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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 77,507 △14.8 △1,309 ― △2,719 ― △7,506 ―

20年3月期 90,979 8.1 4,541 7.5 3,910 0.4 1,847 18.6

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 △105.67 ― △21.5 △3.4 △1.7

20年3月期 24.77 24.75 4.5 4.7 5.0

（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 75,099 32,164 37.9 409.85
20年3月期 84,056 41,539 49.1 553.86

（参考） 自己資本   21年3月期  28,488百万円 20年3月期  41,298百万円

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 2,475 △4,968 3,468 17,907
20年3月期 6,515 △1,074 △1,857 18,064

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の配当金は未定であります。 

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 447 24.2 1.1
21年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00 208 ― 0.6

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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）

 

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

31,000 △34.2 △500 ― △750 ― △1,000 ― △14.08

通期 67,000 △13.6 1,000 ― 500 ― 100 ― 1.41



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）  有  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、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」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、28ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 1社 （社名 株式会社光波 ） 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 75,067,736株 20年3月期 75,067,736株

② 期末自己株式数 21年3月期  5,558,286株 20年3月期  502,939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 50,684 △21.9 125 △94.9 △312 ― △3,863 ―

20年3月期 64,874 5.5 2,473 △2.8 2,599 △24.1 1,390 △35.4

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △54.39 ―

20年3月期 18.65 18.63

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 51,973 27,388 52.6 393.36
20年3月期 56,316 34,400 61.0 460.93

（参考） 自己資本 21年3月期  27,342百万円 20年3月期  34,369百万円

※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り大きく異なる可能性があります。 
２．平成22年３月期の配当金は現時点では未定でありますが、今後の業績等を総合的に勘案して、決定次第速やかに開示いたします。 



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我が国経済は、年度の前半においては原油価格や原材料価格の高騰などにより厳しい状況

が続きました。年度の後半におきましては米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機や株式・為

替市場の大幅な変動などによる急速な世界的景気後退の影響を受け、輸出・生産が大幅に減少、企業の収益も急速に

悪化し、設備投資や個人消費が低迷するなど、急速に経済環境が悪化いたしました。

当社を取り巻く市場環境といたしましても消費の低迷などを背景に薄型ＴＶなどのデジタル家電向け製品の伸び悩

みや設備投資の抑止・減少などによる産業機器分野の減速、また、在庫調整などによる生産の減少の影響も大きく受

け、前連結会計年度と比べますとほぼ全ての分野において需要が大幅に減少した状況にあります。

このような情勢の中、当社グループといたしましても経営スローガン「オンリーワン・カンパニーの実現」へ向け、

引き続き、ＬＥＤ事業関連や車載電装用部品などの新規事業領域では、研究開発部門の新設や生産ラインの増強など

の強化に取り組んでおります。また、この経営環境の急速な悪化を受け、緊急対策としてグループ横断の経営改革プ

ロジェクトを発足し、従来より取り組んでいる収益性の向上・安定化などを含め、更なる経営基盤の強化・改善をは

かるべく改革へ向けた取り組みも検討を進めており、実践可能な内容より随時、推進しております。

しかしながら、当連結会計年度の売上・利益につきましては、急速な事業環境の悪化をカバーするまでには至らず、

前連結会計年度と比較し大幅な減収・減益となりました。

この結果、当連結会計年度の業績につきまして、売上高は775億7百万円（前期比14.8%減）となりました。利益面に

つきましては、年度前半の原材料価格の上昇の影響に加え、年度後半の急減な売上の減少もあり営業損失は13億9百万

円（前期は45億4千1百万円の営業利益）となりました。また、急激な為替変動による円高により為替差損が発生し、

経常損失は27億1千9百万円（前期は39億1千万円の経常利益）となりました。さらに特別損失として、第１四半期に棚

卸資産の評価に関する会計基準の適用初年度に当たり、たな卸資産評価損を8億2千1百万円計上し、第２四半期に電子

化学材料関連で台湾事業の再構築として関係会社株式売却損を8億5千4百万円計上するなどいたしました。また、繰延

税金資産の取り崩しも行ったこともあり、当期純損失は75億6百万円（前期は18億4千7百万円の当期純利益）と大幅な

損失を計上いたしました。

　主要な事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　なお、売上高はセグメント間の内部売上高を含めており、営業利益は配賦不能営業費用（当社の総務部門等管理部

門に係る費用）控除前で表示しております。

(1）電子部品関連事業

　電子部品関連事業は、高騰を続けていた原油や銅・鉄などの原材料は昨年の秋口以降、下降線で落ち着き状態と

なりましたが世界的な経済環境の悪化を受け、需要は予想を上回るスピードで減少し、得意先による在庫調整・生

産調整などが急速に進み、ＡＶ関連製品から産業機器向け製品などのほぼ全ての分野で急激な受注・売上の減少と

なりました。一部、衛星などの宇宙関連用高信頼性製品や医療機器向け製品などの堅調に推移する製品もありまし

たが全体を押し上げるまでには至りませんでした。

　この結果、売上高は今年度よりグループ会社となった株式会社光波を中心とした新たなＬＥＤ事業がプラス要因

とはなるものの、急激な需要減少の影響を大きく受け、売上高は493億2千8百万円（前期比6.1%減）の減収となり、

営業損失は20億3百万円（前期は12億4千6百万円の営業利益）となりました。

(2）電子化学材料・はんだ付装置関連事業

　電子化学材料・はんだ付装置関連事業におきましても経済環境の悪化を背景に設備投資の抑止、生産の調整・減

少などをはじめ、秋口以降、需要が一気に減少しました。電子化学材料関連におきましては半導体向け材料が急激

に減少し、一般材料においても得意先の生産調整などにより、プリント基板材料及びソルダーペーストなどの主力

製品の受注・売上が大幅に減少しました。また、はんだ付装置におきましては、設備投資の抑止・減少をはじめ、

海外市場における競争激化や商品の低価格化も進み、一段と厳しい事業環境におかれております。

　この結果、売上高は239億8千7百万円（前期比25.0%減）、営業利益は18億6千9百万円（同53.8%減）と大幅な減

収・減益となりました。

(3）情報機器関連事業

　情報機器関連事業におきましても他事業セグメントと同様に経済環境の悪化を背景に設備投資の抑止・減少の厳

しい事業環境にあります。中でも放送機器関連におきましては、新製品の投入などで海外展開や新市場などへの拡

販は推し進めるものの、主力の国内既存市場が低調な動きとなっており、売上が大幅に落ち込んでおります。また、

セキュリティ関連などの情報機器や通信機器におきましても経済環境悪化を背景に導入時期の遅延などもあり期半

ばまでは堅調に推移したものの期後半で伸び悩む結果となりました。

　この結果、売上高は42億3千8百万円（前期比34.6%減）、営業利益は4億2千7百万円（同53.0%減）と大幅な減収・

減益となりました。



　また、所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　なお、売上高はセグメント間の内部売上高を含めており、営業利益は配賦不能営業費用（当社の総務部門等管理部

