
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年7月24日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 トーメンデバイス 上場取引所 東 
コード番号 2737 URL http://www.tomendevices.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石川 静香
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 経理部長 （氏名） 大岩 博 TEL 03-3536-9150

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 42,599 ― 862 ― 759 ― 440 ―
20年3月期第1四半期 39,932 10.6 720 △2.1 639 △13.3 378 △13.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 64.80 ―
20年3月期第1四半期 55.63 ―

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

21年3月期第1四半期 45,173 14,605 32.3 2,147.33
20年3月期 47,188 14,435 30.6 2,122.19

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  14,605百万円 20年3月期  14,435百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 35.00 35.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

※当社は年次での業績管理を行っておりますので、第２四半期連結累計期間予想の記載を省略しております。  

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 170,000 △2.6 2,900 △20.2 2,750 △22.1 1,620 △22.8 238.17

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．平成20年４月24日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 6,802,000株 20年3月期 6,802,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 80株 20年3月期 80株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 6,801,920株 20年3月期第1四半期 6,801,920株



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題が本邦の輸出産業企業に大きな影響を及ぼし、

一方では、原材料高を背景に設備投資や個人消費の伸びが鈍化しており、今後さらに減速するとの見方もあります。

また、デジタル家電関連を取り巻く環境については、薄型テレビを中心とした最終製品の世界需要は拡大を続けてお

りますが、市況面では、メモリー関連の価格が下げ止まる一方、液晶パネルの一部では再び価格の軟化が見られるな

ど、全体として一進一退となっております。また国内では、携帯電話が新販売方式導入の影響で、端末買い替えサイ

クルが長くなり、機種変更需要は乏しくなっております。

このような厳しい状況の中で、当第１四半期における業績は、メモリー半導体については、ＭＣＰが主にＤＳＣ（デ

ジタルスチルカメラ）、携帯電話向けに伸長しました。しかし、ＤＲＡＭ価格が前年同期比で下落しており、その影

響を受けたため売上高は伸び悩み、前年同期比8.7％減となりました。システムＬＳＩはＣＭＯＳイメージセンサーが

ほぼ横這いとなりましたが、ＳＯＣがＤＳＣ向けに前期より引き続き好調を維持したこと、またＤＤＩが中小型液晶

テレビ向けに需要が伸びたことを受け、全体では前年同期比31.8％の大幅増となりました。この結果、半導体全体の

売上高は前年同期比0.5％減となりました。一方、液晶デバイスは、商業用ディスプレイ向けに需要が出てきたため、

前年同期比42.8％の大幅増を示しました。その他は、主にＨＤＤ（ハードディスクドライブ）が、競争激化と価格下

落により、前年同期比31.2％減となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、451億73百万円（前連結会計年度末比4.3％減）となりました。これは主に商品、前渡

金が減少したことによるものです。一方、負債は305億68百万円（前連結会計年度末比6.7％減）となりました。これ

は主に買掛金、短期借入金が減少したことによるものです。純資産は146億５百万円（前連結会計年度末比1.2％増）

となりました。これは四半期純利益の計上が主な増加要因であります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期における営業キャッシュ・フローは増加しましたが、財務活動によるキャッシュ・フローが減少した

ため、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）が、前連結会計年度末に比べ１億93百万円減少し６億87百万円

となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において営業活動の結果得られた資金は、11億55百万円（前年同期は５億38百万円の使用）となりま

した。これは主に前渡金の減少14億72百万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）

当第１四半期において投資活動の結果使用した資金は、１百万円（前年同期は32百万円の取得）となりました。こ

れは、主に有形固定資産の取得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）

当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は、13億39百万円（前年同期は８億62百万円の取得）となりま

した。これは短期借入金の返済11億42百万円及び配当金の支払１億97百万円によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想につきましては、平成20年４月24日公表の「平成20年３月期決算短信」に記載のとおりであり、

業績予想は修正しておりません。
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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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理

たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行なっております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

（３）四半期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

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法を採用しておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価格については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。

