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1. 21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(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 ％

21年3月期 135,434 △22.4 2,491 △31.5 2,447 △30.7 1,330 △36.6
20年3月期 174,614 15.2 3,636 17.0 3,531 19.5 2,098 21.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 195.61 ― 8.9 6.0 1.8
20年3月期 308.52 ― 15.5 8.1 2.1
（参考） 持分法投資損益 21年3月期 ―百万円 20年3月期 ―百万円

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 34,754 15,500 44.6 2,278.85
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 15,500百万円 20年3月期 14,435百万円

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

21年3月期 7,300 △19 △7,330 811
20年3月期 △4,429 13 4,522 881

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 238 11.3 1.8
21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 238 17.9 1.6
22年3月期
（予想）

― 0.00 ― 25.00 25.00 22.1

3. 22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）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の業績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 107,000 △21.0 1,340 △46.2 1,340 △45.2 770 △42.1 113.20



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）

（注）詳細は、13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」、17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の変更」
をご覧下さい。

(3) 発行済株式数（普通株式）

（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、30ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。

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 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 80株 20年3月期 80株

（参考）個別業績の概要

1. 21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(2) 個別財政状態

(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 ％

21年3月期 134,641 △22.2 2,466 △30.7 2,428 △30.0 1,315 △35.7
20年3月期 172,985 14.8 3,560 15.1 3,468 17.8 2,044 18.7

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

21年3月期 193.35 ―
20年3月期 300.59 ―

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 34,524 15,352 44.5 2,257.10
20年3月期 46,879 14,273 30.4 2,098.44
（参考） 自己資本 21年3月期 15,352百万円 20年3月期 14,273百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．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って異なる可能性があります。
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。



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した金融市場の混乱、株価の乱

高下や為替相場の急激な変動等に伴い、輸出産業を中心とした企業収益の悪化、雇用情勢の厳しさが見られました。特

に、この金融危機が深刻化した平成20年10月以降、景気は急速に悪化いたしました。

　半導体業界におきましても、北京五輪需要は期待外れとなり、クリスマス・年末商戦も盛り上がりに欠けた中で、世

界景気の後退が進行したため、電子機器の需要減退により、顧客の在庫圧縮が急速に進みました。また、企業業績の悪

化に伴う、雇用環境の悪化及び消費マインドの低迷により、デジタル家電の買換えサイクルは長期化する傾向にあり、

更には、購買意欲を喚起する力強いアプリケーションは出現しておらず、デジタル家電分野での個人消費は低迷してお

ります。

　このような厳しい状況の下、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した。また、売上高が大きく下がる中、業務の効率化、諸経

費の削減、役員報酬のカット等を実施し、平成21年２月には希望退職者の募集を行いました。

　このように様々な施策を実施いたしましたが、景気後退の影響は大きく、当連結会計年度の実績は、売上高1,354億34

百万円（前年同期比22.4％減）、営業利益24億91百万円（前年同期比31.5％減）、経常利益24億47百万円（前年同期比

30.7％減）、当期純利益13億30百万円（前年同期比36.6％減）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）

