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1.  22年9月期の業績（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

22年9月期 99,675 △4.4 495 ― 630 281.2 355 423.8
21年9月期 104,254 △11.9 18 △96.2 165 △73.3 67 △82.9

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 ％ ％ ％

22年9月期 165.58 ― 6.0 2.2 0.5
21年9月期 31.84 ― 1.2 0.5 0.0

（参考） 持分法投資損益 22年9月期  ―百万円 21年9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

22年9月期 27,109 6,320 23.3 2,498.95
21年9月期 31,054 5,609 18.1 2,634.08

（参考） 自己資本   22年9月期  6,320百万円 21年9月期  5,609百万円

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

22年9月期 △5,872 △7 5,406 490
21年9月期 2,080 117 △1,675 1,002

2.  配当の状況 

(注) 22年9月期の期末配当金50円00銭の内訳 普通配当35円00銭 記念配当15円00銭  

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年9月期 ― ― ― 8.00 8.00 17 25.1 0.3
22年9月期 ― ― ― 50.00 50.00 126 30.2 1.9
23年9月期 

（予想）
― ― ― 27.00 27.00 31.0

3.  23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期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 
累計期間

40,000 △25.3 80 △79.5 50 △85.2 27 △85.8 10.68

通期 96,000 △3.7 470 △5.1 400 △36.8 220 △38.1 86.99



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(株) 1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、42ページの「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期 2,529,100株 21年9月期 2,129,600株
② 期末自己株式数 22年9月期  ―株 21年9月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 



１. 経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

  (当事業年度の経営成績) 

当事業年度におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加や政府の緊急経済対策の効

果による企業収益の改善、個人消費の持ち直しなど景気は回復基調をたどりました。しかしながら一

方では、欧州諸国の財政危機による金融資本市場の変動、急激な円高の進行、依然として冷え込みが

続く雇用情勢など、先行き不透明感も強く、景気動向については、予断を許さない状況で推移いたし

ました。 

当社が参入しております電子部品業界は、デジタル家電や自動車などの需要増を背景に、回復基調

が継続しましたが、一部では内外の景気刺激策の終了や縮小、円高やデフレの進行による影響なども

懸念され、先行きについては不透明感が強まってまいりました。 

この様な環境の中、当社は、既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱製品の拡大に積極的に取り

組み、収益性の向上を目指してまいりました。その一つとして顧客のアセアン、インド地域における

現地直接購買に対応するため、シンガポールに営業所を開設し、現地での受注販売を開始いたしまし

た。また、マーケティング力を強化し、顧客並びに仕入先との関係をより強固なものとし、新規取扱

製品の拡販やシェアアップを実施してまいりました。しかしながら、ＬＣＤモジュール事業において、

当社取扱製品を使用する携帯電話の生産本格化の遅れやＰＣの生産調整等によるＯＤＤ（オプティカ

ル・ディスク・ドライブ）向け半導体及び光ピックアップの売上が第４四半期に入り低調となったこ

と、さらには円高の進行等により、売上高は996億75百万円(前年同期比4.4％減)となりました。売上

総利益は、売上高は減少しましたが円高による影響が前年に比べ低かったことから20億6百万円(前年

同期比39.3％増)となり、営業利益は4億95百万円(前年同期は18百万円)となりました。 

営業外損益は、為替変動に伴い為替差益が2億37百万円発生したため、経常利益は6億30百万円(前年

同期比281.2％増)となりました。 

また、投資有価証券売却益11百万円が発生したこと等から、当期純利益は3億55百万円(前年同期比

423.8％増)となりました。 

 

当事業年度における事業部門別概況は以下のとおりであります。 

  
 ① 半導体事業 

半導体事業は、上半期に当社主力ビジネスであるＯＤＤ向け半導体、薄型ＴＶ用半導体が好調に

推移しましたが、下半期は欧州での金融不安による市況低迷で流通在庫が過剰になった事から、顧

客が生産調整を行い売上は減少いたしました。 

この結果、売上高は235億9百万円（前年同期比2.0%減）となりました。 

 

 ② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、ＯＤＤ市場の急激な回復と流通在庫の補充など、顧客からの強い要求に対

し、仕入先と調整し売上を伸ばしました。また、下半期においては、市場が急変いたしましたが、

顧客情報の精査、市場調査の実施などマーケティングを強化し、生産調整を仕入先に依頼するなど、

サプライチェーンマネジメントの中心的な役割を担うことで、売上の減少を 小限にとどめました。 

この結果、売上高は373億5百万円（前年同期比7.7％増）となりました。 

 

 ③ ＬＣＤモジュール事業 

   ＬＣＤモジュール事業は、上半期に顧客における携帯電話の需要が、高機能高価格機種から普及

機種に移ったことから、高機能機種中心であった当社の売上も減少いたしました。また、下半期の

売上として期待されていたスマートフォン向け需要もなかなか立ち上がらず、ＬＣＤモジュールの
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売上は大幅に減少いたしました。 

この結果、売上高は169億60百万円（前年同期比44.4%減）となりました。 

 

 ④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、旺盛な中国市場の需要に支えられ大きな価格下落もなく堅調に推移いたし

ました。さらには、スクール・ニューディール構想による学校向けＰＣの需要や前期他社に奪われ

たモニター・パブリックディスプレイ向けパネルのシェア奪還などにより、ＴＦＴパネルの売上は

大幅に増加いたしました。 

この結果、売上高は177億4百万円（前年同期比34.5％増）となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、前期後半に立ち上げたＴＦＴセルビジネスが順調に推移いたしました。さらに

は、顧客と仕入先との技術プレゼンテーション等を実施し、新規需給の掘り起こしや結び付けを積

極的に行い、当該ビジネスが結実したことなどから、電子材料の売上は大幅に増加いたしました。 

この結果、売上高は41億93百万円（前年同期比115.7％増）となりました。 

   

(次期の見通し) 

次期の見通しは、アジアを中心とする新興国の経済成長が期待できる一方、欧州諸国の財政危機に

よる経済減速、円高進行、各国政府による景気刺激策終了等のマイナス要因から、先行きの不透明感

が強く、景気動向につきましては、なお予断を許さない状況で推移すると考えられます。 

当社が参入しております電子部品業界は、薄型ＴＶのＬＥＤ搭載や３Ｄなどの新たな機能を付加し

た製品の増加により、長期的には当該市場の成長が期待できます。また、後半にはＰＣ市場における

法人需要の回復による関連機器の需要増、スマートフォンを中心とした携帯電話端末の多機能化等に

より、半導体需要の増加が見込まれますが、全体としては不透明感の強い状況となっております。 

このような中、当社においては、これまで重点課題として取り組んできた既存顧客との関係強化に

よるマーケットシェアの維持・拡大については引き続き注力しつつ、新規顧客の獲得や取扱商品の多

様化についてこれまで以上に積極的に取り組み、企業業績の向上に努めてまいります。 

さらに、新たな重点課題である新規取引の強化にも取り組んでまいります。これは、平成22年10月

より、当社が新たに取り扱うことになりました、ルネサスエレクトロニクス社の旧ＮＥＣエレク

トロニクス社製品を、既存取扱製品とのシナジー効果を生かし積極的に拡販を図ろうとするもの

であります。 

また、経営管理では、販売先の生産計画を早期に把握し、商品仕入において適時的確な判断を

実践することを通し棚卸資産の圧縮に努めるなどして、為替変動の影響を 小限に抑えるととも

に、更なる企業収益の向上を図ってまいります。 

以上により、平成23年９月期の業績予想としては、売上高960億円、営業利益4億70百万円、経常利

益4億円、当期純利益2億20百万円を見込んでおります。 

(本見通しにおいては、次期の推定平均為替レート：１米ドル＝85円を使用しております。) 
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 (2) 財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

