   587,232   521,963   

２．電話加入権   18,009   18,009   

無形固定資産合計   605,242 3.0  539,972 2.6 △65,269

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   123,988   121,522   

２．関係会社株式   2,343,359   2,591,059   

３．破産債権・更生債権   355   994   

４．長期前払費用   17,319   9,879   

５．差入保証金   223,985   274,323   

６．繰延税金資産   251,407   209,986   

７．その他   45,787   45,787   

貸倒引当金   △355   △994   

投資損失引当金   －   △61,000   

投資その他の資産合計   3,005,848 14.8  3,191,558 15.5 185,709

固定資産合計   4,069,329 20.1  4,077,388 19.8 8,059

資産合計   20,270,584 100.0  20,564,311 100.0 293,727

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※３  1,861,471   2,694,696   

２．買掛金 ※１  3,510,697   3,727,649   

３．短期借入金   3,200,000   300,000   

４．未払金   664,302   598,004   

５．未払費用   256,500   243,274   

６．未払法人税等   601,748   886,150   

７．未払消費税等   －   184,507   

８．預り金   63,493   51,263   

９．返品調整引当金   126,000   93,000   

10．売上値引等引当金   181,152   80,403   

11．販売促進引当金   56,611   46,911   

12．賞与引当金   182,879   226,439   

13．売建通貨オプション   79,379   380,248   

エレコム㈱（6750）平成 20 年３月期決算短信

－ 46 －



  
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

14．為替予約   －   1,112,476   

15．その他   12,246   6,051   

流動負債合計   10,796,483 53.3  10,631,077 51.7 △165,405

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   300,000   300,000   

２．退職給付引当金   427,710   445,654   

３．役員退職慰労引当金   52,820   48,150   

固定負債合計   780,530 3.8  793,804 3.9 13,273

負債合計   11,577,014 57.1  11,424,882 55.6 △152,132

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   664,847 3.3  696,046 3.4 31,198

２．資本剰余金         

資本準備金  678,730   678,730    

資本剰余金合計   678,730 3.4  678,730 3.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  13,966   13,966    

(2）その他利益剰余金         

①特別償却準備金  700   －    

②繰越利益剰余金  7,167,252   8,482,736    

利益剰余金合計   7,181,918 35.4  8,496,702 41.3 1,314,783

４．自己株式   － －  △34,056 △0.2 △34,056

株主資本合計   8,525,496 42.1  9,837,422 47.8 1,311,925

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  28,746 0.1  13,726 0.1 △15,019

２．繰延ヘッジ損益   139,326 0.7  △711,719 △3.5 △851,046

評価・換算差額等合計   168,073 0.8  △697,992 △3.4 △866,065

純資産合計   8,693,570 42.9  9,139,429 44.4 445,859

負債純資産合計   20,270,584 100.0  20,564,311 100.0 293,727
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  46,241,885 100.0  47,550,831 100.0 1,308,946

Ⅱ　売上原価         

１．製品・商品期首たな卸
高

 3,224,729   4,844,067    

２．当期製品・商品仕入高 ※２ 34,419,358   32,229,770    

３．当期製品製造原価  1,581,753   1,212,268    

合計  39,225,841   38,286,106    

４．他勘定振替高 ※３ 570,999   502,170    

５．製品・商品期末たな卸
高

 4,877,041   3,858,738    

６．製品・商品評価損  32,974 33,810,774 73.1 101,413 34,026,610 71.6 215,836

売上総利益   12,431,110 26.9  13,524,220 28.4 1,093,109

７．返品調整引当金繰入額   38,000 0.1  － － △38,000

８．返品調整引当金戻入益   － －  33,000 0.1 33,000

差引売上総利益   12,393,110 26.8  13,557,220 28.5 1,164,109

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※4,5  9,440,234 20.4  9,597,718 20.2 157,483

営業利益   2,952,875 6.4  3,959,502 8.3 1,006,626

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,570   3,104    

２．受取配当金  1,188   1,045    

３．仕入割引  17,086   55,916    

４．為替差益  －   12,616    

５．補償金収入  8,455   4,424    

６．経営指導料 ※２ 8,292   6,759    

７．その他  5,229 42,821 0.1 7,578 91,444 0.2 48,623

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  16,005   25,202    

２．売上割引  380,978   393,281    

３．為替差損  4,337   －    

４．たな卸資産評価損 ※６ 61,204   45,661    

５．たな卸資産廃棄損 ※７ 376,096   310,894    

６．株式公開費用 ※８ 54,718   －    

７．その他  6,541 899,881 2.0 17,494 792,534 1.6 △107,347

経常利益   2,095,816 4.5  3,258,412 6.9 1,162,596
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．未請求債務戻入益  22,508   －    