　ＦＬＡＳＨメモリーが価格下落の波を受けながらも、海外での積極果敢な販売活動により、前年同期比で売上を伸ば

しました。しかし、ＤＲＡＭがＰＣ・デジタル家電の販売不振とＤＲＡＭ価格の下落により、前年同期比でマイナスと

なりました。また、前連結会計年度に大幅に伸張いたしましたＭＣＰにつきましても、携帯電話の販売不振及びＤＳＣ

（デジタルスチルカメラ）の買い替え需要が一段落したことにより、ＤＲＡＭ同様、前年同期比マイナスとなりまし

た。

　この結果、メモリー半導体の売上高は647億93百万円（前年同期比26.2％減）となりました。

（システムＬＳＩ）

　ＤＤＩ（ディスプレイドライバーＩＣ）は、中小型液晶用途向けに営業展開を図った結果、前年同期比で伸張いたし

ました。しかし、ＤＳＣの買い替え機運の低迷によるＳＯＣ（システムオンチップ）需要の減少、また、携帯電話端末

機の販売不振及び競争激化による、ＣＭＯＳイメージセンサーの受注減のため、システムＬＳＩ全体では前年同期比で

マイナスとなりました。

　この結果、システムＬＳＩの売上高は244億80百万円（前年同期比20.3％減）となりました。

（液晶デバイス）

　当連結会計年度は、デジタルサイネージ（電子広告）用途市場を開拓し、アミューズメント分野市場を深耕した結果、

当該用途向けへの売上は前年同期比で大幅に伸びを示しました。しかし、ノートＰＣ・モニター用途向けの需要が低迷

し、更に、液晶モジュールの価格が下落したため、液晶デバイス全体では前年同期比でマイナスとなりました。

　この結果、液晶デバイスの売上高は391億63百万円（前年同期比10.9％減）となりました。

（その他）

　蛍光表示管等は前年同期比で伸張したものの、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）が価格下落と競争激化により、大

幅なマイナスとなりました。

　この結果、その他の売上高は69億96百万円（前年同期比42.7％減）となりました。

　　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本

　為替相場の急激な変動及び欧米を中心とした海外市場の冷え込みにより、各セットメーカーは生産調整を余儀なくさ

れ、アミューズメント用途など一部を除き、全体的に大幅なマイナスとなりました。よって、売上高は1,117億52百万円

（前年同期比24.7％減）、営業利益は18億41百万円（前年同期比30.9％減）となりました。

②　アジア

　当社の海外拠点の活用により、海外展開を積極的に行っておりますが、世界的な景気の悪化と半導体業界におけるメ

モリー価格下落の波を受け、価格競争が一段と厳しさを増していることもあり、売上高は236億82百万円（前年同期比

9.6％減）、営業利益は６億49百万円（前年同期比32.9％減）となりました。



 (次期の見通し）

　次期の見通しにつきましては、世界各国で景気対策が施されておりますが、世界経済の先行き不透明感はまだしば

らく続くと予測され、わが国の経済情勢や企業を取り巻く経営環境も、依然として厳しい状況が続くと予測されま

す。

　半導体業界につきましては、地上波デジタル放送への完全移行を間近に控えているものの、ウインドウズ・ビスタ

によるＤＲＡＭ需要も期待外れで終わり、半導体需要を牽引する目新しいアプリケーションは出現せず、軟調傾向は

当分の間続くと予想されます。

　また、デジタル家電及び半導体業界の選択と集中を軸とした事業再編の流れは一段と加速化し、その動向如何によっ

ては当社グループに様々な影響を及ぼす可能性もあります。

　このような市場環境が予想される中、当社グループといたしましては既存顧客のマーケットシェアの維持・拡大は

勿論のこと、取扱商品群の拡充及び新規市場・新規顧客の開拓等の「種まき」を行い、景気回復後の飛躍的発展に繋

げてまいります。

　以上により、平成22年３月期は、売上高1,070億円（前年同期比21.0％減）、営業利益13億40百万円（前年同期比

46.2％減）、経常利益13億40百万円（前年同期比45.2％減）、当期純利益７億70百万円（前年同期比42.1％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、347億54百万円（前年同期比26.3％減）となりました。これは主に売上高減少に伴う

受取手形及び売掛金、たな卸資産の減少によるものであります。一方、負債は192億54百万円（前年同期比41.2％減）

となりました。主な減少要因は、売上高減少に伴い運転資金の需要が減り短期借入金が減少したことによるものであ

ります。

　純資産は155億円（前年同期比7.4％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

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、前連結会計年度末に比べ69百万円減少（前年同

期比7.9％減）し、当連結会計年度末では８億11百万円となりました。

　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得られた資金は73億円（前年同期は44億29百万円の使用）となりました。

これは主に売上債権の減少66億38百万円、たな卸資産の減少40億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使用した資金は19百万円（前年同期は13百万円の取得）となりました。こ

れは主に事務所敷金の増加等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使用した資金は73億30百万円（前年同期は45億22百万円の取得）となりま

した。これは主に短期借入金の返済70億92百万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 平成21年３月期

自己資本比率（％） 32.3 29.2 31.1 30.6 44.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
51.1 50.0 37.6 20.9 17.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － 1.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － 34.8