流動資産は、253億68百万円(前事業年度末比39億36百万円減)となりました。これは、たな卸資産が

43億91百万円増加した一方、現金及び預金が5億12百万円減少したこと、売掛金が79億45百万円減少し

たこと等によるものであります。 

固定資産につきましては変動は軽微であります。 

(負債) 

流動負債は、203億30百万円(前事業年度末比46億83百万円減)となりました。これは、短期借入金が

43億30百万円増加した一方、買掛金が90億30百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、4億58百万円(前事業年度末比28百万円増)となりました。これは、退職給付引当金が13

百万円増加したこと、役員退職慰労引当金が14百万円増加したこと等によるものであります。 

(純資産) 

純資産合計は、63億20百万円(前事業年度末比7億10百万円増)となりました。これは、増資により資

本金が1億83百万円、資本準備金が1億83百万円それぞれ増加したこと、利益剰余金が3億38百万円増加

したこと等によるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業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、投資活動、財務

活動による各キャッシュ・フローの合計で5億12百万円減少し、4億90百万円となりました。 

当事業年度におけるキャッシュ・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) 

当事業年度において営業活動に使用した資金は、58億72百万円となりました。 

これは主に、売上債権の減少79億45百万円等による資金増加要因、仕入債務の減少90億30百万円、

たな卸資産の増加43億91百万円等の資金減少要因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) 

当事業年度において投資活動に使用した資金は、7百万円となりました。 

これは主に、投資有価証券売却による収入67百万円、投資有価証券取得による支出56百万円、有

形固定資産取得による支出20百万円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) 

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、54億06百万円となりました。 

これは主に、短期借入金の純増加50億61百万円、株式発行による収入3億67百万円、配当の支払によ

る支出17百万円等によるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成20年９月期 平成21年９月 平成22年９月
 

期末 期末 期末 

自己資本比率（％） 19.2 18.1 23.3 

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― 7.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― 4.1 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 20.4 ― 

(注) 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 

※ 平成20年９月期及び平成21年９月期における時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非上場

であるため期末株価終値が把握できませんので記載しておりません。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

※ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお

ります。 

※ 平成20年９月期及び平成22年９月期の期末におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレ

スト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりま

せん。 

 

(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の充実と事業の成長及び経営基盤強化のための内部留保の充実を

総合的に勘案し、バランス良く配分することを基本方針としております。毎事業年度における配当

は、期末配当金として株主に、年１回、継続的かつ安定的に利益配分する方針であります。 

当期は、上記の方針に基づき、１株当たり普通配当35円に、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場へ

の上場記念配当15円を加えた合計50円(配当性向30.2％)を実施する予定であります。 

なお、次期の配当方針は、当期の基本方針と同様とし、配当性向の目標を概ね30％とすることに

致しました。当該方針に基づき、次期の配当につきましては、１株当たり27円(配当性向31.0％)を

実施する予定であります。 

内部留保資金は、優秀な人材の確保及び業務の効率性の向上のために有効活用し、長期的な視野

において株主に利益を還元する体制の構築に努めていく所存であります。 

なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当社は定款に

おいて取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定めております。 
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(4) 事業等のリスク 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社の事業展開上、リスク要因となる可能性があ

ると考えられる主要な事項を以下に記載いたします。 

なお、ここに記載したリスク以外にも、様々なリスクが存在しており、記載した事項がすべてでは

ありません。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、あるいは発生した

場合の適切な対応に努める所存であります。 

また、文中における将来に関する事項は、本決算短信の発表日現在において、当社が判断したもの

であり、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

 

① 特定の取引先への依存について 

当社は株式会社日立メディアエレクトロニクス及び株式会社日立ディスプレイズ等の日立グルー

プ、ルネサス エレクトロニクス株式会社を中心とするルネサスエレクトロニクスグループより電子

部品等を仕入れ、ＬＧ電子株式会社をはじめとするＬＧグループ等に販売することを主要な事業内

容としております。 

売上高および仕入高に関するこれらのグループへの割合は、下記のとおりとなっております。 

 

a 販売先について 

 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) （売上高） 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

ＬＧグループ (注)１ 87,912,373 84.3 78,615,402 78.9

ＮＥＣグループ(注)２ 10,218,528 9.8 11,403,490 11.4

その他 6,123,955 5.9 9,656,330 9.7

合 計 104,254,856 100.0 99,675,223 100.0

(注) １ ＬＧグループ  （販売先）…ＬＧ電子株式会社、LG ELECTRONICS(HUI ZHOU)INC.、他12社 

  なお、平成22年９月期におけるＬＧグループ向け売上高の事業別の主要な内訳は、半導体事業 

22,397,141千円、電子デバイス事業 37,305,838千円、ＬＣＤモジュール事業 16,947,766千円であ

ります。 

２ ＮＥＣグループ（販売先）…日本電気株式会社、NECディスプレイソリューションズ株式会社、NECパー

ソナルプロダクツ株式会社 

  なお、平成22年９月期におけるＮＥＣグループ向け売上高の事業別の主要な内訳は、ＴＦＴパネル事業 

11,403,490千円であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

当社は設立当初より現在まで、ＬＧグループへの電子部品の販売を主要事業と位置づけ、半導体、

電子デバイス、ＬＣＤモジュールと事業を展開し、同グループ向けの取扱商品を多様化してきたた

め、同グループへの販売依存度が高くなっております。 
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また、ＮＥＣグループについては、当社の主要事業である輸出事業とは逆の輸入事業（主にＴＦ

Ｔパネル事業）であったため、リスク分散の一つとして取り組んだことにより、主要な販売先の一

つとなったものであります。 

今後は電子材料事業を中心に新規顧客の開拓にも積極的に取り組んでいく所存ではありますが、

ＬＧグループ及びＮＥＣグループへの拡販も引き続き強く推進していく方針であるため、両グルー

プの経営戦略の変更や業績などが、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

b 仕入先について 
  

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) （仕入高） 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％) 