２．固定資産売却益 ※９ 257   －    

３．償却債権取立益  238 23,004 0.0 1 1 0.0 △23,003

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※10 26,244   12,565    

２．関係会社株式評価損  －   152,000    

３．関係会社整理損 ※11 64,058   51,266    

４．貸倒引当金繰入額  64,000   90,000    

５．投資損失引当金繰入額  － 154,303 0.3 61,000 366,832 0.8 212,529

税引前当期純利益   1,964,517 4.2  2,891,582 6.1 927,064

法人税、住民税及び事
業税

 869,522   1,143,925    

法人税等調整額  31,827 901,349 1.9 189,975 1,333,900 2.8 432,550

当期純利益   1,063,168 2.3  1,557,681 3.3 494,513
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製造原価明細書

  
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  963,655 60.9 799,993 66.0 △163,661

Ⅱ　労務費  113,436 7.2 96,028 7.9 △17,408

Ⅲ　経費 ※１ 504,661 31.9 316,246 26.1 △188,414

当期総製造費用  1,581,753 100.0 1,212,268 100.0 △369,484

期首仕掛品たな卸高  －  －   

合計  1,581,753  1,212,268  △369,484

期末仕掛品たな卸高  －  －   

当期製品製造原価  1,581,753  1,212,268  △369,484

       

（注）主な内訳は次の通りです。

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）

原価計算の方法

原価計算の方法は組別総合原価計算によっております。

原価計算の方法

同左

※１　経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１　経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注加工費 23,432千円

開発費 268,270

減価償却費 164,031

外注加工費       25,865千円

開発費 122,563

減価償却費 125,775
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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

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

合計特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 134,900 148,783 148,783 13,966 3,801 6,353,787 6,371,555 6,655,238

事業年度中の変動額         

新株の発行 529,947 529,947 529,947 － － － － 1,059,895

特別償却準備金の取崩(注) － － － － △1,550 1,550 － －

特別償却準備金の取崩 － － － － △1,550 1,550 － －

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

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

当期純利益 － － － － － 1,063,168 1,063,168 1,063,168

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（千円） 529,947 529,947 529,947 － △3,101 813,464 810,363 1,870,258

平成19年３月31日　残高（千円） 664,847 678,730 678,730 13,966 700 7,167,252 7,181,918 8,525,496

 

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（千円） 56,865 － 56,865 6,712,104

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 1,059,895

特別償却準備金の取崩(注) － － － －

特別償却準備金の取崩 － － － －

剰余金の配当(注) － － － △226,440

役員賞与(注) － － － △26,365

当期純利益 － － － 1,063,168

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△28,119 139,326 111,207 111,207

事業年度中の変動額合計（千円） △28,119 139,326 111,207 1,981,465

平成19年３月31日　残高（千円） 28,746 139,326 168,073 8,693,570

 （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

合計特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 664,847 678,730 678,730 13,966 700 7,167,252 7,181,918 － 8,525,496

事業年度中の変動額          

新株の発行 31,198 － － － － － － － 31,198

特別償却準備金の取崩 － － － － △700 700 － － －

剰余金の配当 － － － － － △242,898 △242,898 － △242,898

当期純利益 － － － － － 1,557,681 1,557,681 － 1,557,681

自己株式の取得 － － － － － － － △34,056 △34,056

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（千円） 31,198 － － － △700 1,315,484 1,314,783 △34,056 1,311,925

平成20年３月31日　残高（千円） 696,046 678,730 678,730 13,966 － 8,482,736 8,496,702 △34,056 9,837,422

 

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（千円） 28,746 139,326 168,073 8,693,570

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 31,198

特別償却準備金の取崩 － － － －

剰余金の配当 － －  △242,898

当期純利益 － － － 1,557,681

自己株式の取得 － － － △34,056

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△15,019 △851,046 △866,065 △866,065

事業年度中の変動額合計（千円） △15,019 △851,046 △866,065 445,859

平成20年３月31日　残高（千円） 13,726 △711,719 △697,992 9,139,429
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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