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．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。

４．「キャッシュ・フロー／利払い」は、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業キャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。

(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方針であります。

　当期は減収減益ではありましたが、当初公表の配当予想通り、35円配当を維持いたします。

　次期の経済環境につきましては、前述のとおり、非常に厳しい環境となることが予想され、当期純利益は前年同期

比で42.1％となる見込みであります。しかし、安定的かつ継続的な利益の還元と内部留保の必要性のバランスを考慮

し、配当予想につきましては、25円（前年同期比28.6％減）を計画しております。

(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成20年6月24日提出）の内容（10ページから12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、当該有価証券報告書は、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



２．企業集団の状況

 最近の有価証券報告書（平成20年６月24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2,000億円達成を当面の経営目標として設定し、全社一丸となって邁進努力してまいります。

　平成20年３月期決算短信（平成20年４月24日開示）内において、当該目標を平成23年３月期までに達成する旨を記

載しておりましたが、世界経済の先行き不透明感はまだしばらく続くと予測される中で、目標達成に向けた具体的な

マイルストーンを描くことは難しく、前述の通り変更いたしました。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは設立以来、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）、ＤＤＩ（ディスプレイドライバーＩＣ）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。更に、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、近年では、

サムスンＳＤＩ社と共同事業を行い、将来有望市場と見られる有機ＥＬ分野でもその存在感を高めております。

　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。　

　今後も更に、既存事業の効率を徹底追及し、競争力のある体質に変革していき、存在価値の高い半導体商社を目指

してまいります。

(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、ＨＤＤ及び有機ＥＬ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。



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 881 811

受取手形及び売掛金 28,271 21,606

たな卸資産 14,269 －

商品 － 10,256

繰延税金資産 108 195

その他 3,068 1,366

流動資産合計 46,598 34,237

固定資産   

有形固定資産   

建物 79 87

減価償却累計額 △14 △24

建物（純額） 65 62

車両運搬具 16 16

減価償却累計額 △14 △14

車両運搬具（純額） 2 1

その他 39 40

減価償却累計額 △22 △26

その他（純額） 17 14

有形固定資産合計 85 78

無形固定資産 5 3

投資その他の資産   

投資有価証券 138 113

繰延税金資産 126 98

その他 232 224

投資その他の資産合計 497 435

固定資産合計 589 517

資産合計 47,188 34,754



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,940 4,423

短期借入金 ※1  18,130 ※1  10,985

未払法人税等 694 272

賞与引当金 103 97

未払金 7,595 3,129

その他 77 123

流動負債合計 32,542 19,032

固定負債   

退職給付引当金 146 159

役員退職慰労引当金 63 62

固定負債合計 210 221

負債合計 32,753 19,254

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 10,399 11,492

自己株式 △0 △0

株主資本合計 14,437 15,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46 －

繰延ヘッジ損益 25 △18

為替換算調整勘定 18 △10

評価・換算差額等合計 △2 △29

純資産合計 14,435 15,500

負債純資産合計 47,188 34,754



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 174,614 135,434

売上原価 168,588 131,040

売上総利益 6,025 4,394

販売費及び一般管理費 ※1  2,389 ※1  1,902

営業利益 3,636 2,491

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 5 5

仕入割引 571 406

為替差益 78 3

その他 8 5

営業外収益合計 664 421

営業外費用   

支払利息 324 210

債権売却損 374 215

支払手数料 4 3

その他 65 35

営業外費用合計 769 465

経常利益 3,531 2,447

特別損失   

投資有価証券評価損 － 103

ゴルフ会員権評価損 － 14

割増退職金 － 58

特別損失合計 － 176

税金等調整前当期純利益 3,531 2,270

法人税、住民税及び事業税 1,370 1,000

法人税等調整額 62 △60

法人税等合計 1,432 939

当期純利益 2,098 1,330



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,054 2,054

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,054 2,054

資本剰余金   

前期末残高 1,984 1,984

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,984 1,984

利益剰余金   

前期末残高 8,505 10,399

当期変動額   

剰余金の配当 △204 △238

当期純利益 2,098 1,330

当期変動額合計 1,894 1,092

当期末残高 10,399 11,492

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 12,543 14,437

当期変動額   

剰余金の配当 △204 △238

当期純利益 2,098 1,330

当期変動額合計 1,894 1,092

当期末残高 14,437 15,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 25 △46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 46