日立グループ (注)１ 63,131,767 64.0 54,308,644 53.2

ルネサスエレクトロニク
スグループ (注)２、３ 

20,641,727 20.9 25,781,136 25.3

ＬＧグループ (注)４ 13,937,792 14.1 21,518,227 21.1

その他 943,406 1.0 452,418 0.4

合 計 98,654,694 100.0 102,060,425 100.0

(注) １ 日立グループ…株式会社日立メディアエレクトロニクス、株式会社日立ディスプレイズ、株式会社日立

粉末冶金、株式会社日立製作所、他４社 

なお、平成22年９月期における日立グループからの仕入高の事業別の主要な内訳は、電子デバイス事業 

36,916,101千円、ＬＣＤモジュール事業 17,242,684千円であります。 

２ ルネサスエレクトロニクスグループ…ルネサス エレクトロニクス株式会社、株式会社ルネサス北日本

セミコンダクタ、他２社 

なお、平成22年９月期におけるルネサスエレクトロニクスグループからの仕入高の事業別の内訳は、半

導体事業 25,781,136千円であります。 

３ 株式会社ルネサス エレクトロニクスは、平成22年４月１日付でＮＥＣエレクトロニクス株式会社と株

式会社ルネサステクノロジの合併会社として設立されており、平成22年３月31日までの仕入実績は株式

会社ルネサステクノロジとのものであります。 

４ ＬＧグループ（仕入先）…ＬＧ電子株式会社、LG Display ジャパン株式会社、LG Display Co.,Ltd 

なお、平成22年9月期におけるＬＧグループからの仕入高の事業別の内訳は、ＴＦＴパネル事業 

17,715,194千円、電子材料事業 3,803,032千円であります。 

５ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

当社は日立グループ、ルネサスエレクトロニクスグループの販売特約店として半導体、電子部品

の販売活動を展開しているため、両グループへの仕入依存度が高い状況にあります。 

また、ＬＧグループについても、ＴＦＴパネル事業及び電子材料事業における主要な仕入先の一

つとなっております。 

当社では、上記３グループ以外の既存取引先に対する新規取扱商品の増加及び既存商品の拡販活

動の強化、また新規取引先の開拓等により、バランス型の経営を実現しビジネスチャンスの拡大を

図る所存でありますが、上記３グループとの取引については現在の仕入方針を継承し、さらなる緊

密な関係を構築する方針であるため、上記３グループの製品開発方針、販売方針等が当社の業績に

影響を与える可能性があります。 
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また、昨今は業界再編の動きが活発となっており、今後上記３グループにおいて事業統合、事業

撤退、経営統合等が行われ、これら仕入先の事業方針・事業戦略などに大きな変化が見られた場合

には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

② 製品市況の変動について 

当社が取り扱っている電子部品については、ＰＣ・ＴＶ・光ディスクドライブ・携帯電話等のデ

ジタル家電製品に使われるものが主体となっております。 

これらのデジタル家電製品の市場では、ＰＣであればMicrosoft Windows OSとApple Macintosh 

OS、ＴＶであればＬＣＤディスプレイとプラズマディスプレイ、光ディスクドライブであればBlu-

ray DiscとHD DVDといったように、過去に様々な仕様がデファクトスタンダードの座を争ってきて

おります。 

今後もこの流れは継続して行くものと思われ、現在ＬＣＤディスプレイがほぼ主流になりつつあ

るＴＶの分野については、有機ＥＬディスプレイ等が新たに参入してくることが予想されます。 

このため、デファクトスタンダードとなった製品向けに作られた電子部品については需要が急拡

大する可能性がありますが、デファクトスタンダードにならなかった製品向けの電子部品について

は需要が急落する恐れがあります。 

当社としては、市場動向の詳細な把握につとめ、適正在庫を保つ方針でありますが、それでも過

剰在庫や既存電子部品の急激な陳腐化が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 

③ 海外市場への依存について 

当社の売上高の国別内訳は下記のとおりとなっており、海外、とりわけ韓国及び中国への売上高

の比率が非常に高くなっております。 

このため、中国・韓国国内における政変の発生、日中・日韓関係の悪化による日本企業への排斥

運動の激化、中国・韓国国内の経済事情の悪化や貨幣価値の下落等が生じた場合には、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

  

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) （売上高） 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％) 

中国 32,980,452 31.6 43,993,509 44.1

韓国 53,957,903 51.8 30,154,623 30.3

日本 14,694,042 14.1 21,633,226 21.7

その他 (注)１ 2,622,457 2.5 3,893,865 3.9

合 計 104,254,856 100.0 99,675,223 100.0

(注) １ その他の地域…インド、インドネシア、タイ、イギリス、台湾 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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④ 期間変動要因について 

当社の取り扱っている電子部品は、主としてＴＶ・光ディスクドライブ等のデジタル家電製品に

使用されております。 

これらのデジタル家電製品にはクリスマス需要と呼ばれる毎年生じる期間変動要因に加え、夏

季・冬季五輪、ワールドカップ等の大きなスポーツイベントの開催に合わせて需要が急拡大する期

間変動要因があります。 

このため、これらのイベントが開催される時期には大幅な需要拡大による業績の向上が期待でき

ますが、逆に開催されない時期には需要が伸び悩み、結果として当社の業績に影響を与える可能性

があります。 

 

⑤ 在庫リスクについて 

当社の取引のうち、半導体事業及びＬＣＤモジュール事業においては、現在e-Hub倉庫を利用した

取引が主体となっております。 

e-Hub倉庫を利用した取引は、当社が販売先の需要予測に応じて商品をe-Hub倉庫に入庫し、販売

先が同倉庫から出庫した商品を、その実績に応じて当社がタイムリーに補充するという方法である

ため、当社にとっては、仕入先及び販売先から在庫調整を一任されることにより当社の付加価値を

向上させることが可能であると考えております。 

しかしながら、e-Hub倉庫を利用した取引においては、販売先が商品を出庫（Call Off）した際に

取引が成立する仕組みとなっているため、販売先による商品の出庫が予定通りなされなかった場合

には、売上計上の時期が遅れるとともに当社における在庫滞留期間が長くなり、当社の業績及び財

政状態に影響を与える可能性があります。 

また、在庫滞留期間が長くなれば、市場価値の滅失による廃棄損失の可能性、並びに当社規定に

よる滞留在庫の評価減による損失が発生する可能性があり、この結果、当社の業績及び財政状態に

影響を与える可能性があります。 

 

⑥ ドル等の対円為替相場の大幅な変動について 

当社は、「③ 海外市場への依存について」において述べたとおり、海外売上高の割合が非常に高

く、また、売上金の回収・仕入決済はドル建で行っております（ドル建比率78.3％）。 

円高ドル安の局面においては、仕入価格を販売価格へ転嫁できず、売上総利益率を低下させる要

因となり、営業利益に影響を与えます。そのリスク軽減のため在庫滞留期間の短縮に努めておりま

す。 

一方、営業外損益においても、当該ドル取引によるドル資産・ドル負債につき、換算時の為替レ

ートにより円換算後の価格が影響を受け、為替差損益が発生します。双方の為替リスクを軽減させ

るため、ドル運転資金の過不足額はドルにて調達あるいは運用を行い、為替レートの変動による業

績への影響を受けないための財務体質の維持を図っておりますが、今後、予測を超えた為替相場の

大幅な変動が生じた場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
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⑦ 有利子負債が多いことについて 