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

 (2）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）

(2）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

　　　同左

 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

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）製品・商品、原材料

移動平均法による低価法

(1）製品・商品、原材料

同左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

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

　但し、平成10年4月1日以降に取得し

た建物(附属設備を除く)については、

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　　８～18年

機械及び装置　　　　７～12年

工具、器具及び備品　５～６年

金型　　　　　　　　　　２年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

  

  

  

  

  

（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。

　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10,205

千円減少しております。

（追加情報）

　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。

　なお、当該変更による財務諸表に与

える影響額は軽微であります。
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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）

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。

株式交付費 

　　　同左

６．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、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

同左

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上しており

ます。

(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の見込

額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処

理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。　

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて内

規により計算した期末要支給額を計上

しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

 (5）返品調整引当金

　当期売上高に対して翌期以降予想さ

れる返品による損失に備えるため、過

去の返品率等を勘案し、将来の返品に

ともなう損失予想額を計上しておりま

す。

(5）返品調整引当金

同左

 (6）売上値引等引当金

　将来発生する売上値引に備えて、過

去の実績に基づく値引率を用いた発生

見込額を計上しております。

(6）売上値引等引当金

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）

 (7）販売促進引当金

　販売した製品・商品について実施し

た販売奨励策にともなう販売促進費の

支出に備えるため、過去の実績率に基

づく発生見込額を計上しております。

(7）販売促進引当金

同左

 (8）　　　　────── (8）投資損失引当金

　関係会社の将来の投資損失に備える

ため、その損失見込額を計上していま

す。

８．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

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

(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)　通貨オプション、為替

予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)　同左

 (ヘッジ対象)　外貨建買入債務及び外

貨建予定取引

(ヘッジ対象)　同左

 (3）ヘッジ方針

　財務上のリスク管理対策の一環とし

て、「為替管理規程」及び「為替管理

規程ガイドライン」に基づき為替変動

リスクをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ方針に従い、

オプション価格の変動額とヘッジ対象

の時価変動額を比較して判定しており

ます。為替予約については、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動額を比較し

て判定しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

10．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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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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8,554,243

千円であります。

　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。　

──────

 

表示方法の変更

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）

（損益計算書） ──────

　「経営指導料」は、前事業年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度に

おいて金額的重要性が増したため、区分掲記しており

ます。

　なお、前期における「経営指導料」の金額は

3,094千円であります。
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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．関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されているもの以外で各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります

※１．関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されているもの以外で各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります

売掛金 303,696千円

買掛金 875,841

売掛金 506,045千円

買掛金 1,072,809

　２．             ──────

 

　２．偶発債務            

経営指導念書等 

　以下の子会社の金融機関からの借入に関して差入

れた経営指導念書等

　ednet GmbH　　　　　　　　　　  474,570千円

※３．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形 79,040千円

支払手形 16,499

※３．             ──────         

 

※４．有形固定資産の減価償却累計額

975,210千円

※４．有形固定資産の減価償却累計額

1,109,433千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．売上値引等引当金繰入額156,152千円は売上高より

控除しております。

※１．売上値引等引当金戻入益100,748千円は売上高に加

算しております。

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

当期製品・商品仕入高 9,940,511千円

経営指導料 8,292

当期製品・商品仕入高 6,864,331千円

経営指導料 6,759

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 163,514千円

営業外費用 377,485

特別損失 30,000

販売費及び一般管理費        161,750千円

営業外費用 340,419

※４．一般管理費に含まれている研究開発費

363,550千円

※４．一般管理費に含まれている研究開発費

       382,785千円

※５．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は44％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は56％であります。

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。

※５．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は43％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は57％であります。

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。

販売促進費 840,212千円

広告宣伝費 605,937

給与手当 1,929,505

賞与引当金繰入額 175,806

退職給付費用 47,807

役員退職慰労引当金繰入額 4,650

販売促進引当金繰入額 56,611

貸倒引当金繰入額 1,981

荷造運賃 1,846,681

保管料 548,981

減価償却費 303,525

業務委託料 469,245

販売促進費        960,532千円

広告宣伝費 393,407

給与手当 1,977,149

賞与引当金繰入額 221,205

退職給付費用 42,520

役員退職慰労引当金繰入額 6,466

販売促進引当金繰入額 46,911

貸倒引当金繰入額 2,394

荷造運賃 1,939,283

保管料 608,596

減価償却費 291,086

業務委託料 492,634

※６．たな卸資産評価損の内訳は次のとおりであります。 ※６．たな卸資産評価損の内訳は次のとおりであります。

製品・商品 61,204千円 製品・商品       45,661千円

※７．たな卸資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。 ※７．たな卸資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

