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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 32,012 ― 584 ― 662 ― 425 ―
20年3月期第1四半期 31,049 5.4 854 15.5 931 13.4 647 16.9

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 26.33 ―
20年3月期第1四半期 40.06 ―

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 60,390 35,584 58.9 2,200.10
20年3月期 63,100 36,101 57.2 2,232.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  35,584百万円 20年3月期  36,101百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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   

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 74,000 6.4 1,440 △18.6 1,520 △8.9 1,040 △6.3 64.30
通期 154,000 12.9 3,310 △5.9 3,450 6.2 2,400 11.7 148.39

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  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月24日発表の通期連結業績予想は、修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

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  16,174,000株 20年3月期  16,174,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  156株 20年3月期  156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  16,173,844株 20年3月期第1四半期  16,173,844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1四半期における経済環境は、サブプライムローン問題を背景として米国の景気後退懸念が強まりました。 

住宅市場の調整、資本市場の混乱、石油価格の高騰、インフレ懸念などが米国経済の逆風となっており、世界経済に

大きな影響を及ぼす米国経済の先行きは不透明な状況であります。中国においては、個人消費などの内需の拡大と固

定資産投資の高い伸びにより２ケタの経済成長を維持しているものの、米国経済の減速で輸出の伸びが鈍化し、外需

は大幅に減少しました。貿易黒字は前年同期に比べ大幅に減少するなど、世界的な景気減速が鮮明になる中で、高成

長を謳歌してきた中国経済の先行きにも不透明感が漂い始めました。国内においては、エネルギーや原材料の価格高

騰、円高などの影響から景気減速が顕著となってきました。企業収益及び輸出の減少、個人消費や設備投資も横ばい

で推移するなど経済状況に弱さが見られ、景気の回復は足踏みしました。 

 エレクトロニクス業界においては、パソコンの世界出荷台数は、機能を絞った低価格のノート型をけん引役に中

東、アフリカ、アジアなど新興国を軸にした市場拡大が鮮明になり、２ケタ成長を達成しました。また、半導体につ

いては、新興市場でのパソコンや携帯電話の需要増を主因として電子機器製品に対する消費は旺盛で、半導体メモリ

ー製品の価格下落はあるものの、米国以外の地域での消費が大幅に増加し、新たな市場における販売が全体の売上高

を牽引しました。  

 このような環境下、当社グループの業績は,主力の半導体部門は通信機器、オートモーティブ、産業・計測機器及

び情報機器向けの売上高が大幅に増加したことにより、移動体無線及びアミューズメント向けの減少を補った結果、

前年同期比9.2％増の276億７百万円となりました。また、情報通信機器部門は主力のハードディスクドライブ及び携

帯電話の基地局向けサーバーの売上高が減少したことにより、同35％減の23億78百万円となりました。一方、その他

に区分される売上高はアミューズメント用モジュールが減少したものの、調達代行事業及び液晶パネル等の売上高が

増加したことにより、同4.4％減の20億26百万円となりました。この結果、当第1四半期の売上高は前年同期比3.1％

増の320億12百万円となりました。 

 利益面では、売上総利益率は前年同期比0.3ポイント減の9.8％となりましたが、増収効果により売上総利益は前年

同期並みの31億36百万円となりました。営業利益は、昨年12月の事業買収による人員増とのれんの償却などを主因と

して販売費及び一般管理費が増加したため、同31.6％減の５億84百万円、経常利益は同28.9％減の６億62百万円、当

第１四半期純利益は同34.3％減の４億25百万円となりました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は603億90百万円となり、前連結会計年度末比27億10百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少額25億20百万円によるものであります。 

 なお、純資産は355億84百万円となり、前連連結会計年度末比５億17百万円の減少となりました。その主な要因

は、為替換算調整勘定が７億１百万円減少したことによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は23億21百万円となり、前連結会計年度末と比較して

８億40百万円の減少となりました。  

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は５億66百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利

益６億69百万円、売上債権の減少15億７百万円、棚卸資産の増加22億34百万円、法人税等の支払額２億27百万円であ

ります。 

「 投資活動によるキャッシュ・フロー」は84百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による

支出56百万円によるものであります。 

「 財務活動によるキャッシュ・フロー」は10億85百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の返済額８

億27百万円及び配当金の支払額２億42百万円によるものです。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

   平成21年度3月期の連結業績予想につきましては、平成20年4月24日に公表いたしました連結業績予想に変更は

  ありません。  

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

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 

 該当事項はありません。 

  

（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 

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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．連結の範囲 

 TOMEN ELECTRONICS TAIWAN CORP.は現在清算手続き中であり、重要性が著しく低下したため、当第１四半期連

結会計期間において連結の範囲から除外しております。なお、当該子会社は特定子会社には該当しません。 

３．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっており 

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「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、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額について収益性の低

下に基づく簿価の切り下げ方法）により算定しております。これにより、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１億34百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は当

該箇所に記載しております。 

４．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これに伴う売

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に与える影響は軽微であります。 

  （４）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（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 2,321 3,161

受取手形及び売掛金 32,639 35,159

たな卸資産 17,085 15,497

繰延税金資産 493 550

その他 902 1,621

貸倒引当金 △32 △41

流動資産合計 53,409 55,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 357 328

機械装置及び運搬具（純額） 77 85

その他（純額） 5 6

有形固定資産合計 441 420

無形固定資産   

のれん 1,082 1,287

その他 45 68

ソフトウエア 150 159

無形固定資産合計 1,277 1,515

投資その他の資産   

投資有価証券 3,501 3,459

繰延税金資産 739 699

その他 1,030 1,080

貸倒引当金 △9 △24

投資その他の資産合計 5,261 5,215

固定資産合計 6,980 7,151

資産合計 60,390 63,100

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,824 13,594

短期借入金 8,155 9,422

未払法人税等 308 341

賞与引当金 210 414

その他 1,811 1,734

流動負債合計 23,308 25,507

固定負債   

退職給付引当金 1,478 1,403

役員退職慰労引当金  38

その他 18 49



（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) 