当期変動額合計 △72 46

当期末残高 △46 －



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1 25

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 △44

当期変動額合計 23 △44

当期末残高 25 △18

為替換算調整勘定   

前期末残高 14 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △29

当期変動額合計 3 △29

当期末残高 18 △10

評価・換算差額等合計   

前期末残高 41 △2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44 △26

当期変動額合計 △44 △26

当期末残高 △2 △29

純資産合計   

前期末残高 12,585 14,435

当期変動額   

剰余金の配当 △204 △238

当期純利益 2,098 1,330

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44 △26

当期変動額合計 1,849 1,065

当期末残高 14,435 15,500



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 3,531 2,270

減価償却費 19 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △1

受取利息及び受取配当金 △6 △6

支払利息 324 210

為替差損益（△は益） △833 △37

売上債権の増減額（△は増加） △1,083 6,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,426 4,000

前渡金の増減額（△は増加） △1,287 1,320

買掛金の減少額 △729 △1,495

未払金の増減額（△は減少） 1,884 △4,465

投資有価証券評価損益（△は益） － 103

その他 △112 414

小計 △2,717 8,977

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △326 △209

法人税等の支払額 △1,390 △1,473

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,429 7,300

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 △10 △9

無形固定資産の取得による支出 △2 －

その他 26 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 13 △19

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） 5,726 △7,092

長期借入金の返済による支出 △1,000 －

配当金の支払額 △204 △237

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,522 △7,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96 △69

現金及び現金同等物の期首残高 784 881

現金及び現金同等物の期末残高 ※  881 ※  811



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）を採用しており

ます。

（会計方針の変更）

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）を適用しており

ます。

この変更に伴い、当連結会計年度の営

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１億65百万円減少し

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。



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(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（リース資産を除く）

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。

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） 

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。

なお、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（リース資産を除く）

同　　左

───────── 

 

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 （会計方針の変更）

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、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し

たが、当連結会計年度より「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

なお、リース取引開始日が平成20年４

月１日以降の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については該当がないた

め、これによる財務諸表への影響はあり

ません。

(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

（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。

　③　　　　─────────

 　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



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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。　　　　

　⑤　役員退職慰労引当金

　　　　　同　　左 

 　(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。

        ───────── 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　将来の外貨建予定取引に係る為替予

約については、繰延ヘッジ処理を採用

しております。また、金利スワップの

特例処理の要件を満たす金利スワップ

取引については、特例処理を採用して

おります。

①　ヘッジ会計の方法

　将来の外貨建予定取引に係る為替予

約については、繰延ヘッジ処理を採用

しております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約取引については、振当処理

を行っております。

 

 

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 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建債権

 外貨建予定取引

 

 

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

　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。

 

 

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



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

                ─────────

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（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２億56百万円増加し、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。

                ─────────
（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）

当連結会計年度より、「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）を適用しております。

なお、これに伴う損益への影響はありません。



表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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。

                ─────────

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表）

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部改正に関する内閣府令」（平成20年８月７日　

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において、「たな卸資産」として掲記されていたも

のは、当連結会計年度から「商品」に掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品」は、14,269百万円であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

                ───────── 従来、その他有価証券のうち時価のある株式について

は、時価の下落率が取得原価に比べて50％以上となって

いるもの及び時価の下落率が30％以上50％未満となって

いるものの中で時価が取得原価まで回復する可能性があ

ると認められる場合を除き減損処理を行っておりました

が、当連結会計年度から、時価の下落率が取得原価に比

べて30％以上となっているものについては原則として減

損処理を行うことといたしました。

この結果、当連結会計年度の投資有価証券評価損が３

百万円増加し、税金等調整前当期純利益が３百万円減少

しております。



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21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        　　　　 10,000百万円
　　  ──────────────────────

借入未実行残高            　　　 －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        　　　　  7,300百万円
　　  ──────────────────────

借入未実行残高            　  2,700百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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       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