門に係る費用）控除前で表示しております。

(1）日本

　国内市場は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機や株式・為替市場の大幅な変動など

による世界的な経済環境の悪化の影響を受け、輸出や生産も大幅に減少し、企業全般の収益が急激に低下し、その

影響で設備投資は大幅に減少し、個人消費が低迷するなど、急速に悪化いたしました。当社におきましても電子部

品関連事業をはじめ、ソルダーペーストなどの電子化学材料関連事業や放送関連事業など、全ての分野においてこ

の経済環境悪化の影響を受け、事業全般として低調に推移し、売上高は減少し、利益につきましては赤字に転落と

なりました。

　この結果、売上高は455億5千3百万円（前期比8.9%減）、営業損失は3億4千万円（前期は30億円の営業利益）とな

りました。

(2）アジア

　中国を中心としたアジア経済におきましても、堅調に推移していた中国経済が急速に減速するなど厳しい環境へ

と変化しております。このような中、アジア市場におきましては電子部品関連事業、電子化学材料・はんだ付装置

関連事業を中心に更なる営業・開発・生産体制の強化をはじめ、原価管理の徹底、プロダクトミックスの改善をは

かるなど、各種の業務改革に取り組んで参りましたが、需要の急激な減少による得意先の生産調整などが顕著にあ

らわれ、その結果が売上高の大幅な減少を招き、事業全般として低調に推移し、大幅な減収・減益となりました。

　この結果、売上高は382億4千万円（前期比18.6%減）、営業利益は4億9千6百万円（同83.2%減）となりました。

(3）ヨーロッパ

　ユーロ圏におきましても、世界経済の悪化を受け、景気は急速に減速しております。そのような中、ヨーロッパ

市場におきましては、電子部品関連事業においては、冷暖房機器向け製品や産業機械市場などへの販路拡大も着実

に成果へ結びつき、需要が後退していく中でも比較的堅調に推移いたしました。また、従来から推進している営業・

開発・生産などの事業体質強化と合わせ、業務の効率化や原価管理の強化といった成果も着実にでてきており、売

上は為替の影響などもあり減少するも利益につきましては黒字を維持し、事業体質の転換は進展しております。

　この結果、売上高は71億2千3百万円（前期比19.4%減）、営業利益は1億7千3百万円（同43.5%減）となりました。

(4）南北アメリカ

　米国経済はサブプライムローン問題に端を発した金融危機などにより、住宅建設の更なる減少、設備投資などの

動きも一段と減少するなど、世界経済が一気に減速する中、より一層の景気の後退が続いております。そのような

中、電子部品関連事業におきましてはＡＶ機器向け製品をはじめ、売上高の減少・商品価格の低価格化などの厳し

い市場環境が続いており、今年度より新規連結した電子化学材料関連事業の米国子会社のプラス要因はあるものの、

事業全般としては低調に推移し、売上は減収・利益は営業赤字となりました。

　この結果、売上高は28億7千2百万円（前期比16.2%減）、営業損失は7千万円（前期は1億2千7百万円の営業損失）

となりました。

当業界の今後の見通しにつきましては、世界的景気後退による影響はこの先も当面継続し、回復も緩やかであると

予想されます。このような状況のもと、当社グループといたしましても、より一層のグローバルな経営体質の強化並

びに効率的な業務推進体制への変革を推進し、この世界的な景気後退による影響を乗り切るべく、独自性や強みを発

揮できる市場を中心に当社独自のオンリーワン技術を駆使した競争力のある製品をタイミング良く市場投入し、事業

効率をより一層高め、通期での売上・利益目標を達成するよう努めてまいります。

現時点における平成22年３月期の連結業績予想は次のとおりであります。 

　　　　　　売上高　　　　　 67,000百万円　（前期比13.6％減）

　　　　　　営業利益　　　　  1,000百万円　（前期は1,309百万円の営業損失）

　　　　　　経常利益　　　　    500百万円　（前期は2,719百万円の経常損失）

　　　　　　当期純利益　　　    100百万円　（前期は7,506百万円の当期純損失）

〔業績予想に関する留意事項〕

　この資料に記載されている次期及び将来に関する記述部分は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に

基づいており、実際の業績に影響を与え得る重要な要素（経済情勢、市場の動向、為替レートの変動、株式市場の変

動等）にはリスクや不確実性を含んでおります。これら将来に関する記述のみに依拠して投資判断を下すことは控え

るようお願いいたします。実際の業績は、様々な要素により、この業績とは大きく異なる結果となり得ることをご承

知おきください。



２．財政状態に関する分析

(1）資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末（以下「当期末」という）の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）比で89億

5千7百万円減少（前期末比10.7％減）し、750億9千9百万円となりました。内訳としては、流動資産は前期末比89億

9千万円減少（前期末比15.2％減）の503億4千9百万円、固定資産は同比3千3百万円増加（同0.1％増）の247億5千万

円となりました。 

　流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が82億8千6百万円減少したことによります。 

　固定資産については、有形固定資産は前期末比15億1千6百万円増加（前期末比8.8％増）し、投資その他の資産は

同比14億6千2百万円減少（同24.2％減）しました。 

　当期末の負債の合計は、前期末比4億1千6百万円増加（前期末比1.0％増）し、429億3千4百万円となりました。内

訳としては、流動負債は前期末比63億4千4百万円減少（前期末比23.1％減）の210億9千7百万円、固定負債は同比67

億6千1百万円増加（同44.8％増）の218億3千7百万円となりました。

　流動負債減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が41億6千8百万円減少したことによります。また、固定負債増

加の主な要因は、長期借入金が53億8千2百万円増加したことによります。 

　有利子負債合計（短期借入金・一年以内返済予定の長期借入金・短期リース債務・長期借入金及び長期リース債

務の合計額）は227億8千1百万円となり、資金調達の実行及びリース会計基準の変更によるリース債務のオンバラン

ス化で前期末比60億9百万円増加しました。

　当期末の純資産は、前期末比93億7千4百万円減少（前期末比22.6％減）し、321億6千4百万円となりました。これ

は主に当期純損失75億6百万円による減少、自己株式の取得21億5千7百万円による減少、株式会社光波の株式を公開

買付けしたことにより少数株主持分が34億2千万円増加したことなどによります。この結果、自己資本比率は37.9％

となりました。また、１株当たり純資産は409.85円（前期末１株当たり純資産は553.86円）となりました。 

（当連結会計年度における自己資本比率及び１株当たり純資産は、純資産より新株予約権・少数株主持分を控除し

て計算した比率を用いております。）

(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）につきましては、主として営業活動によるキャッ

シュ・フローが減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1億5千6百万円減少し、179億7百万円となりまし

