
平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 トーメンエレクトロニクス

代 表 社 名 代 表 取 締 役 社 長 真 下 敏 男

（コード番号 7558 東証第一部）

問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 西 山 健 太 郎

(Tel.03－5462－9613)

（訂正）「平成 21 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について

平成 21 年４月 24 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」の内容に一部訂正すべき箇所があ

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．訂正理由

平成 21 年 3 月期 決算短信作成時において、一部訂正事項が確認されたためであります。

2．訂正箇所

訂正箇所は、 を付して表示しております。
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【10～11ページ】

４．連結財務諸表

（２）連結損益計算書

（訂正前）
（単位:百万円）

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

売上高
売上原価 ※１
売上総利益
販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額
従業員給与及び賞与
賞与引当金繰入額
退職給付費用
減価償却費
のれん償却費
賃借料
その他
販売費及び一般管理費合計

営業利益
（略）

当期純利益

（訂正後）
（単位:百万円）

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

売上高
売上原価 ※１
売上総利益
販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額
従業員給与及び賞与
賞与引当金繰入額
退職給付費用
減価償却費
のれん償却費
賃借料
その他
販売費及び一般管理費合計

営業利益
（略）

当期純利益 2,148 729

3,517 2,251

3,521 3,870
9,129 10,384

― 214
1,017 1,086

319 482
159 294

3,697 4,061
414 331

― 42

123,811 116,539
12,646 12,636

前連結会計年度 当連結会計年度

136,458 129,175

10,384
2,251

729

294
214

1,086
3,833

2,148

129,175

12,636

79
4,061

331
482

1,017
3,521
9,129
3,517

414
319
159
―

12,646

―
3,697

前連結会計年度 当連結会計年度

136,458
123,811 116,539
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【14～15ページ】

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）
(単位：百万円）

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
至 平成20年３月31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
減価償却費
減損損失
のれん償却額
役員退職慰労金の支払額
持分法による投資損益（△は益）
固定資産売却益
固定資産売却損
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
補償損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
ゴルフ会員権評価損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未収消費税等の増減額（△は増加）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー

（略）
現金及び現金同等物の期末残高 3,161

△141
△615
5,573

2,007

78
143

6,258
72

4,456
222

△2,009
350

122
△16
140
14

―
266

△83
△18

294
768
214

△69

△38
△270

―
―
2

△254
△1,047

―
1,292
1,636
△17

6
―

4,186

△260
―

△332
5,939

△48
155

96

―
110
87
47

△518
△0

1
0

159
―
22
―

前連結会計年度 当連結会計年度

3,051 1,688
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（訂正後）
(単位：百万円）

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
至 平成20年３月31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
減価償却費
減損損失
のれん償却額
役員退職慰労金の支払額
持分法による投資損益（△は益）
固定資産売却益
固定資産売却損
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
補償損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
ゴルフ会員権評価損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未収消費税等の増減額（△は増加）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー

（略）
現金及び現金同等物の期末残高

4,186 5,573

3,161 2,007

△254 △141
△1,047 △615

5,939 6,258
96 72

― 78
△332 109

△17 △2,009
△260 350

1,292 4,443
1,636 222

155 140
― 14

― 122
△48 △16

47 △83
6 28

110 ―
87 266

0 2
― △69

△0 ―
1 ―

― △38
△518 △270

― 768
22 214

3,051 1,688
159 294

前連結会計年度 当連結会計年度
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【18 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