製品・商品 316,281千円

原材料 59,814

製品・商品        294,757千円

原材料 16,136

※８．株式公開費用には、株式交付費15,993千円が含まれ

ております。

※８．             ──────

※９．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※９．             ──────

車両運搬具 257千円
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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）

※10．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※10．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,688千円

金型 23,635

ソフトウェア 920

建物      168千円

機械、及び装置  38    

工具、器具及び備品 1,723

金型 4,725

ソフトウェア 5,439

長期前払費用 470

※11．関係会社整理損の内訳は次のとおりであります。 ※11．関係会社整理損の内訳は次のとおりであります。

関係会社整理損失引当金戻入

益

△40,494千円

貸倒引当金繰入額 24,000

関係会社株式評価損 44,228

関係会社整理費用 6,325

たな卸資産評価損 30,000

関係会社整理費用 51,266千円

（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

　　 該当事項はありません。

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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） － 47 － 47

合計 － 47 － 47

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加47千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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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 536.87円

１株当たり当期純利益金額 68.54円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
67.02円

１株当たり純資産額 556.21円

１株当たり当期純利益金額 95.89円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
94.15円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

にあたり、当社は平成18年11月22日にジャスダック証券取

引所へ上場しているため、非上場期間である期首から前月

(平成18年10月)までの平均株価は、新規上場月から当事業

年度末までの平均株価を適用しております。

　なお、当社は平成20年4月1日付で株式分割を行っており、

株式分割の内容については（重要な後発事象）に記載して

おります。

(追加情報)

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付で

改正されたことに伴い、当事業年度から繰延ヘッジ損益

(税効果調整後)の金額を普通株式に係る期末の純資産額に

含めております。

　なお、前事業年度末において採用していた方法により算

定した当事業年度末の１株当たり純資産額は、528.26円で

あります。

 

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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（千円） 1,063,168 1,557,681

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,063,168 1,557,681

期中平均株式数（千株） 15,510 16,243

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（千株） 353 300

（うちストックオプション） (353) (300)

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

────── ────── 
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（重要な後発事象）

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）

　当社は、平成19年５月８日開催の取締役会において、

ELECOM EUROPE B.V. の業務を平成19年２月27日付で子会

社化いたしました ednet GmbH に移管するため、同社を清

算することを決議いたしました。

１．清算子会社の概要（平成19年３月31日現在）

(1) 会社名 ELECOM EUROPE B.V.

(2) 所在地 オランダ王国

アムステルダム

(3) 代表者 水谷　幸雄

(4) 資本金 300千ユーロ

(5) 決算期 12月末

(6) 出資者及び出資比率 当社　100％

(7) 事業内容 欧州地域における当社グ

ループ製品の販売

(8) 清算結了予定日 平成20年３月31日

２．清算に伴う翌期への影響額

　当該子会社の清算に伴う翌期の経営成績に与える影

響は軽微なものと考えております。

──────

────── 　当社は、平成20年２月18日開催の取締役会において、株

式の分割について以下のとおり決議し、平成20年４月１日

付をもって、その効力が発生しております。 

１．株式分割の目的

　株式の流動性の向上及び投資者層の拡大。 

２．株式分割の概要 

(1) 分割の概要 

　平成20年３月31日（月曜日）を基準日として、同日最終

の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主

が所有する普通株式１株につき1.5株の割合をもって分割

しております。 

(2) 発行可能株式総数の増加

　会社法第184条第２項の規定に基づき、平成20年４月１

日（火曜日）付をもって当社定款第６条の発行可能株式総

数を30,192,000株増加させ、90,576,000株に変更しており

ます。

(3) 分割により増加する株式数

　普通株式　8,239,712株

(4) 日程

  基  準  日　平成20年３月31日（月曜日）

  効力発生日　平成20年４月１日（火曜日）

  株券交付日  平成20年５月21日（水曜日）
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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）

 ────── (5)１株当たり情報に関する影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日

  至　平成19年３月31日）   至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

357円91銭 370円81銭

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

45円70銭 63円93銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

44円68銭 62円77銭

６．その他
(1）役員の異動

　該当事項はありません。

(2）その他

  該当事項はありません。
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