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） 

　営業活動の結果獲得した資金は24億7千5百万円で、前連結会計年度に比べ40億3千9百万円減少（前期比62.0％減）

しました。これは主に、税金等調整前当期純損失を計上したことなどによります。 

（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49億6千8百万円で、前連結会計年度に比べ38億9千3百万円増加（前期比362.3％

増）しました。これは主に、株式会社光波の株式を公開買付けにより取得するために資金が流出したことなどによ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果獲得した資金は34億6千8百万円で、前連結会計年度に比べ53億2千5百万円獲得額が増加（前期は

18億5千7百万円の使用）しました。これは主に、株式会社光波の株式を公開買付けするために金融機関より借入れ

を行い、資金を調達したことなどによります。

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  利益配分につきましては、企業体質の強化をはかりつつ、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題ととらえ、

安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。

  しかしながら当期は、年度後半の世界的同時不況による事業環境の急変及び停滞が長期化するとの観点から、財務

基盤の安定をはかるために内部留保を充実させる必要があることから、期末配当金については実施しないことといた

しました。この結果、当期の配当金は１株当たり年間３円（中間配当金３円）となります。 

　また、次期の配当金につきましては現時点では未定であります。

４．事業等のリスク

  最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業等のリスク」から速やかに伝達すべき新たなリス

クがないため開示を省略しております。



２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社46社、関連会社４社で構成され、電子部品、電子化学材料・はんだ付装置、情報機

器の製造販売を主な事業とし、更に各事業に関連する物流及び研究開発等の事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

　なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

電子部品関連事業

　当社が製造販売するほか、子会社に各種部品及び材料を製造委託して、当社が大部分を仕入れて販売しておりま

す。また、一部は、子会社で直接に製造販売しております。

＜主な子会社＞

㈱光波 タムラ電子（マレーシア）㈱

㈱オプシード津南 田村電子（香港）㈲

若柳電子工業㈱ 田村電子（深圳）㈲

㈱群馬タムラ製作所 田村電子（恵州）㈲

㈱会津タムラ製作所 田村電子（上海）㈲

タムラ精工㈱ タムラ・ヨーロッパ・リミテッド

安全電具㈱ タムラ・コーポレーション・オブ・アメリカ

 安全電具（香港）㈲

 安全電具（恵州）㈲　

 Op-Seed Co., (BD) Ltd.　

電子化学材料・はんだ付装置関連事業

　電子化学材料については、子会社に製造委託して当社が大部分を仕入れて販売しております。

　また、一部は、子会社で製造販売しております。

＜主な子会社＞

タムラ化研㈱ タムラ化研（U.K.）㈱

大豊電研（香港）㈲ 同和タムラ化研㈱

大豊電研科技（東莞）㈲ タムラ化研（マレーシア）㈱

上海祥楽田村電化工業㈲ タムラ化研（アメリカ）㈱

タムラ化研（シンガポール）㈱ 田村化研科技（股）

　はんだ付装置については、子会社に製造委託して当社が大部分を仕入れて販売しております。

　また、一部は、子会社で製造販売しております。

＜主な子会社＞

　㈱タムラエフエーシステム　　　　　　　　　　　　㈱東北タムラ製作所

　㈱タムラ古河マシナリー

情報機器関連事業

　当社が通信情報関連機器を製造販売しております。

　＜子会社＞

　なし

その他事業

　国内において、子会社が運輸・倉庫・保険業を行っております。

＜主な子会社＞

　㈱タムラ流通センター

　なお、最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業の系統図」から重要な変更がないため「事

業の系統図」の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

２．目標とする経営指標

３．中長期的な会社の経営戦略

４．会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月８日開示）において平成19年度～平成21年度の３ヶ年新中期経営計画

“T's POWER!”計画の概要等を開示しており、重要な変更がないため開示を省略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.tamura-ss.co.jp/jp/finance/report/brief.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html



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 18,379 18,036

受取手形及び売掛金 26,016 17,730

たな卸資産 12,102 －

商品及び製品 － 4,087

仕掛品 － 1,480

原材料及び貯蔵品 － 5,302

繰延税金資産 854 897

その他 2,376 3,216

貸倒引当金 △390 △401

流動資産合計 59,339 50,349

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,304 15,962

減価償却累計額 △9,461 △9,702

建物及び構築物（純額） 5,843 6,259

機械装置及び運搬具 13,913 13,485

減価償却累計額 △10,233 △9,950

機械装置及び運搬具（純額） 3,680 3,534

工具、器具及び備品 9,088 9,288

減価償却累計額 △7,569 △7,890

工具、器具及び備品（純額） 1,518 1,397

土地 6,170 6,435

リース資産 － 1,070

減価償却累計額 － △69

リース資産（純額） － 1,000

建設仮勘定 10 111

有形固定資産合計 17,223 18,740

無形固定資産   

のれん － 117

リース資産 － 294

その他 － 1,012

無形固定資産合計 1,444 1,424

投資その他の資産   

投資有価証券 3,229 1,942

繰延税金資産 1,618 1,350

その他 1,244 1,388

貸倒引当金 △43 △95

投資その他の資産合計 6,048 4,585

固定資産合計 24,716 24,750

資産合計 84,056 75,099



（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   

支払手形及び買掛金 15,790 11,622

短期借入金 3,734 3,708

1年内返済予定の長期借入金 959 252

リース債務 － 211

賞与引当金 1,068 838

役員賞与引当金 102 28

その他 5,787 4,434

流動負債合計 27,442 21,097

固定負債   

長期借入金 12,077 17,460

リース債務 － 1,147

退職給付引当金 2,352 2,427

その他 645 801

固定負債合計 15,075 21,837

負債合計 42,517 42,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 15,337 15,337