（訂正前）

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）

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 （略）

（ハ）棚卸資産

連結財務諸表提出会社、株式

会社ピーピーエルは移動平均

法による原価法その他の連結

子会社は移動平均法による低

価法

（略）

（略）

（ハ）棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚

卸資産については、従来、連結

財務諸表提出会社、株式会社ピ

ーピーエルは移動平均法によ

る原価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたこと

に伴い、移動平均法による原価

法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定してお

ります。これにより、当連結会

計年度の売上総利益、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10億89

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。

（略）
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（訂正後）

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）

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 （略）

（ハ）棚卸資産

連結財務諸表提出会社、株式

会社ピーピーエルは移動平均

法による原価法その他の連結

子会社は移動平均法による低

価法

（略）

（略）

（ハ）棚卸資産

当社及び株式会社ピーピーエル

は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）、その他の連結子会社は移

動平均法による低価法

（会計方針の変更）

「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、当社、

株式会社ピーピーエルは移動平

均法による原価法によっており

ましたが、当連結会計年度より、

「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、移動平均法による

原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定して

おります。これにより、当連結

会計年度の売上総利益、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８億86

百万円減少しております。

（略）
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【21 ページ】

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（訂正前）

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）

（略） （略）

（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、当連結会計年度の営業利

益、経常利益はそれぞれ６億31百万円、税

金等調整前当期純利益は１億37百万円、当

期純利益は１億72百万円減少しておりま

す。

なお、セグメント情報に与える影響は当

該箇所に記載しております。

（訂正後）

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）

（略） （略）

（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、当連結会計年度の営業利益、

経常利益はそれぞれ８億27百万円、税金等調

整前当期純利益は58百万円増加し、当期純利

益は１百万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
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【21 ページ】

表示方法の変更

（訂正前）

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）

｢のれん｣は、前連結会計年度まで、｢無形固

定資産に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において、総資産の総額の 100 分

の１を超えたため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度末の｢のれん｣は 101

百万円であります。

（連結貸借対照表）

（訂正後）

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）

｢のれん｣は、前連結会計年度まで、｢無形固

定資産に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において、総資産の総額の 100 分

の１を超えたため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度末の｢のれん｣は 101

百万円であります。

（連結損益計算書）

（連結貸借対照表）

（連結損益計算書）

「のれん償却」は、前連結会計年度まで販

売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しておりましたが、重要性が増したため区

分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「その他」に含ま

れている「のれん償却額」は 22 百万円であり

ます。
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【22 ページ】

追加情報

（訂正前）

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）

当連結会計年度において、世界的な金融

危機により、国内外の取引先企業でエレク

トロニクス機器等の販売不振に伴う生産調

整が深刻化し、当社グループの在庫滞留リ

スクが増加いたしました。

従来、在外子会社においては、滞留在庫

は個別に販売可能性を勘案し評価額を見積

っておりましたが、上記事象により当連結

会計年度から規則的な簿価切下げの方法に

よる見積り方法に変更しました。

これは、当社グループが日系顧客を中心と

して同一製品を取り扱っており、グループ

内で同一製品の滞留在庫の評価については

その算定方法を統一することがより実態を

反映することから、当連結会計年度より滞

留在庫の評価額の見積り方法を変更したも

のです。

これにより、当連結会計年度の売上総利

益、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２億９百万円、当期

純利益は１億74百万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。
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（訂正後）

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）

当連結会計年度において、世界的な金融危

機により、国内外の取引先企業でエレクトロ

ニクス機器等の販売不振に伴う生産調整が深

刻化し、当社グループの在庫滞留リスクが増

加いたしました。

従来、在外子会社においては、滞留在庫は

個別に販売可能性を勘案し評価額を見積って

おりましたが、上記事象により当連結会計年

度から規則的な簿価切下げの方法による見積

り方法に変更しました。

これは、当社グループが日系顧客を中心と

して同一製品を取り扱っており、グループ内

で同一製品の滞留在庫の評価についてはその

算定方法を統一することがより実態を反映す

ることから、当連結会計年度より滞留在庫の

評価額の見積り方法を変更したものです。

これにより、当連結会計年度の売上総利益、

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２億９百万円減少しておりま

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。
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【39 ページ】

（セグメント情報）

b．所在地別セグメント情報

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）

（注）3.会計方針の変更

（訂正前）
（略）

（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、当連結会計年度の営業利益が６億31百万円増加しております。

（訂正後）
（略）

（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、当連結会計年度の営業利益が８億27百万円増加しております。
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【50 ページ】

重要な会計方針

（訂正前）

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）

３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

商品

移動平均法による原価法

商品

移動平均法による原価法（貸借対

照表額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）

（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。

これにより、当事業年度の売上

総利益、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ８

億74百万円減少しております。

（訂正後）

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）

３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

商品

移動平均法による原価法

商品

移動平均法による原価法（貸借対

照表額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）

（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。

これにより、当事業年度の売上

総利益、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ８

億80百万円減少しております。
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