　この変更に伴い、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ２億72百

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額は、当該箇所に記載しております。

３．計上区分の変更

　当連結会計年度より、経営成績をより適正に把握するため事業損益計算の枠組みを見直しいたしました。

その結果、売上高に対応する原価の把握を適切に行なうため、従来販売費及び一般管理費に含めて計上して

いた荷造運賃等を、当第１四半期連結会計年度より売上原価として計上する方法に変更しております。

　この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の売上原価は60百万円増加し、売上総

利益及び販売費及び一般管理費は同額減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 687 881

受取手形及び売掛金 29,088 28,271

商品 13,590 14,269

その他 1,204 3,176

流動資産合計 44,571 46,598

固定資産   

有形固定資産 83 85

無形固定資産 5 5

投資その他の資産 513 497

固定資産合計 602 589

資産合計 45,173 47,188

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,909 5,940

短期借入金 17,286 18,130

未払法人税等 325 694

引当金 61 103

未払金 7,643 7,595

その他 122 77

流動負債合計 30,349 32,542

固定負債   

引当金 218 210

固定負債合計 218 210

負債合計 30,568 32,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,054 2,054

資本剰余金 1,984 1,984

利益剰余金 10,602 10,399

自己株式 △0 △0

株主資本合計 14,640 14,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 △46

繰延ヘッジ損益 △3 25

為替換算調整勘定 1 18

評価・換算差額等合計 △34 △2

純資産合計 14,605 14,435

負債純資産合計 45,173 47,188



（２）四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 42,599

売上原価 41,224

売上総利益 1,375

販売費及び一般管理費 513

営業利益 862

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

仕入割引 124

その他 2

営業外収益合計 130

営業外費用  

支払利息 68

債権売却損 75

支払手数料 0

為替差損 73

その他 14

営業外費用合計 233

経常利益 759

税金等調整前四半期純利益 759

法人税、住民税及び事業税 318

四半期純利益 440



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 759

減価償却費 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 68

為替差損益（△は益） 298

売上債権の増減額（△は増加） △832

たな卸資産の増減額（△は増加） 671

前渡金の増減額（△は増加） 1,472

仕入債務の増減額（△は減少） △1,018

未払金の増減額（△は減少） 47

その他 502

小計 1,936

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △67

法人税等の支払額 △715

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1

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（△は減少） △1,142

配当金の支払額 △197

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △193

現金及び現金同等物の期首残高 881

現金及び現金同等物の四半期末残高 687



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至平成20年６月30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。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益

　　売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高 35,099 7,500 42,599 － 42,599

　　（２）セグメント間の内部売上高 603 119 722 (722) －

計 35,702 7,619 43,321 (722) 42,599

　　営業利益 531 330 862 － 862

（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

　「四半期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」４．(３)２に記載のとおり、

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法を採用しておりましたが、

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価格については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。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」の営

業利益は２億72百万円減少しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,082 317 14,400

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 42,599

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.1 0.7 33.8

（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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 39,932

Ⅱ　売上原価 38,668

売上総利益 1,264

Ⅲ　販売費及び一般管理費 543

　　営業利益 720

Ⅳ　営業外収益 128

　受取利息 0

　受取配当金 2

　仕入割引 126

　その他 0

Ⅴ　営業外費用 210

　支払利息 83

　債権売却損 76

　支払手数料 0

　為替差損 41

　その他 9

　　経常利益 639

　税金等調整前四半期純利益 639

税金費用 260

四半期純利益 378

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 639

減価償却費 4

賞与引当金の減少額 △44

役員賞与引当金の減少額 △21

退職給付引当金の増加額　 1

役員退職慰労引当金の増加額 3

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 83

売上債権の増加額　 △791

たな卸資産の減少額 491

買掛金の減少額　 △502

未払金の減少額 △0

その他 433

小計 295

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額　 △83

法人税等の支払額 △752

営業活動によるキャッシュ・フロー △538

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △0

無形固定資産の取得による支出 △0

その他 33

投資活動によるキャッシュ・フロー 32

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 1,036

配当金の支払額　 △173

財務活動によるキャッシュ・フロー 862

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 359

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 784

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,143

－ 3 －



（３）セグメント情報

　　　　　前年同四半期はセグメント情報を作成していないため、記載しておりません。

（４）最近における四半期毎の業績の推移

平成21年３月期（連結）

 
第１四半期

20年４月～６月

第２四半期

20年７月～９月

第３四半期

20年10月～12月

第４四半期

21年１月～３月

売上高（百万円） 42,599 － － －

売上総利益（百万円） 1,375 － － －

営業利益（百万円） 862 － － －

経常利益（百万円） 759 － － －

税金等調整前四半期純利益（百万円） 759 － － －

四半期純利益（百万円） 440 － － －

１株当たり四半期純利益（円） 64.80 － － －

総資産（百万円） 45,173 － － －

純資産（百万円） 14,605 － － －

１株当たり純資産（円） 2,147.33 － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 1,155 － － －

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △1 － － －

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △1,339 － － －

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 687 － － －

平成20年３月期（連結）

 
第１四半期

19年４月～６月

第２四半期

19年７月～９月

第３四半期

19年10月～12月

第４四半期

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

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

－ 4 －



（５）四半期品目別販売実績（連結）

（単位：百万円、％）

 

品目別　

前年同四半期

（平成20年３月期

　第１四半期）

当四半期

（平成21年３月期

　第１四半期）

増減率 平成20年３月期

 構成比　  構成比　  構成比　

  メモリー 22,007 55.1 20,085 47.1 △8.7 87,764 50.2

  システムＬＳＩ 5,577 14.0 7,348 17.3 31.8 30,705 17.6

 半導体小計 27,584 69.1 27,433 64.4 △0.5 118,470 67.8

 液晶デバイス 9,019 22.6 12,876 30.2 42.8 43,944 25.2

 その他 3,328 8.3 2,289 5.4 △31.2 12,200 7.0

合計 39,932 100.0 42,599 100.0 6.7 174,614 100.0

－ 5 －
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