利益剰余金 14,623 6,494

自己株式 △203 △2,361

株主資本合計 41,587 31,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 412 △302

繰延ヘッジ損益 △159 △105

為替換算調整勘定 △541 △2,403

評価・換算差額等合計 △288 △2,812

新株予約権 30 46

少数株主持分 209 3,630

純資産合計 41,539 32,164

負債純資産合計 84,056 75,099



（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 90,979 77,507

売上原価 69,147 60,630

売上総利益 21,832 16,876

販売費及び一般管理費 17,290 18,186

営業利益又は営業損失（△） 4,541 △1,309

営業外収益   

受取利息 117 66

受取配当金 131 104

作業くず売却益 112 65

その他 300 254

営業外収益合計 661 490

営業外費用   

支払利息 433 428

為替差損 440 805

支払補償費 198 203

その他 219 462

営業外費用合計 1,292 1,900

経常利益又は経常損失（△） 3,910 △2,719

特別利益   

固定資産売却益 49 3

過年度特許料戻入額 － 34

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 49 38

特別損失   

固定資産廃売却損 73 304

たな卸資産評価損 － 821

たな卸資産処分損 482 52

投資有価証券売却損 － 53

関係会社株式売却損 － 854

投資有価証券評価損 3 123

減損損失 － 585

特別退職金 － 388

関係会社整理損 － 83

貸倒引当金繰入額 169 －

その他 － 84

特別損失合計 728 3,353

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,231 △6,034

法人税、住民税及び事業税 1,047 302

過年度法人税等 60 459

法人税等調整額 254 828

法人税等合計 1,362 1,590

少数株主利益又は少数株主損失（△） 22 △118

当期純利益又は当期純損失（△） 1,847 △7,506



（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 11,829 11,829

当期末残高 11,829 11,829

資本剰余金   

前期末残高 15,349 15,337

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

その他 △9 －

当期変動額合計 △11 △0

当期末残高 15,337 15,337

利益剰余金   

前期末残高 13,055 14,623

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △36

当期変動額   

剰余金の配当 △447 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 1,847 △7,506

連結範囲の変動 92 △154

その他 75 －

当期変動額合計 1,568 △8,092

当期末残高 14,623 6,494

自己株式   

前期末残高 △181 △203

当期変動額   

自己株式の取得 △25 △2,160

自己株式の処分 3 2

当期変動額合計 △22 △2,157

当期末残高 △203 △2,361

株主資本合計   

前期末残高 40,053 41,587

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △36

当期変動額   

剰余金の配当 △447 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 1,847 △7,506

自己株式の取得 △25 △2,160

自己株式の処分 1 2

連結範囲の変動 92 △154

その他 66 －

当期変動額合計 1,534 △10,250

当期末残高 41,587 31,300



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,162 412

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △750 △715

当期変動額合計 △750 △715

当期末残高 412 △302

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 272 △159

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △431 54

当期変動額合計 △431 54

当期末残高 △159 △105

為替換算調整勘定   

前期末残高 △546 △541

当期変動額   

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

35 △40

その他 9 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39 △1,821

当期変動額合計 5 △1,862

当期末残高 △541 △2,403

評価・換算差額等合計   

前期末残高 888 △288

当期変動額   

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

35 △40

その他 9 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,221 △2,482

当期変動額合計 △1,176 △2,523

当期末残高 △288 △2,812

新株予約権   

前期末残高 12 30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 15

当期変動額合計 17 15

当期末残高 30 46

少数株主持分   

前期末残高 185 209

当期変動額   

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 22 3,786

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △365

当期変動額合計 23 3,420

当期末残高 209 3,630



（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) 

純資産合計   

前期末残高 41,140 41,539

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △36

当期変動額   

剰余金の配当 △447 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 1,847 △7,506

自己株式の取得 △25 △2,160

自己株式の処分 1 2

連結範囲の変動 92 △154

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増
減

35 △40

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 22 3,786

その他 75 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,203 △2,832

当期変動額合計 398 △9,337

当期末残高 41,539 32,164



（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又は税金等調整前当期純
損失（△）

3,231 △6,034

減価償却費 2,305 2,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32 △54

前払年金費用の増減額（△は増加） △79 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,068 △327

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 31 △73

貸倒引当金の増減額（△は減少） 149 42

受取利息及び受取配当金 △249 △170

支払利息 433 428

為替差損益（△は益） △294 303

投資有価証券評価損益（△は益） 3 123

固定資産除売却損益（△は益） 23 301

減損損失 － 585

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 908

売上債権の増減額（△は増加） △78 7,836

たな卸資産の増減額（△は増加） 546 1,114

仕入債務の増減額（△は減少） 623 △3,850

その他 △128 △451

小計 7,553 3,576

利息及び配当金の受取額 265 143

利息の支払額 △434 △402

法人税等の支払額 △809 △842

過年度法人税等の支払額 △60 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,515 2,475

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △424 △317

定期預金の払戻による収入 326 568

有形固定資産の取得による支出 △1,817 △2,405

有形固定資産の売却による収入 94 9

無形固定資産の取得による支出 △105 △141

投資有価証券の取得による支出 △349 △106

投資有価証券の売却による収入 1,228 8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △2,426

貸付けによる支出 △16 △146

その他 △10 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,074 △4,968



（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) 

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） △825 1,571

長期借入れによる収入 － 5,605

長期借入金の返済による支出 △549 △929

リース債務の返済による支出 － △75

自己株式の取得による支出 △25 △2,160

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △447 △435

少数株主への配当金の支払額 △9 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,857 3,468

現金及び現金同等物に係る換算差額 336 △944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,919 30

現金及び現金同等物の期首残高 13,347 18,064

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 796 112

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － 299

現金及び現金同等物の期末残高 18,064 17,907



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 (1) 連結子会社の数　　　29社

主要な連結子会社の名称

　タムラ化研㈱

　田村電子（香港）㈲

　タムラ電子（マレーシア）㈱

　タムラ・ヨーロッパ・リミテッド

(1) 連結子会社の数　　　36社

主要な連結子会社の名称

　㈱光波　

　タムラ化研㈱

　田村電子（香港）㈲

　タムラ電子（マレーシア）㈱

　タムラ・ヨーロッパ・リミテッド

　なお、田村科技（股）、田村電子

（上海）㈲及びタムラ電子（タイラン

ド）㈱については、重要性が増加した

ことにより、当連結会計年度から連結

の範囲に含めております。

　なお、㈱光波、㈱オプシード津南及

びOp-Seed Co., (BD) Ltd.は㈱光波の

株式を公開買付けにより取得したため、

安全電具(香港)㈲、安全電具(恵州)㈲、

タムラ化研(マレーシア)㈱及びタムラ

化研(アメリカ)㈱は重要性が増したた

め、田村化研科技(股)は新たに設立し

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。

　また、前連結会計年度において連結

子会社でありました大豊電化工業(股)

は所有する株式をすべて売却したため、

連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

タムラ化研（マレーシア）㈱

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

田村精工電子(常熟)㈲

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。

連結の範囲から除いた理由

同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

なし

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

同左

(2) 持分法を適用した関連会社数

なし

(2) 持分法を適用した関連会社数

同左

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

タムラ化研（マレーシア）㈱

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

田村精工電子(常熟)㈲

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ連結

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外

しております。

持分法を適用しない理由

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）

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち次の各社は決算日が連

結決算日と異なっております。

決算日12月31日

田村電子（香港）㈲

田村電子（深圳）㈲

田村電子（恵州）㈲

田村電子（上海）㈲

田村科技（股）

タムラ電子（マレーシア）㈱

タムラ電子（トレンガヌ）㈱

タムラ電子（タイランド）㈱

タムラ電子（インドネシア）㈱

タムラ・ヨーロッパ・リミテッド

タムラ・コーポレーション・オブ・アメ

リカ

タムラ電子（メキシコ）㈱

大豊電化工業（股）

タムラ化研（シンガポール）㈱

タムラ化研（U.K.）㈱

同和タムラ化研㈱

上海祥楽田村電化工業㈲

大豊電研（香港）㈲

大豊電研科技（東莞）㈲

　連結子会社のうち次の各社は決算日が連

結決算日と異なっております。

決算日12月31日

田村電子（香港）㈲

田村電子（深圳）㈲

田村電子（恵州）㈲

田村電子（上海）㈲

田村科技（股）

タムラ電子（マレーシア）㈱

タムラ電子（トレンガヌ）㈱

タムラ電子（タイランド）㈱

タムラ電子（インドネシア）㈱

タムラ・ヨーロッパ・リミテッド

タムラ・コーポレーション・オブ・アメ

リカ

タムラ電子（メキシコ）㈱

安全電具（香港）㈲

安全電具（恵州）㈲

Op-Seed Co., (BD) Ltd.