当社は、仕入資金の調達については主として金融機関からの短期借入金によっております。この

ため、総資産額に占める有利子負債の割合が高くなっております。 

(単位：千円) 

 
前事業年度末 

（平成21年９月30日） 
当事業年度末 

（平成22年９月30日） 

有利子負債残高（①） 8,616,122 12,948,268

総資産額（②） 31,054,130 27,109,303

有利子負債依存度（①／②） 27.7％ 47.8％

 

資金調達に際しては、複数の金融機関とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結し、

機動的・効率的な資金調達を行うとともに資金調達リスクの軽減に努めております。 

しかしながら、何らかの理由で当該契約の更新が行われなかった場合や必要額の資金調達が行わ

れなかった場合には、仕入計画の進捗に遅れが生じ、売上機会の逸失に繋がることとなるため、当

社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑧ 金利変動リスク及び資金調達に関するリスクについて 

当社は取引高が多額であることから、前項に記載したとおり、金融機関からの借入額も相応のも

のとなっております。 

当社では借入金の調達において、短期借入金のみに留めておりますが、不測の事態による急激な

金利変動によっては、金利負担が当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、全般的な市況及び景気の後退、金融収縮、当社の信用力の低下、当社の事業見通しの悪化

等の要因により、当社が望む条件で適時に資金調達できない可能性もあります。 

これにより、当社の事業、財政状況及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

⑨ 輸出入に関する法的規制について 

当社は輸出企業であり、また輸入企業でもあることから、外国為替及び外国貿易法（外為法）等、

輸出入に関する法的規制については常に細心の注意を払っております。 

輸出品の品目規制については、社内に輸出管理委員会を組織しており、 新の法令を常に入手し

て対応に努めている他、国内外の弁護士等の専門家と連携することで柔軟な対応を図っております

が、仮に法律等において予想外の制定改廃が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。 

 

⑩ 代表取締役社長への依存について 

当社の創業者であり、現代表取締役社長である武石健次は、主要取引先との信頼関係の構築をは

じめとして当社の成長発展に大きく寄与してきた存在であり、現在においても当社の経営上の意思

決定において重要な役割を果たしております。 

現段階で武石健次の代表取締役社長退任の予定はなく、また当社では外部からの招聘や従業員か
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らの昇格により取締役を増員し、取締役会の充実を通して合議制による企業運営の強化を図ってお

りますが、同氏の突然の退任等が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑪ 人材の採用・育成について 

当社はこれまで、同業他社等で実務経験を積んだ人材を中途採用することにより、人員の補充・

強化を随時行ってまいりました。 

しかしながら今後は、既存事業の急速な拡大や新規事業への参入等により人員の不足が生じる可

能性があります。 

そのため当社では、中期経営計画及び年度予算案と連動した人員採用計画を策定して早めに募集

を行う等、人員の不足が可能な限り生じないよう配慮しておりますが、不測の事態により人員の不

足が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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２. 企業集団の状況  

当社は、日立グループ((注) １)及びルネサス エレクトロニクス株式会社等をはじめとした国内メ

ーカーから仕入れた電子部品・電子材料を、韓国のＬＧグループ((注) ２)をはじめとした海外メーカ

ーへ販売しております。また、一部の事業では、海外メーカーまたはその日本法人から仕入れた電子

部品を、国内メーカーへ販売しております。 

 

(注) １ 日立グループ・・・株式会社日立メディアエレクトロニクス、株式会社日立ディスプレイズ、 

株式会社日立粉末冶金、株式会社日立製作所、他４社 

 ２ ＬＧグループ・・・ＬＧ電子株式会社、LG ELECTRONICS (HUI ZHOU) INC.、他12社 

 

当社の事業部門別の事業内容は以下のとおりであります。 

 

(1) 半導体事業 

半導体事業は、国内電子部品メーカーから仕入れたシステムＬＳＩ、ディスクリート、ＬＣＤド

ライバ、特定用途ＩＣ等の半導体を、液晶ディスプレイや家電等の海外電子機器メーカーに販売(輸

出)する事業であります。 

同事業の特徴は、海外電子機器メーカーから当社に寄せられた商品への要望・依頼等を可能な限

り反映させるべく、国内電子部品メーカーと協力して販売商品の選定や、海外電子機器メーカーへ

のカスタム品の共同提案といった活動を推進している点であります。具体的な内容としましては、

ソウル支店のＦＡＥ((注) １)の顧客開発部隊への密着技術サポートによる、顧客技術要求の仕入先

メーカーへのフィードバック、また本社ＦＡＥとの連携で仕入先メーカー、顧客と新製品開発打合

せのアレンジ等を行っており、販売先に対し新規分野での拡販活動、既存案件の拡充、新製品での

継続受注等の役割を担っております。 

また、商品の引渡しには、主にe-Hub倉庫((注) ２)を利用しております。 

 

（注）１ ＦＡＥ・・・フィールドアプリケーションエンジニア：販売先への積極的な働きかけを通して商品

への要望事項を調査し、それを仕入先に技術的な説明も含めて的確に伝達することで、

拡販活動を推進する技術営業担当者を指しております。   

 ２ e-Hub倉庫・・・ＶＭＩ（Vendor Managed Inventory：供給業者が利用者の要望に合わせた在庫管

理をすること）方式を利用した倉庫を指しております。 

利用者である海外電子機器メーカーの需要予測に応じて供給業者である当社が、海

外電子機器メーカーの所在地にある外部委託倉庫に商品を入庫し、海外電子機器メ

ーカーが同倉庫から出庫（消費）した商品を、その実績に応じて当社がタイムリー

に補充しております。韓国を中心に８箇所の当該倉庫を有しております。 

 

(2) 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、海外電子機器メーカーからの発注を受けて、国内電子部品メーカーに映

像・情報メディア関連の電子部品を発注し、国内電子部品メーカー及びその生産委託先で生産され

た製品を海外電子機器メーカーへ直送する事業であります。 

同事業の特徴は、当社が海外電子機器メーカーの新製品の開発計画をうけて、国内電子部品メー

カーにカスタマイズを依頼し採用につなげることであり、さらに採用された製品については当該メ

ーカーに対しサプライチェーン・マネジメント（ＳＣＭ）で中心的な役割を担っていることであり

ます。 
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(3) ＬＣＤモジュール事業 

ＬＣＤモジュール事業は、国内電子部品メーカーから仕入れたＬＣＤモジュール等の電子部品を

海外電子機器メーカーに販売(輸出)する事業であります。 

同事業の特徴は、ＬＣＤモジュールの主用途が携帯電話であることから現地で海外電子機器メー

カーからモデル毎にカスタム品としての要求仕様を当社が入手し、国内電子部品メーカーとともに

検討、開発を行い販売先に提案することにあります。 

なお、商品の引渡しには、半導体事業と同様に、主にe-Hub倉庫を利用しております。 

 