固定負債合計 1,497 1,492

負債合計 24,806 26,999

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 26,221 26,035

自己株式 △0 △0

株主資本合計 36,239 36,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 12

為替換算調整勘定 △665 35

純資産合計 35,584 36,101

負債純資産合計 60,390 63,100



（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 32,012

売上原価 28,876

売上総利益 3,136

販売費及び一般管理費 2,552

給料 928

賞与引当金繰入額 210

退職給付引当金繰入額 122

賃借料 262

その他 1,028

営業利益 584

営業外収益  

受取利息 7

為替差益 33

持分法による投資利益 89

その他 4

営業外収益合計 134

営業外費用  

支払利息 46

その他 10

営業外費用合計 56

経常利益 662

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7

特別利益合計 7

特別損失  

特別損失合計 －

税金等調整前四半期純利益 669

法人税、住民税及び事業税 227

法人税等調整額 16

法人税等合計 244

四半期純利益 425



（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 669

減価償却費 69

のれん償却額 58

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38

賞与引当金の増減額（△は減少） △204

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 46

為替差損益（△は益） △16

持分法による投資損益（△は益） △89

売上債権の増減額（△は増加） 1,507

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,234

仕入債務の増減額（△は減少） 224

未収消費税等の増減額（△は増加） 130

未払消費税等の増減額（△は減少） 42

その他 494

小計 704

利息及び配当金の受取額 63

利息の支払額 26

法人税等の支払額 △227

営業活動によるキャッシュ・フロー 566

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 △56

無形固定資産の取得による支出 △15

貸付金の回収による収入 0

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △84

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） △827

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15

配当金の支払額 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 △235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △840

現金及び現金同等物の期首残高 3,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,321



（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において当社及び連結子会社は、電子部品・機器の販売事業の単一セグメン

トであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

  

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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国、タイ 

(2)北米………米国 

３．会計方針の変更 

  当第１四半期連結会計期間より「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）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、営業利益が、日本で１

億34百万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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2)北米………米国、カナダ 

(3)その他……チェコ、イスラエル 

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

  
日本 

（百万円）
アジア 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 18,875 13,069 68 32,012 － 32,012 

(2)セグメント間の内部売上高 6,357 102 2 6,462 (6,462) － 

計 25,233 13,171 71 38,475 (6,462) 32,012 

営業費用 24,741 13,079 85 37,905 (6,477) 31,428 

営業利益（又は営業損失） 492 91 (14) 569 15 584 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,115 304 12 15,432 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       32,012 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
47.2 1.0 0.0 48.2 



（６）品目別販売実績 

  

（７）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。 

  

  

品目 

当連結第１四半期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

半導体 27,607 86.3 

情報通信機器及び応用システム 2,378 7.4 

その他 2,026 6.3 

合計 32,012 100.0 



「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 31,049 

Ⅱ 売上原価 27,913 

売上総利益 3,136 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,281 

営業利益 854 

Ⅳ 営業外収益 126 

Ⅴ 営業外費用 48 

経常利益 931 

Ⅵ 特別利益 13 

Ⅶ 特別損失 15 

税金等調整前四半期純利益 930 

法人税、住民税及び事業税 141 

法人税等調整額 140 

少数株主利益 － 

四半期純利益 647 



（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   

  税金等調整前当期純利益 930 

  減価償却費 29 

  のれん償却費 5 

 持分法による投資利益 △98 

 固定資産除却損 0 

  退職給付引当金の増減額(減少：△)  15 

  役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) － 

 賞与引当金の増減額(減少：△) △162 

 貸倒引当金の増減額(減少：△) 1 

  受取利息及び受取配当金  △13 

 支払利息 33 

 投資有価証券売却益 － 

 売上債権の増減額(増加：△) △712 

 棚卸資産の増減額(増加：△) △1,946 

 仕入債務の増減額(減少：△) △1,019 

  未収消費税等の増減額(増加：△)  △172 

  役員賞与の支払額  － 

  その他 104 

          小計 △3,005 

 利息及び配当金の受取額 61 

 利息の支払額 △50 

 法人税等の支払額 △432 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,426 

 



 
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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △7 

 有形固定資産の売却による収入 － 

 無形固定資産の取得による支出    △14 

 投資有価証券の取得による支出 － 

 投資有価証券の売却による収入 － 

 その他 1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額(減少：△) 3,725 

 ファイナンスリース債務の返済 △19 

 長期借入金の返済 － 

 配当金の支払額 △242 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,462 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 

15 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,734 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,750 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  

前第１四半期連結会計年度において当社及び連結子会社は、電子部品・機器の販売事業の単一セグメントである

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国、タイ 

(2)北米………米国 

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2)北米………米国 

(3)その他……イスラエル 

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

（４）品目別販売実績 

  
日本 

（百万円）
アジア 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 21,211 9,750 87 31,049 － 31,049 

(2)セグメント間の内部売上高 7,466 49 － 7,515 (7,515) － 

計 28,678 9,799 87 38,565 (7,515) 31,049 

営業費用 28,158 9,490 98 37,746 (7,551) 30,194 

営業利益（又は営業損失） 519 309 (10) 818 36 854 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,435 1,675 9 13,120 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       31,049 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
36.8 5.4 0.0 42.2 

品目 

前連結第１四半期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

半導体 25,273 81.4 

情報通信機器及び応用システム 3,657 11.8 

その他 2,118 6.8 

合計 31,049 100.0 
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