給与手当及び賞与       758百万円

賞与引当金繰入額       97百万円

退職給付費用  　  63百万円

賃借料    274百万円

減価償却費   17百万円



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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

（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



当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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20年6月23日

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

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月23日

定時株主総会
普通株式 238 利益剰余金 35 平成21年3月31日 平成21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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※   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21年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定       811百万円

現金及び現金同等物       811百万円



（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の

売買取引に係る会計処理によっておりますが、当連

結会計年度末現在、該当するリース契約はありませ

ん。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の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を適用しており、その内容は

次のとおりであります。

(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 6 5

無形固定資産 161 86 75

合計 173 92 80

 

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 8 3

無形固定資産 141 98 43

合計 153 106 46

(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 34百万円

１年超   47百万円

合計   82百万円

１年内   29百万円

１年超     18百万円

合計     47百万円

(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   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

支払リース料     35百万円

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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料

１年内   2百万円

１年超  2百万円

合計 4百万円

１年内    1百万円

１年超   0百万円

合計  2百万円



（有価証券関係）

前連結会計年度（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。



当連結会計年度（平成21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

取得原価を超えないもの

（１）株式 103 103 －

（２）債券 － － －

（３）その他 － － －

合　　　計 103 103 －

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。



（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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

当社は、通貨関連で先物為替予約取引を行っておりま

す。

(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

デリバティブ取引は、将来の為替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。

(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

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利用しておりま

す。

(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

先物為替予約取引は、為替相場の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。

(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。

(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20年３月31日） 当連結会計年度（平成21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 123 － 123 △0 144 － 144 0

 合　計 123 － 123 △0 144 － 144 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。



(2）金利関連

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（平成21年３月31日）

該当事項はありません。

（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20年３月31日現在）

　年金資産の額     6,676百万円

　年金財政計算上の給付債務の額     7,470百万円

差引額      △794百万円

         (2)制度全体に占める当社の加入人数割合（平成20年３月31日現在）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.6％　　　　　　　　　　　

         (3)補足説明

          　上記(2)の割合は、当社の実際の負担割合とは一致しません。

         (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

　　　　　　  20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20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

退職給付債務（百万円）

退職給付引当金（百万円）

146

146

159

159

　　 （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。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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）

66

37

29

63

33

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。

　　 （追加情報）

　　　　前連結会計年度より、「『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。

 



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21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. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  

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（流動）  

 　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

繰延税金資産（固定）  

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

（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 27

賞与引当金 39

売掛金 13

　繰延ヘッジ損益 13

その他 102

繰延税金資産合計 195

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 64

役員退職慰労引当金 25

その他 7

繰延税金資産合計 98

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19年４月１日　至　平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成20年４月１

日　至　平成21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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（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 － 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

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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 111,752 23,682 135,434 － 135,434

　　（２）セグメント間の内部売上高 2,378 825 3,203 (3,203) －

計 114,130 24,507 138,637 (3,203) 135,434

　　営業費用 112,289 23,857 136,146 (3,203) 132,942

　　営業利益 1,841 649 2,491 － 2,491

Ⅱ 資産 31,219 4,038 35,258 (503) 34,754

（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．（１）③に記載のとおり、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）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較して、「日本」の営業利益は１億65百万円減少しており

ます。



ｃ．海外売上高

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 
アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 48,874 525 49,399

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 135,434

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 36.1 0.4 36.5

（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。

（関連当事者情報）

前連結会計年度（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。



当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（追加情報）

　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適

用しております。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

１．関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等

種類

会社等
の名称
又は氏
名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
(％)

関連当事者との関
係

取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

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

電子部品の同社

からの仕入(特約

店)

商品の仕

入
95,322 買掛金 1,642

仕入割引 392 － －

　（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。

２．親会社に関する注記

　　豊田通商株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

１株当たり純資産額 2,278円85銭

１株当たり当期純利益金額       195円61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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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） 2,098 1,330

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） 2,098 1,330

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。



５．品目別販売実績

品目別

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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 87,764 50.2 64,793 47.8