(4) ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、海外電子部品メーカーまたはその日本法人から液晶ディスプレイ用のＴＦ

Ｔパネルを仕入れ、国内電子機器メーカーへ販売する事業であります。 

同事業の特徴は、国内電子機器メーカーからの要望・依頼事項を当社が先取りする形で海外電子

部品メーカーへフィードバックし、戦略的な既存案件の拡充や新製品の新規受注の環境を整える拡

販活動を行うことであります。 

 

(5) 電子材料事業 

電子材料事業は、主に国内電子材料メーカーから仕入れた薄型パネル用の電子材料を海外電子部

品メーカーに販売(輸出)する事業であります。一方、海外電子部品メーカーからＴＦＴセルを輸入

し、国内電子部品メーカーへの販売も行っております。 

同事業の特徴は、新規事業を開拓することを目的として、既存の製品以外の海外・国内のメーカ

ーの製品を扱っていることであります。 

 

事業部門別の取扱商品及び用途は、次のとおりであります。 

事業部門の名称 主要商品 用途 

半導体事業 半導体製品（システムＬＳＩ、ディスクリ

ート、ＬＣＤドライバ、特定用途ＩＣ等） 

光学式ディスクドライブ、 

液晶ディスプレイ、家電 

電子デバイス事業 光ピックアップ 光学式ディスクドライブ 

ＬＣＤモジュール事業 ＬＣＤモジュール 携帯電話の液晶画面 

ＴＦＴパネル事業 ＴＦＴパネル 液晶ディスプレイ 

電子材料事業 ＴＦＴセル、バックライト用反射材料、プ

リズムシート、保護フィルム、太陽電池用

封止材 

携帯電話向けＬＣＤモジュール、液晶ディ

スプレイ 

 

（注）１ ＬＣＤ（Liquid Crystal Display:液晶ディスプレイ） 

２ ＴＦＴ（Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ） 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 
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３. 経営方針  

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「電子部品のグローバルな総合商社として、エレクトロニクスに関連した企業に向け、

高品質の製品、 先端の技術、そして高付加価値のサービスを提供します。その結果、エレクトロ

ニクス業界の発展に寄与し、豊かな国際社会の発展に貢献します。」を経営理念として、全てのス

テークホルダーの方々に信頼され、ご満足いただける企業を目指してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、継続的な成長を実現するため、平成20年９月期と平成21年９月期に達成した売上高 

1,000億円の確保を目標としております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社の事業は、日本国内の電子部品メーカーから電子部品・半導体を仕入れ、それを海外の電子

機器メーカーに販売することが主体となっております。 

当社の販売先には光学式ディスクドライブ、ＴＦＴパネル、携帯電話、生活家電等の分野で世界

トップシェアを保有するＬＧグループが含まれていることから、既存の顧客との取引においては既

に一定のシェアを獲得している光学式ディスクドライブ・ＴＦＴパネル等の分野を中心に安定的な

需要の確保に努めております。 

また、半導体分野においては、海外電子機器メーカーから当社に寄せられた商品への要望・依頼

等を可能な限り反映させるべく、国内電子部品メーカーと協力して販売商品の選定や、海外電子機

器メーカーへのカスタム品の共同提案といったビジネスを推進しております。このような顧客のニ

ーズを的確に捉えた活動を実践し、新規モデル・新規商品への参入についても積極的な働きかけを

行うことを通してカスタム製品・ディスクリート製品の別を問わず、幅広い拡販活動を推進してま

いります。 

さらに市場動向・技術動向の迅速かつ的確な把握を通して、高付加価値製品の創出及び新たな取

引先や新規ビジネスの獲得も図ることで、事業戦略のより一層の強化を図ってまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

① 既存取引の強化について 

機会損失を未然に防ぎ、ロスのない売上を確保するため、マーケティングを強化し、顧客と仕入

先との需給バランスを調整し、共に成長するＷＩＮ－ＷＩＮの関係を維持できるよう、努めてまい

ります。 

また、顧客・仕入先・当社との3者間における情報交換を密に行い、新たな用途や他の分野への拡

販など、潜在需要を掘り起こし、ビジネスチャンスを確実に掴むことで、更なるシェアアップを図

ってまいります。 

 

② 新規取引の強化について 

平成22年10月より、当社が新たに取り扱うことになりました、ルネサスエレクトロニクス社の旧

ＮＥＣエレクトロニクス社製品を、既存取引製品とのシナジー効果を生かし積極的に拡販を図って

まいります。 
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③ 成長機会の開拓について 

・電子デバイス事業において、今後、市場の拡大が見込まれるＢｌｕ-ｒａｙ関連ビジネスの本格的

な立ち上がりに向け、顧客及び仕入先と連携し、将来のＢｌｕ-ｒａｙ市場におけるトップシェアを

確保できるよう、マーケティング活動、製品戦略の立案などを実施してまいります。 

・ＴＦＴパネル事業において、アミューズメント向けパネル等について、新規顧客の開拓に努めて

まいります。 

・電子材料事業において、韓国コーティングメーカーと連携・協力し、日本製バックライト用偏光

拡散フィルムと軽量反射フィルムを原反でコーティング加工し、液晶パネルメーカー及びバックラ

イトメーカーへの拡販に努めてまいります。 

 

④ 管理面の強化 

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場したことを契機として、より一層、ガバナンス及び内部

統制システムの強化に努めてまいります。更には、優秀な人材の確保と社員一人ひとりの意識を向

上させることで、企業の社会的責任を果たしてまいります。 
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４.財務諸表 
 （１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※１  1,004,943 ※１  492,236

受取手形 － 423,976

売掛金 25,063,257 16,694,220

商品 2,596,001 6,987,809

前渡金 98,325 304,113

前払費用 35,708 28,203

繰延税金資産 121,062 134,562

未収消費税等 352,684 274,199

その他 33,343 29,199

流動資産合計 29,305,325 25,368,519

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１  605,871 ※１  613,117

減価償却累計額 △215,467 △231,486

建物（純額） 390,404 381,631

構築物 3,464 3,464

減価償却累計額 △2,616 △2,756

構築物（純額） 847 708

車両運搬具 21,390 17,088

減価償却累計額 △19,206 △9,187

車両運搬具（純額） 2,183 7,900

工具、器具及び備品 54,835 54,625

減価償却累計額 △41,305 △45,194

工具、器具及び備品（純額） 13,530 9,430

土地 ※１  957,340 ※１  957,340

リース資産 13,227 20,147

減価償却累計額 △4,428 △10,073

リース資産（純額） 8,798 10,073

有形固定資産合計 1,373,105 1,367,085

無形固定資産   

ソフトウエア 40,698 29,745

その他 3,341 4,104

無形固定資産合計 44,040 33,850
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 31,062 39,238