タムラ化研（シンガポール）㈱

タムラ化研（U.K.）㈱

同和タムラ化研㈱

上海祥楽田村電化工業㈲

大豊電研（香港）㈲

大豊電研科技（東莞）㈲

タムラ化研（マレーシア）㈱

タムラ化研（アメリカ）㈱

田村化研科技（股）

　連結財務諸表の作成に当たっては、上記

連結子会社については、決算日現在の財務

諸表を使用しておりますが、連結決算日と

の間に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

③たな卸資産

製品及び仕掛品

　電子部品及び情報機器関連事業

　　親会社及び一部国内子会社　

　　　総平均法による原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

製品及び仕掛品

　電子部品、電子化学材料及び情報機

器関連事業

主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定）

　　その他の子会社

主として総平均法による原価

法

　電子化学材料関連事業　　

　　主として売価還元法による原価

法



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）

　はんだ付装置関連事業

個別法による原価法

　はんだ付装置関連事業

　個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

商品及び材料

　電子部品及び情報機器関連事業

　　親会社及び一部国内子会社

総平均法による原価法

商品及び材料

主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）

　　その他の子会社

主として最終仕入原価法によ

る原価法　

　電子化学材料・はんだ付装置関連

　事業

　　主として最終仕入原価法による

原価法

貯蔵品

　主として最終仕入原価法による原

価法

貯蔵品

　主として最終仕入原価法による原

価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

 ―――――――――――― (会計方針の変更）

①棚卸資産の評価に関する会計基準の

適用

　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日公表

分）を適用しております。

　これにより営業損失及び経常損失

はそれぞれ269百万円増加し、税金等

調整前当期純損失は1,091百万円増加

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。

②棚卸資産の評価方法の変更

　棚卸資産の評価方法について、電

子化学材料関連事業の連結子会社で

あるタムラ化研㈱は従来、製品及び

仕掛品は売価還元法、商品及び材料

は最終仕入原価法によっておりまし

たが、当連結会計年度より総平均法

に変更しております。

　この変更は、当連結会計年度より

ＥＲＰ（統合業務パッケージ）シス

テムを導入し、棚卸資産受払管理及

び原価計算がシステム化されたこと

に伴い、より合理的な棚卸資産の評

価及び適正な期間損益の計算を行う

ために行ったものであります。



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）

　これにより営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失はそれぞ

れ24百万円増加しております。

　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。

　また、上記システムは当第３四半

期連結会計期間に導入運用を開始し

たため、第２四半期連結累計期間は、

従来の方法によっております。しか

し、第２四半期連結累計期間の変更

後の方法によった場合の影響額を算

出することは困難であります。

(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

　主として定率法を採用しております。

　ただし、当社及び国内連結会社にお

いて、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

(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（リース資産を除く）

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

51百万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。

 ――――――――――――

(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。

　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

67百万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。

(追加情報)

　当社及び国内連結子会社の機械装置

については、従来、耐用年数を７～12

年としておりましたが、当連結会計年

度より５～10年に変更しております。

　この変更は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令の改正を契機として、

経済的耐用年数を見直したためであり

ます。

　これにより営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失はそれぞれ95

百万円増加しております。

　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。



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無形固定資産

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

取引に係るリース資産

　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。

　なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がないため開示

を省略しております。



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）

―――――――――――― 　（リース取引に関する会計基準）　　

　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適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。

　これにより、損益及びセグメント情報に与える影響

は軽微であります。

 ―――――――――――― （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、連結

決算上必要な修正を行っております。

　　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失はそれぞれ62百万円増加しております。ま

た、当連結会計年度期首の利益剰余金が36百万円減少

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。



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）

 ―――――――――――― （連結貸借対照表）

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（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「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しており

ます。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま

れる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」は、それぞれ3,485百万円、2,447百万円、6,169

百万円であります。

２．前連結会計年度において、「無形固定資産」として

掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、

当連結会計年度より「のれん」「その他（無形固定資

産）」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度に含まれる「のれん」「その他（無形固定資産）」

はそれぞれ473百万円、971百万円であります。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

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。

（連結損益計算書関係）

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。

（連結株主資本等変動計算書関係）

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。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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。

（リース取引関係）

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。

（有価証券関係）

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。

（デリバティブ取引関係）

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。

（退職給付関係）

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。　

（ストック・オプション等関係）

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。　

（税効果会計関係）

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。　



（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）

 
電子部品
関連事業
（百万円）

電子化学材
料・はんだ
付装置関連

事業
（百万円）

 
情報機器
関連事業
（百万円）

 

その他事業
（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
52,523 31,951 6,476 27 90,979 ― 90,979

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 33 ― 579 612 (612) ―

計 52,523 31,984 6,476 606 91,591 (612) 90,979

営業費用 51,277 27,939 5,568 599 85,385 1,053 86,438

営業利益 1,246 4,045 908 6 6,206 (1,665) 4,541

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 35,749 33,447 3,312 423 72,933 11,123 84,056

減価償却費 1,201 846 145 2 2,196 109 2,305

資本的支出 1,354 331 61 11 1,758 250 2,008

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）

 
電子部品
関連事業
（百万円）

電子化学材
料・はんだ
付装置関連

事業
（百万円）

 
情報機器
関連事業
（百万円）

 

その他事業
（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
49,319 23,925 4,238 23 77,507 ― 77,507

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
9 62 △0 545 616 (616) ―

計 49,328 23,987 4,238 568 78,124 (616) 77,507

営業費用 51,332 22,118 3,811 558 77,821 996 78,817

営業利益又は営業損失

（△）
△2,003 1,869 427 10 303 (1,613) △1,309

Ⅱ　資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出
       

資産 38,715 23,568 2,455 411 65,151 9,947 75,099

減価償却費 1,785 777 159 3 2,726 163 2,890

減損損失 128 457 ― ― 585 ― 585

資本的支出 1,607 845 34 5 2,493 223 2,717

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) 電子部品関連事業 ………各種トランス、ＡＣアダプター、スイッチング電源ユニット、圧電セラミッ