システムLSI 30,705 17.6 24,480 18.1

半導体小計 118,470 67.8 89,274 65.9

液晶デバイス 43,944 25.2 39,163 28.9

その他 12,200 7.0 6,996 5.2

合計 174,614 100.0 135,434 100.0

　（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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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 30,121 17.3 17,499 12.9

シャープ株式会社 18,679 10.7 7,122 5.3



６．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 751 639

受取手形 1,195 716

売掛金 26,979 20,855

商品 14,184 10,215

前渡金 2,320 1,011

前払費用 2 0

繰延税金資産 108 195

未収消費税等 554 208

未収入金 74 43

その他 98 97

流動資産合計 46,270 33,983

固定資産   

有形固定資産   

建物 79 87

減価償却累計額 △14 △24

建物（純額） 65 62

車両運搬具 16 16

減価償却累計額 △14 △14

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 36 37

減価償却累計額 △19 △23

工具、器具及び備品（純額） 16 13

有形固定資産合計 84 78

無形固定資産   

ソフトウエア 3 1

その他 0 0

無形固定資産合計 3 1

投資その他の資産   

投資有価証券 138 113

関係会社出資金 35 35

繰延税金資産 126 98

その他 219 213

投資その他の資産合計 520 460

固定資産合計 608 540

資産合計 46,879 34,524



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,875 4,434

短期借入金 ※2  18,050 ※2  10,894

未払金 7,595 3,129

未払費用 20 15

未払法人税等 693 270

前受金 42 －

預り金 10 70

賞与引当金 103 97

その他 2 36

流動負債合計 32,396 18,949

固定負債   

退職給付引当金 146 159

役員退職慰労引当金 63 62

固定負債合計 210 221

負債合計 32,606 19,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,054 2,054

資本剰余金   

資本準備金 1,984 1,984

資本剰余金合計 1,984 1,984

利益剰余金   

利益準備金 55 55

その他利益剰余金   

別途積立金 800 800

繰越利益剰余金 9,401 10,478

利益剰余金合計 10,256 11,333

自己株式 △0 △0

株主資本合計 14,294 15,371

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46 －

繰延ヘッジ損益 25 △18

評価・換算差額等合計 △21 △18

純資産合計 14,273 15,352

負債純資産合計 46,879 34,524



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 172,985 134,641

売上原価   

商品期首たな卸高 9,731 14,184

当期商品仕入高 171,522 126,330

合計 181,254 140,515

商品期末たな卸高 14,184 10,215

商品売上原価 167,069 130,299

売上総利益 5,916 4,342

販売費及び一般管理費   

荷造運賃 215 －

役員報酬 142 153

給与手当 641 651

賞与 142 98

賞与引当金繰入額 103 97

退職給付費用 66 63

役員退職慰労引当金繰入額 3 －

法定福利費 104 93

交際費 91 66

旅費及び交通費 108 84

賃借料 324 267

支払リース料 44 43

減価償却費 18 16

その他 348 238

販売費及び一般管理費合計 2,356 1,875

営業利益 3,560 2,466

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 5

仕入割引 571 406

為替差益 80 9

その他 8 4

営業外収益合計 666 425

営業外費用   

支払利息 313 208

債権売却損 374 215

支払手数料 4 3

その他 65 35

営業外費用合計 758 463

経常利益 3,468 2,428



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 103

ゴルフ会員権評価損 － 14

割増退職金 － 58

特別損失合計 － 176

税引前当期純利益 3,468 2,251

法人税、住民税及び事業税 1,361 996

法人税等調整額 62 △60

法人税等合計 1,423 936

当期純利益 2,044 1,315



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,054 2,054

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,054 2,054

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,984 1,984

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,984 1,984

資本剰余金合計   

前期末残高 1,984 1,984

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,984 1,984

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 55 55

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 55 55

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 800 800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 800 800

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,560 9,401

当期変動額   

剰余金の配当 △204 △238

当期純利益 2,044 1,315

当期変動額合計 1,840 1,077

当期末残高 9,401 10,478

利益剰余金合計   

前期末残高 8,415 10,256

当期変動額   

剰余金の配当 △204 △238

当期純利益 2,044 1,315

当期変動額合計 1,840 1,077

当期末残高 10,256 11,333



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 12,454 14,294

当期変動額   

剰余金の配当 △204 △238

当期純利益 2,044 1,315

当期変動額合計 1,840 1,077

当期末残高 14,294 15,371

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 25 △46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 46