出資金 50,188 50,188

従業員に対する長期貸付金 26,264 21,329

長期前払費用 9,019 8,297

繰延税金資産 164,256 169,952

その他 126,839 126,811

貸倒引当金 △75,971 △75,971

投資その他の資産合計 331,658 339,847

固定資産合計 1,748,804 1,740,783

資産合計 31,054,130 27,109,303

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※１  16,037,184 ※１  7,006,259

短期借入金 ※１, ※２, ※３  8,607,207 ※１, ※２, ※３  12,937,839

リース債務 8,914 5,737

未払金 91,643 64,291

未払費用 22,973 24,582

未払法人税等 160,520 194,192

前受金 16,865 6,674

預り金 8,620 7,156

賞与引当金 55,405 53,474

役員賞与引当金 10,000 30,000

その他 － 779

流動負債合計 25,019,336 20,330,988

固定負債   

退職給付引当金 55,383 68,467

役員退職慰労引当金 240,403 254,542

投資損失引当金 102,167 102,751

リース債務 － 4,691

長期預り保証金 27,310 27,774

固定負債合計 425,265 458,228

負債合計 25,444,601 20,789,217
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 366,680 550,450

資本剰余金   

資本準備金 166,680 350,450

その他資本剰余金 2,032,220 2,032,220

資本剰余金合計 2,198,900 2,382,670

利益剰余金   

利益準備金 50,000 50,000

その他利益剰余金   

別途積立金 800,000 800,000

繰越利益剰余金 2,197,849 2,536,017

利益剰余金合計 3,047,849 3,386,017

株主資本合計 5,613,429 6,319,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,900 947

評価・換算差額等合計 △3,900 947

純資産合計 5,609,528 6,320,086

負債純資産合計 31,054,130 27,109,303
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 （２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 104,254,856 99,675,223

売上原価   

商品期首たな卸高 6,755,875 2,596,001

当期商品仕入高 98,654,694 102,060,432

合計 105,410,569 104,656,433

商品期末たな卸高 2,596,001 6,987,809

売上原価 102,814,568 97,668,624

売上総利益 1,440,288 2,006,599

販売費及び一般管理費   

役員報酬 62,089 68,731

給料手当及び賞与 525,219 568,293

法定福利費 － 78,042

退職給付費用 17,056 20,861

役員退職慰労引当金繰入額 14,971 14,897

役員賞与引当金繰入額 10,000 30,000

賞与引当金繰入額 55,405 53,474

交際費 60,071 －

旅費及び交通費 82,589 110,300

販売手数料 171,775 141,297

支払手数料 115,425 111,008

減価償却費 40,381 46,034

長期前払費用償却 932 721

その他 265,380 267,728

販売費及び一般管理費合計 1,421,298 1,511,392

営業利益 18,989 495,207

営業外収益   

受取利息及び配当金 12,886 1,628

為替差益 135,521 237,865

受取家賃 38,718 28,997

匿名組合投資利益 119,376 －

その他 16,715 50,433

営業外収益合計 323,218 318,925

営業外費用   

支払利息 100,590 92,874

支払手数料 70,000 62,178

株式公開費用 － 20,158

その他 6,172 8,297

営業外費用合計 176,763 183,508

経常利益 165,445 630,623
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19 －

固定資産売却益 ※１  276 ※１  862

投資有価証券売却益 43,025 11,182

会員権売却益 － 114

特別利益合計 43,321 12,158

特別損失   

貸倒引当金繰入額 145 －

固定資産売却損 ※２  － ※２  19

投資有価証券評価損 52,252 －

特別損失合計 52,397 19

税引前当期純利益 156,369 642,762

法人税、住民税及び事業税 162,302 310,079

法人税等調整額 △73,749 △22,523

法人税等合計 88,553 287,556

当期純利益 67,816 355,205
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 （３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 366,680 366,680

当期変動額   

新株の発行 － 183,770

当期変動額合計 － 183,770

当期末残高 366,680 550,450

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 166,680 166,680

当期変動額   

新株の発行 － 183,770

当期変動額合計 － 183,770

当期末残高 166,680 350,450

その他資本剰余金   

前期末残高 2,032,220 2,032,220

当期末残高 2,032,220 2,032,220

資本剰余金合計   

前期末残高 2,198,900 2,198,900

当期変動額   

新株の発行 － 183,770

当期変動額合計 － 183,770

当期末残高 2,198,900 2,382,670

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 50,000 50,000

当期末残高 50,000 50,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 800,000 800,000

当期末残高 800,000 800,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,212,022 2,197,849

当期変動額   

剰余金の配当 △81,989 △17,036

当期純利益 67,816 355,205

当期変動額合計 △14,173 338,168

当期末残高 2,197,849 2,536,017

利益剰余金合計   

前期末残高 3,062,022 3,047,849

当期変動額   

剰余金の配当 △81,989 △17,036

当期純利益 67,816 355,205

当期変動額合計 △14,173 338,168

当期末残高 3,047,849 3,386,017
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 5,627,603 5,613,429

当期変動額   

新株の発行 － 367,540

剰余金の配当 △81,989 △17,036

当期純利益 67,816 355,205

当期変動額合計 △14,173 705,708

当期末残高 5,613,429 6,319,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △7,489 △3,900

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,588 4,848

当期変動額合計 3,588 4,848

当期末残高 △3,900 947

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △7,489 △3,900

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,588 4,848

当期変動額合計 3,588 4,848

当期末残高 △3,900 947

純資産合計   

前期末残高 5,620,113 5,609,528

当期変動額   

新株の発行 － 367,540

剰余金の配当 △81,989 △17,036

当期純利益 67,816 355,205

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,588 4,848

当期変動額合計 △10,584 710,557

当期末残高 5,609,528 6,320,086
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 （４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 156,369 642,762

減価償却費 40,381 46,034

長期前払費用償却額 932 721

貸倒引当金の増減額（△は減少） 125 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,829 △1,930

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000 20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,975 13,084