ク製品、ＬＥＤ関連製品

(2) 電子化学材料・はんだ

付装置関連事業
………フラックス、ソルダーペースト、液状レジスト、自動はんだ付装置

(3) 情報機器関連事業 ………通信ネットワーク機器、放送機器、ワイヤレスマイク、情報応用機器

(4) その他事業 ………運輸・倉庫・保険業



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主なものは、当社の総務部門等管理部門に

係る費用であります。

前連結会計年度 1,821百万円

当連結会計年度 1,771百万円

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金（現預金）、長期投

資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度 18,450百万円

当連結会計年度 15,688百万円

５　会計方針の変更

　（前連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、当連結会計年度より、

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

場合と比較して、営業利益については「電子部品関連事業」は27百万円、「電子化学材料・はんだ付装置関

連事業」は9百万円、「情報機器関連事業」は2百万円、「消去又は全社」は11百万円それぞれ減少しており

ます。

　（当連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)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日公表分）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と比較して、営業利益については「電子化学材料・はんだ付装置

関連事業」は90百万円、「情報機器関連事業」は24百万円それぞれ減少し、営業損失については「電子部品

関連事業」は154百万円増加しております。

　(2)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)に記載のとおり、当連結会計年度より連結

子会社であるタムラ化研㈱は、棚卸資産の評価方法を売価還元法から総平均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と比較して、営業利益については「電子化学材料・はんだ付装置関連事

業」は24百万円減少しております。

　(3)　「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」に記載のとおり、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、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比

較して、営業損失については「電子部品関連事業」は62百万円増加しております。

６　追加情報

　（前連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①（追加情報）に記載のとおり、当社及び

国内連結子会社は、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合と比較して、営業利益については「電子部品関連事業」は26百万円、「電子化学材

料・はんだ付装置関連事業」は25百万円、「情報機器関連事業」は8百万円、「消去又は全社」は6百万円そ

れぞれ減少しております。

　（当連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2)①（追加情報）に記載のとおり、当社及び

国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、改正後の法定耐用年数に

基づき減価償却費を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益に

ついては「電子化学材料・はんだ付装置関連事業」は29百万円減少し、営業損失については「電子部品関連

事業」は64百万円増加しております。



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）
ヨーロッパ
（百万円）

南北
アメリカ
（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
43,136 35,742 8,689 3,411 90,979 ― 90,979

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,845 11,235 144 15 18,240 (18,240) ―

計 49,981 46,978 8,833 3,427 109,220 (18,240) 90,979

営業費用 46,981 44,020 8,526 3,554 103,082 (16,644) 86,438

営業利益又は営業損失

（△）
3,000 2,957 307 △127 6,138 (1,596) 4,541

Ⅱ　資産 51,224 31,265 3,525 1,528 87,543 (3,486) 84,056

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）
ヨーロッパ
（百万円）

南北
アメリカ
（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
40,087 27,629 7,013 2,777 77,507 ― 77,507

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,466 10,610 110 94 16,281 (16,281) ―

計 45,553 38,240 7,123 2,872 93,789 (16,281) 77,507

営業費用 45,894 37,743 6,950 2,943 93,530 (14,713) 78,817

営業利益又は営業損失

（△）
△340 496 173 △70 258 (1,568) △1,309

Ⅱ　資産 52,871 21,817 2,506 1,362 78,559 (3,460) 75,099

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア　………………　マレーシア・シンガポール・中国・台湾

(2) ヨーロッパ  …………　イギリス・チェコ

(3) 南北アメリカ　………　アメリカ・メキシコ

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主なものは、当社の総務部門等管理部門に

係る費用であります。

前連結会計年度 1,821百万円

当連結会計年度 1,771百万円

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金（現預金）、長期投

資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度 18,450百万円

当連結会計年度 15,688百万円



５　会計方針の変更

　（前連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、当連結会計年度より、

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

場合と比較して、「日本」の営業利益は51百万円減少しております。

　（当連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)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日公表分）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と比較して、営業利益については「アジア」は39百万円減少し、

営業損失については「日本」は218百万円、「南北アメリカ」は12百万円それぞれ増加しております。

　(2)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)に記載のとおり、当連結会計年度より連結

子会社であるタムラ化研㈱は、棚卸資産の評価方法を売価還元法から総平均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と比較して、営業損失については「日本」は24百万円増加しております。

　(3)　「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」に記載のとおり、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、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比

較して、営業利益については「アジア」は1百万円、「ヨーロッパ」は55百万円それぞれ減少し、営業損失に

ついては「南北アメリカ」は5百万円増加しております。

６　追加情報

　（前連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①（追加情報）に記載のとおり、当社及び

国内連結子会社は、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合と比較して、「日本」の営業利益は67百万円減少しております。

　（当連結会計年度）

　(1)　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2)①（追加情報）に記載のとおり、当社及び

国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、改正後の法定耐用年数に

基づき減価償却費を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業損失に

ついては「日本」は95百万円増加しております。



ｃ．海外売上高

海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合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）

 アジア ヨーロッパ 南北アメリカ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 41,082 7,941 4,553 0 53,577

Ⅱ　連結売上高（百万円）     90,979

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
45.2 8.7 5.0 0.0 58.9

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 ヨーロッパ 南北アメリカ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 31,826 6,841 3,050 0 41,718

Ⅱ　連結売上高（百万円）     77,507

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
41.1 8.8 3.9 0.0 53.8

　（注）１　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。

２　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

３　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア　………………　マレーシア・シンガポール・中国・台湾

(2) ヨーロッパ　…………　イギリス・ヨーロッパ大陸諸国

(3) 南北アメリカ　………　アメリカ

(4) その他の地域　………　オーストラリア



（関連当事者情報）

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。

（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       553円86銭

１株当たり当期純利益金額  24円77銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
24円75銭

１株当たり純資産額 409円85銭

１株当たり当期純損失金額 105円67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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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又は１株当たり当

期純損失金額 
  

　当期純利益又は当期純損失（△） 1,847百万円    △7,506百万円

　普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

　普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）
1,847百万円 △7,506百万円

　普通株式の期中平均株式数 74,580千株 71,039千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額 ―  ―  

　普通株式増加数 74千株 ―  

（うち新株予約権） （74千株） （―）

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金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　　――――――――――― ―――――――――――