当期変動額合計 △72 46

当期末残高 △46 －

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1 25

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 △44

当期変動額合計 23 △44

当期末残高 25 △18

評価・換算差額等合計   

前期末残高 27 △21

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 2

当期変動額合計 △48 2

当期末残高 △21 △18

純資産合計   

前期末残高 12,481 14,273

当期変動額   

剰余金の配当 △204 △238

当期純利益 2,044 1,315

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 2

当期変動額合計 1,792 1,079

当期末残高 14,273 15,352



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

移動平均法による原価法を採用して

おります。

移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）を採用しており

ます。

（会計方針の変更）

当事業年度より「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）を適用しております。

この変更に伴い、当事業年度の営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ１億65百万円減少しております。

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

（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。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　　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、器具及び備品　　4～15年

───────── 



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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。

なお、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（リース資産を除く）

同　　左

───────── (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。

（会計方針の変更）

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、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し

たが、当事業年度より「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

なお、リース取引開始日が平成20年４

月１日以降の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については該当がないた

め、これによる財務諸表への影響はあり

ません。



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

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

（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。 

(3) 　　 ─────────

 

 

(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。

(5) 役員退職慰労引当金

同　　左 

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。

───────── 



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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係る為替予

約については、繰延ヘッジ処理を採用

しております。また、金利スワップの

特例処理の要件を満たす金利スワップ

取引については、特例処理を採用して

おります。

(1) ヘッジ会計の方法

　将来の外貨建予定取引に係る為替予

約については、繰延ヘッジ処理を採用

しております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約取引については、振当処理

を行っております。

 

 

(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 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建債権

 外貨建予定取引

 

 

(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

　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。

 

 

(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19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日）

                ───────── （計上区分の変更）

当事業年度より、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、

当事業年度より売上原価として計上する方法に変更して

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

事業年度の売上原価は２億55百万円増加し、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。

追加情報

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

                ───────── 従来、その他有価証券のうち時価のある株式について

は、時価の下落率が取得原価に比べて50％以上となって

いるもの及び時価の下落率が30％以上50％未満となって

いるものの中で時価が取得原価まで回復する可能性があ

ると認められる場合を除き減損処理を行っておりました

が、当事業年度から、時価の下落率が取得原価に比べて

30％以上となっているものについては原則として減損処

理を行うことといたしました。

この結果、当事業年度の投資有価証券評価損が３百万

円増加し、税引前当期純利益が３百万円減少しておりま

す。



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21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 50  　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 98  　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　　 　　　　　　10,000百万円
　　  ──────────────────────
　　　　借入未実行残高            　　　－ 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　　 　　　　　　 7,300百万円
　　  ──────────────────────
　　　　借入未実行残高            　　2,700百万円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の

売買取引に係る会計処理によっておりますが、当事

業年度末現在、該当するリース契約はありません。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の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を適用しており、その内容は

次のとおりであります。

(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 6 5

ソフトウェア 161 86 75

合計 173 92 80

 

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、器具及
び備品

11 8 3

ソフトウェア 141 98 43

合計 153 106 46

(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     34百万円

１年超     47百万円

合計      82百万円

１年内       29百万円

１年超       18百万円

合計        47百万円

(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     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

支払リース料       35百万円

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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料

１年内   2百万円

１年超   2百万円

合計    4百万円

１年内    1百万円

１年超    0百万円

合計     2百万円



（有価証券関係）

前事業年度（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。

当事業年度（平成21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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21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. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  

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（流動）  

 　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

繰延税金資産（固定）  

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

（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 27

賞与引当金 39

売掛金 13

繰延ヘッジ損益 13

その他 102

繰延税金資産合計 195

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 64

役員退職慰労引当金 25

その他 7

繰延税金資産合計 98

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



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

１株当たり純資産額       2,257円10銭

１株当たり当期純利益金額 193円35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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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） 2,044 1,315

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） 2,044 1,315

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。



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

平成21年４月24日に開示いたしました「役員の異動及び人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2）その他

該当事項はありません。 
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