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,899 14,139

受取利息及び受取配当金 △12,886 △1,628

支払利息 100,590 92,874

為替差損益（△は益） △135,024 △691,881

匿名組合投資損益（△は益） △119,376 584

有形固定資産売却損益（△は益） △276 △842

会員権売却損益（△は益） － △114

投資有価証券評価損益（△は益） 52,252 －

投資有価証券売却損益（△は益） △43,025 △11,182

売上債権の増減額（△は増加） △5,546,225 7,945,061

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,159,874 △4,391,808

仕入債務の増減額（△は減少） 3,661,365 △9,030,924

その他の流動資産の増減額（△は増加） △74,795 △113,683

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,009 △36,872

小計 2,255,316 △5,505,606

利息及び配当金の受取額 12,798 1,670

利息の支払額 △101,489 △92,621

法人税等の支払額 △86,360 △276,407

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,080,264 △5,872,965

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 △4 △1

有形固定資産の取得による支出 △9,876 △20,804

有形固定資産の売却による収入 － 1,822

無形固定資産の取得による支出 △3,926 △3,169

投資有価証券の取得による支出 △41,700 △56,800

投資有価証券の売却による収入 84,725 67,982

出資金の回収による収入 103,189 －

従業員に対する長期貸付けによる支出 △18,080 △1,562

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 5,290 4,272

会員権の取得による支出 △2,200 －

会員権の売却による収入 － 142

差入保証金の差入による支出 △1,156 －

差入保証金の回収による収入 256 －

長期預り保証金の返還による支出 － △7,523

預り保証金の受入による収入 － 7,987

その他 769 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 117,283 △7,654
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30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） △1,589,199 5,061,399

リース債務の返済による支出 △4,568 △5,745

配当金の支払額 △81,989 △17,036

株式の発行による収入 － 367,540

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,675,757 5,406,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,954 △38,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 447,835 △512,708

現金及び現金同等物の期首残高 555,089 1,002,924

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,002,924 ※  490,215
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

 (6) 重要な会計方針 

項目 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）を採用して

おります。 

商品 

 個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）を採用して

おります。 

 （会計方針の変更） 

通常の販売目的で保有する商品につ

いては、従来、個別法による原価法を

採用しておりましたが、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）が摘要さ

れたことに伴い、主として個別法によ

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。 

なお、この変更に伴う売上総利益、

営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響はありません。 

― 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 ３～50年

構築物 10～20年

車両運搬具 ５～６年

工具器具及び備品 ２～20年
 

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く） 

同 左 

 

 

(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、社内における利用期間

（５年）に基づいております。 

(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

額をゼロとして算定する方法によって

おります。 

(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

額をゼロとして算定する方法によって

おります。 
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

項目 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

 

（会計方針の変更） 

「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成５年６月

17日 終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成６年１月18日

終改正平成19年３月30日 企業会計

基準適用指針第16号）を当事業年度か

ら摘要し、所有権移転ファイナンス・

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から

通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理に変更し、リース資産として計

上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法

は、リース期間を耐用年数とし、残額

価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。 

なお、リース取引開始日が摘要初年

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、期首に前

事業年度末における未経過リース料残

高を取得価額として取得したものとし

てリース資産に計上する方法によって

おります。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べて、当事業年度末のリース資産

が有形固定資産に８百万円計上されて

おります。なお、この変更に伴う、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。 

― 

 
(4) 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(4) 長期前払費用 

同 左 

４ 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。

なお、在外支店の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により、また収

益及び費用は発生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 

 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売掛金、貸付金等の債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、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

可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同 左 
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

項目 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与金の支払に備えて、

賞与支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同 左 

 

 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同 左 

 

 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末現在の自己都合による

退職金要支給額及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

(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

当事業年度末の要支給額を計上して

おります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同 左 

 

 (6) 投資損失引当金 

レバレッジドリースの累積損失額

のうち、当社の負担に帰属するもの

を計上しております。 

なお、レバレッジドリースの会計

処理については、「８ その他財務

諸表作成のための基本となる重要な

事項 (2) レバレッジドリースの会

計処理」に記載しております。 

(6) 投資損失引当金 

同 左 

 

６ 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 

 

 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 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、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当事業

年度の費用として処理しておりま

す。 

同 左 
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

 

項目 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

 (2) レバレッジドリースの会計処理 

レバレッジドリースに係る匿名組

合契約に関しては、出資額を貸借対

照表の出資金に含めて計上してお

り、出資に係る損益は、同組合が定

める計算期間及び当社持分相当額に

より、当事業年度に属する額を匿名

組合損益として処理しております。

なお、同匿名組合の累積損失額の

うち、当社の負担に帰属するもの

は、平成21年９月30日現在102,167

千円となっており、固定負債の｢投

資損失引当金｣として貸借対照表に

計上しております。 

(2) レバレッジドリースの会計処理 

同 左 

 

 

 

 

 

 

なお、同匿名組合の累積損失額の

うち、当社の負担に帰属するもの

は、平成22年９月30日現在102,751

千円となっており、固定負債の｢投

資損失引当金｣として貸借対照表に

計上しております。 
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

 
(7) 重要な会計方針の変更 

(会計処理の変更) 

 
前事業年度 

(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

（企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。 

なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

― 

 

(表示方法の変更) 

 
前事業年度 

(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

― （損益計算書） 

前期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「法定福利費」は、販売費

及び一般管理費の総額の100分の５を超えたため区分

掲記しました。 

なお、前期における「法定福利費」の金額は

68,112千円であります。 

前期まで販売費及び一般管理費の「交際費」は、

当期において、金額的重要性が乏しくなったため

「その他」に含めております。 

なお、当期の「その他」に含まれている「交際

費」は61,614千円であります。 
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

(8) 財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成21年９月30日) 
当事業年度 

(平成22年９月30日) 
※１ 担保資産 

買掛金11,651,722千円及び短期借入金5,554,333

千円の担保に供しているものは、次のとおりであ

ります。 

現金及び預金 2,019千円 

建物 363,807千円 

土地 920,324千円 

 合計 1,286,151千円 
 

※１ 担保資産 

買掛金4,853,895千円及び短期借入金8,301,840

千円の担保に供しているものは、次のとおりであ

ります。 

現金及び預金 2,020千円 

建物 356,103千円 

土地 920,324千円 

 合計 1,278,447千円 
 

※２ 貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行とシンジケート方式による貸出コミッ

トメント契約（リボルビング・クレジット・ファ

シリティ契約）を締結しております。これらの契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

貸出コミットメントの総額 11,000,000千円 

借入実行残高 7,637,207千円 

差引額 3,362,792千円 
 

※２ 貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行とシンジケート方式による貸出コミッ

トメント契約（リボルビング・クレジット・ファ

シリティ契約）を締結しております。これらの契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

貸出コミットメントの総額 11,000,000千円 

借入実行残高 8,381,999千円 

差引額 2,618,000千円 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

１ 固定資産売却益の内容は、車両運搬具276千円であ

ります。 

１ 固定資産売却益の内容は、車両運搬具862千円であ

ります。 

２            ― ２ 固定資産売却損の内容は、車両運搬具19千円であり

ます。 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 2,129,600 ― ― 2,129,600

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

  新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。 

 

４ 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
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年12月19日 

定時株主総会 
普通株式 81,989 38.5 平成20年９月30日 平成20年12月25日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成21年12月18日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 17,036 8.0 平成21年９月30日 平成21年12月21日
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当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 2,129,600 399,500 ― 2,529,100