（重要な後発事象）

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.株式会社光波に対する公開買付け

　　　　当社は、平成20年３月25日開催の取締役会にお

いて、株式会社光波（コード番号：6876 JASDAQ。

以下、「対象者」といいます。）の株式を公開買

付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に

より取得することを決議し、平成20年３月26日か

ら公開買付けを実施しておりましたが、本公開買

付けは平成20年４月30日をもって終了いたしまし

た。

　また、本公開買付けの結果、対象者は新たに当

社の子会社となりました。

 (1)　買付け等の目的

　当社は、新中期経営計画『T's POWER!』の下、

電子部品関連事業等の強化を図っておりますが、

中でも電子部品関連事業におけるＬＥＤ事業につ

いては、『チャレンジ項目』として将来的な当社

の発展に寄与する事業であると認識するとともに、

未来の利益の源泉としてＭ＆Ａを含めた規模の拡

大を企図しております。かかる企図に基づき、先

般より、当社は、卓越した技術力及び製品開発力

を有して高い評価を市場から受けている対象者と

の間で、今後の協業体制について検討を進め、当

社及び対象者のより一層の事業基盤強化と企業価

値向上に資するため、当社が対象者を連結子会社

とし資本業務提携を行うことが最善であると判断

いたしました。

 (2)　対象者の概要 

 ――――――――――――

 (1)商号  株式会社光波

 (2)本店所在地 東京都練馬区向山二丁目６番８号

 (3)事業内容

 自動販売機用製品、ＬＥＤ(発光ダ

イオード)応用製品や信号機器用製品

などの光応用製品の製造販売

 (4)資本金
 3,331,726千円　

(平成19年12月31日現在)

 (3)　買付け等の期間 

　　　平成20年３月26日(水曜日)から平成20年４月30日

(水曜日)まで(25営業日)

 (4)　買付け等の価格

１株につき 1,200円

 (5)　買付け等に要した資金 

 4,319百万円



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）

 (6)　買付け等の結果

 　①株券等の数

株券等種類
株式に換算した

買付数

 株券 　　　　 3,599,400株

 新株予約権証券 　　　　　　　　―株

 新株予約権付社債券 　　　　　　　　―株

 株券等預託証券 　　　　　　　　―株

 合　計 　　　　 3,599,400株

 　②株券等の所有割合

買付け等前における公

開買付者の所有株券等

に係る議決権の数

10個

買付け等前におけ

る株券等所有割合

 0.01％

買付け等後における公

開買付者の所有株券等

に係る議決権の数

36,004個

買付け等後におけ

る株券等所有割合

 52.21％

対象者の総株主等の議

決権の数(平成20年３月

31日現在）

  　　 　66,925個

(注１)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平

成20年５月1日にジャスダック証券取引所に提出し

た「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に

関するお知らせ」に記載された平成20年３月31日

現在の総株主の議決権の数です。ただし、「買付

け等後における株券等所有割合」においては、対

象者が本公開買付けに応募することにより当社が

買い付けることとなった対象者の自己株式

（204,000株）に係る議決権（2,040個）を加え、

「対象者の総株主等の議決権の数」を68,965個と

して計算しております。

(注２)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付

け等後における株券等所有割合」は、小数点以下

第三位を四捨五入しております。

 (7)　支払資金の調達方法

　　銀行借入



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.自己株式の取得

　当社は平成20年５月23日開催の取締役会におい

て、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条第１項の規定に基づき、

自己株式を取得すること及びその具体的な取得方

法について決議いたしました。

(1)　自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①理由

経営環境の変化等に対応した機動的な資本政策

の遂行を可能とするとともに、資本効率の向上

をはかるため

②取得する株式の種類

当社普通株式

③取得する株式の総数

5,000,000株（上限）

④取得する期間

平成20年５月26日～平成20年９月12日

⑤取得価額の総額

2,500百万円（上限）

⑥取得の方法

　東京証券取引所における市場買付

 ――――――――――――



５．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 12,505 10,100

受取手形 783 406

売掛金 17,199 11,569

商品 793 －

製品 38 －

材料 355 －

商品及び製品 － 1,385

仕掛品 882 627

貯蔵品 71 －

原材料及び貯蔵品 － 268

前払費用 42 51

繰延税金資産 480 193

関係会社短期貸付金 1,636 1,968

未収入金 1,170 869

その他 35 158

貸倒引当金 △2 △36

流動資産合計 35,992 27,561

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,132 5,685

減価償却累計額 △3,345 △3,513

建物（純額） 1,787 2,171

構築物 389 407

減価償却累計額 △272 △292

構築物（純額） 117 115

機械及び装置 2,204 2,410

減価償却累計額 △1,582 △1,779

機械及び装置（純額） 621 631

車両及びその他の陸上運搬具 32 32

減価償却累計額 △15 △22

車両及びその他の陸上運搬具（純額） 17 10

工具、器具及び備品 3,196 3,221

減価償却累計額 △2,697 △2,766

工具、器具及び備品（純額） 498 455

土地 4,724 4,609

リース資産 － 1,000

建設仮勘定 － 108

有形固定資産合計 7,765 9,102



（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) 

無形固定資産   

借地権 143 143

ソフトウエア 291 255

電話加入権 18 18

リース資産 － 294

その他 9 8

無形固定資産合計 462 719

投資その他の資産   

投資有価証券 1,869 1,094

関係会社株式 7,921 12,170

関係会社長期貸付金 258 70

破産・更生債権等 3 17

長期前払費用 18 16

繰延税金資産 1,209 511

その他 830 747

貸倒引当金 △16 △36

投資その他の資産合計 12,095 14,591

固定資産合計 20,323 24,412

資産合計 56,316 51,973

負債の部   

流動負債   

支払手形 692 574

買掛金 5,254 2,795

1年内返済予定の長期借入金 32 32

リース債務 － 211

未払金 153 134

未払費用 855 890

未払法人税等 133 90

前受金 2 18

預り金 812 644

従業員預り金 3 3

設備購入支払手形 65 355

賞与引当金 655 433

役員賞与引当金 30 －

その他 341 148

流動負債合計 9,032 6,335

固定負債   

長期借入金 12,032 16,300

リース債務 － 1,147

退職給付引当金 324 272



（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) 

預り保証金 420 424

その他 105 104

固定負債合計 12,883 18,249

負債合計 21,916 24,585

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金   

資本準備金 15,331 15,331

その他資本剰余金 5 5

資本剰余金合計 15,337 15,337

利益剰余金   

利益準備金 1,261 1,261

その他利益剰余金   

配当積立金 210 210

別途積立金 3,421 4,921

繰越利益剰余金 2,287 △3,507

利益剰余金合計 7,181 2,885

自己株式 △203 △2,361

株主資本合計 34,144 27,690

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 389 △264

繰延ヘッジ損益 △165 △84

評価・換算差額等合計 224 △348

新株予約権 30 46

純資産合計 34,400 27,388

負債純資産合計 56,316 51,973



（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   

製品売上高 8,765 7,051

商品売上高 55,321 42,674

材料売上高 612 811

技術援助料収入 174 147

売上高合計 64,874 50,684

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 97 38

当期製品製造原価 6,118 5,258

製品期末たな卸高 38 452

製品売上原価 6,178 4,844

商品売上原価   

商品期首たな卸高 1,195 793

当期商品仕入高 45,769 35,832

商品期末たな卸高 793 932

商品売上原価 46,171 35,693

材料売上原価 677 770

売上原価合計 53,027 41,307

売上総利益 11,846 9,377

販売費及び一般管理費 9,373 9,252

営業利益 2,473 125

営業外収益   

受取利息 90 52

受取配当金 491 286

受取賃貸料 179 180

その他 39 31

営業外収益合計 801 551

営業外費用   

支払利息 212 279

為替差損 344 398

支払補償費 70 201

その他 47 109

営業外費用合計 674 988

経常利益又は経常損失（△） 2,599 △312

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 182 －

特別利益合計 183 0



（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   

固定資産廃売却損 32 23

たな卸資産処分損 482 －

たな卸資産評価損 － 305

関係会社整理損 － 73

投資有価証券評価損 3 100

関係会社株式評価損 － 1,338

関係会社支援損 － 172

投資有価証券売却損 － 53

減損損失 － 122

特別退職金 － 40

その他 － 84

特別損失合計 518 2,315

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,264 △2,626

法人税、住民税及び事業税 544 210

過年度法人税等 － 67

法人税等調整額 328 958

法人税等合計 873 1,236

当期純利益又は当期純損失（△） 1,390 △3,863



（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 11,829 11,829

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,829 11,829

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 15,331 15,331

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,331 15,331

その他資本剰余金   

前期末残高 7 5

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 5 5

資本剰余金合計   

前期末残高 15,339 15,337

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 15,337 15,337

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,261 1,261

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,261 1,261

その他利益剰余金   

配当積立金   

前期末残高 210 210

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 210 210

別途積立金   

前期末残高 1,921 3,421

当期変動額   

任意積立金の積立 1,500 1,500



（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) 

当期変動額合計 1,500 1,500

当期末残高 3,421 4,921

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,844 2,287

当期変動額   

任意積立金の積立 △1,500 △1,500

剰余金の配当 △447 △432

当期純利益 1,390 △3,863

当期変動額合計 △556 △5,795

当期末残高 2,287 △3,507

利益剰余金合計   

前期末残高 6,237 7,181

当期変動額   

任意積立金の積立 － －

剰余金の配当 △447 △432

当期純利益 1,390 △3,863

当期変動額合計 943 △4,295

当期末残高 7,181 2,885

自己株式   

前期末残高 △181 △203

当期変動額   

自己株式の取得 △25 △2,160

自己株式の処分 3 2

当期変動額合計 △22 △2,157

当期末残高 △203 △2,361

株主資本合計   

前期末残高 33,225 34,144

当期変動額   

剰余金の配当 △447 △432

当期純利益 1,390 △3,863

自己株式の取得 △25 △2,160

自己株式の処分 1 2

当期変動額合計 919 △6,454

当期末残高 34,144 27,690



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,097 389

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △707 △654

当期変動額合計 △707 △654

当期末残高 389 △264

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 283 △165

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △448 81

当期変動額合計 △448 81

当期末残高 △165 △84

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,380 224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,156 △573

当期変動額合計 △1,156 △573

当期末残高 224 △348

新株予約権   

前期末残高 12 30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 15

当期変動額合計 17 15

当期末残高 30 46

純資産合計   

前期末残高 34,618 34,400

当期変動額   

剰余金の配当 △447 △432

当期純利益 1,390 △3,863

自己株式の取得 △25 △2,160

自己株式の処分 1 2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,138 △557

当期変動額合計 △218 △7,011

当期末残高 34,400 27,388



(４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。



６．その他

(1）役員の異動

　平成21年６月26日付予定

①　代表取締役の異動

　・担当の異動

氏名：田村　直樹

（現）　　代表取締役社長　兼電子化学材料事業担当/タムラ化研株式会社代表取締役社長

（新任後）代表取締役社長　本社部門統括　就任予定

　・退任予定代表取締役

氏名：藤山　明基

（現）　　代表取締役専務執行役員　電子部品事業統括、本社部門統括

（退任後）相談役　兼株式会社光波代表取締役会長　就任予定

②　新任取締役候補

氏名：南條　紀彦

（現）　  上席執行役員　アビオ＆インダストリアルデバイス事業担当/

　　　　　アビオ＆インダストリアルデバイス事業部長

（新任後）取締役上席執行役員　電子部品事業副統括　就任予定

③　新任執行役員候補

氏名：舞木　孝一郎

（現）　　ブロードコム事業部副事業部長

（昇任後）執行役員　情報通信機器事業担当/ブロードコム事業部長　就任予定

④　昇任取締役候補

氏名：李　国華

（現）　　取締役上席執行役員　情報通信機器事業担当/ブロードコム事業部長

（昇任後）取締役常務執行役員　電子化学材料・はんだ付装置関連事業統括/

　　　　　タムラ化研株式会社代表取締役社長　就任予定

氏名：浅田　昌弘

（現）　　取締役上席執行役員　電子部品事業副統括/ホーム＆パーソナルデバイス事業部長

（昇任後）取締役常務執行役員　電子部品事業統括　就任予定

氏名：飯田　博幸

（現）　　取締役執行役員　経理・財務・IT・情報セキュリティ担当/経営管理本部長

（昇任後）取締役上席執行役員　経理・財務・IT・情報セキュリティ担当/経営管理本部長　就任予定

⑤　昇任執行役員候補

氏名：橋口　裕作

（現）　  執行役員　セラミック関連事業担当/セラミック複合デバイス事業部長

（昇任後）上席執行役員　電子部品事業副統括（中国事業担当）　就任予定

⑥　降任執行役員候補

氏名：深野　隆司

（現）　　上席執行役員　はんだ付装置関連事業担当/株式会社タムラエフエーシステム代表取締役社長

（降任後）執行役員　株式会社タムラエフエーシステム代表取締役社長　就任予定



⑦　その他の役員の異動

　・退任予定名誉会長

氏名：田村　逸也

（現）　　相談役名誉会長

（退任後）相談役　就任予定

　・退任予定執行役員

氏名：大野　隆生

（現）　　上席執行役員　タムラ化研株式会社代表取締役副社長

（退任後）タムラ化研株式会社相談役　就任予定

氏名：豊増　勝元

（現）　　執行役員　電子部品事業中国生産統括

（退任後）田村電子（深圳）㈲総経理　就任予定

　・退任予定理事

氏名：玉井　良平

（現）　　理事　セグメントコントロールセンター（アセアン担当）

（退任後）顧問　電子部品事業セグメントコントロールセンター（アセアン担当）　就任予定

　・退任予定顧問

氏名：清水　宏紀

（現）　　顧問（非常勤）

　・担当の異動

氏名：斎藤　慧一

（現）　　理事　経営戦略・法務知財担当/コーポレート戦略本部長

（新任後）理事　経営戦略・法務知財・政策調査担当/コーポレート戦略本部長　就任予定

氏名：釜井　敏光

（現）　　理事　電子部品事業副統括（中国華南地区担当）/セグメントコントロールセンター長

（新任後）理事　電子部品事業セグメントコントロールセンター長　就任予定
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