（注）普通株式の増加399,500株は、株式上場に伴う公募増資による増加320,000株、オーバーアロットメントに

よる株式売り出しに関連した第三者割当増資による増加79,500株によるものであります。 

 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

  新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。 

 

４ 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
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年12月18日 

定時株主総会 
普通株式 17,036 8.0 平成21年９月30日 平成21年12月21日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成22年12月22日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 126,455 50.0 平成22年９月30日 平成22年12月24日
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,004,943千円

預入期間３か月超の定期預金 2,019千円

現金及び現金同等物 1,002,924千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 492,236千円

預入期間３か月超の定期預金 2,020千円

現金及び現金同等物 490,215千円
 

 

 (リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

１ ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1) リース資産の内容 

有形固定資産 

主として、本社におけるパソコン等（工具、器

具及び備品）であります。 

１ ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1) リース資産の内容 

同左 

(2) リース資産の減価償却の方法 

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、残存価額をゼロと

する定額法によっております。 

(2) リース資産の減価償却の方法 

同左 

 

(金融商品関係) 

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日を適用しております。 

 

１ 金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行借入による方針

です。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しは、当社の

与信管理に関する規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を

把握する体制としております。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に

把握された時価を取締役会に報告しております。 

営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建ての買掛金につ

いては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあります。 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することもあります。 
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イル名:【23期決算短信】重要な会計方針以降 

２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握する事が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。 

 貸借対照表計上額
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1) 現金及び預金 492,236 492,236 ―

(2) 受取手形 423,976 423,976 ―

(3) 売掛金 16,694,220 16,694,220 ―

(4) 投資有価証券 39,238 39,238 ―

(5) 従業員に対する長期貸付金 21,329 20,736 △ 592

(6) ゴルフ会員権 (*1) 33,452 33,452 ―

資産計 17,704,452 17,703,860 △ 592

(7) 短期借入金 12,937,839 12,937,839 ―

(8) 買掛金 7,006,259 7,006,259 ―

(9) リース債務（流動負債） 5,737 5,678 △ 58

(10) リース債務（固定負債） 4,691 4,535 △ 155

負債計 19,954,528 19,954,313 △ 214

(*1) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

 

（注）１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額

によっております。 

(4) 投資有価証券 

これらの時価について、株式取引所の価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。 

(5) 従業員に対する長期貸付金 

長期貸付金は、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

している。 

(6) ゴルフ会員権 

これらの時価について、市場価格によっております。 

負 債 

(7) 短期借入金、(8) 買掛金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額

によっております。 

(9) リース債務（流動負債）、(10) リース債務（固定負債） 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しております。 

 

２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 
貸借対照表計上額

（千円） 

出資金 50,188

差入保証金 (*2) 17,387

(*2) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の

対象としておりません。 
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３ 金銭債権の決算日後の償還予定額 

 １年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金 492,236 ― ― ―

受取手形 423,976 ― ― ―

売掛金 16,694,220 ― ― ―

従業員に対する長期貸付金 ― 15,040 6,113 175

合計 17,610,432 15,040 6,113 175

 

４ 金銭債務の決算日後の償還予定額 

 １年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

リース債務（流動負債） 5,737 ― ― ―

リース債務（固定負債） ― 4,691 ― ―

合計 5,737 4,691 ― ―
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成21年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの 

 

① 株式 792 1,300 507

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 792 1,300 507

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 

 

① 株式 36,848 29,762 △ 7,085

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 36,848 29,762 △ 7,085

合計 37,640 31,062 △ 6,578

（注）前事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について52,252千円の減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行っております。 

 

２ 当該事業年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

84,725 43,025 ―
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当事業年度(平成22年９月30日) 

１ その他有価証券 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの 

 

① 株式 35,292 37,467 2,174

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 35,292 37,467 2,174

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 

 

① 株式 2,348 1,771 △ 576

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 2,348 1,771 △ 576

合計 37,640 39,238  1,597

 

２ 事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 
 

区分 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

① 株式 67,982 11,182 ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

 67,982 11,182 ―
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(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

１ 取引の状況に関する事項 

 

① 取引の内容及び利用目的等 

当社が行っているデリバティブ取引は、通貨関連の直物為替先渡取引及び為替予約取引であります。 

  デリバティブ取引は、通貨関連で外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を

図る目的で利用しております。 

② 取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、仕入及び販売を同一の通貨で行うことにより外貨建資産及び負債のバランスを取る

ことを基本方針とし、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、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

③ 取引に係るリスクの内容 

  直物為替先渡取引及び為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクをそれぞれ有しております。 

  なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行

によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないものと判断しております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、外貨建資産及び負債のバランスを取ることを基本方針として、

資金担当部門が代表取締役社長の承認を得て行っております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

当事業年度においては、期末残高がないため、該当事項はございません。 

 

 

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

当事業年度においては、期末残高がないため、該当事項はございません。 
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(退職給付関係) 

 
前事業年度 

(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は適格退職年金制度を採用しており、退職金

規程に基づいて算定した退職給付債務のうち適格退職

年金にて充当しきれない額については退職一時金を充

当しております。 

なお、ソウル支店については、適格退職年金制度を

採用していないため、退職金制度の100％について退

職一時金制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  同 左 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 97,351千円 

年金資産（企業年金） 41,968千円 

退職給付引当金 55,383千円 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 116,070千円 

年金資産（企業年金） 47,603千円 

退職給付引当金 68,467千円 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 17,056千円 

退職給付費用 17,056千円 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 20,260千円 

臨時に支払った割増退職金等 600千円 

退職給付費用 20,861千円 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法（自己

都合による期末退職金要支給額の100％を退職給付債

務とする方法）を採用しておりますので、基礎率等に

ついては記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同 左 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

ストック・オプション制度がありませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

ストック・オプション制度がありませんので、該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成21年９月30日) 
当事業年度 

(平成22年９月30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 

繰延税金資産 

（流動資産） 

 たな卸資産評価損 80,858千円

 賞与引当金 22,549千円

 役員賞与引当金 4,070千円

 未払法定福利費 3,607千円

 未払事業税 9,675千円

 未払事業所税 301千円

  小計 121,062千円

（固定資産） 

 貸倒引当金 30,920千円

 会員権評価損 9,733千円

 長期前払費用償却 540千円

 退職給付引当金 22,540千円

 役員退職慰労引当金 97,844千円

 その他有価証券評価差額金 2,677千円

  小計 164,256千円

繰延税金資産 計 285,319千円

繰延税金負債 ―千円

繰延税金資産の純額 285,319千円
 

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 

繰延税金資産 

（流動資産） 

 たな卸資産評価損 85,733千円

 賞与引当金 21,764千円

 役員賞与引当金 12,210千円

 未払法定福利費 3,482千円

 未払事業税 11,070千円

 未払事業所税 301千円

  小計 134,562千円

（固定資産） 

 貸倒引当金 30,920千円

 会員権評価損 7,697千円

 長期前払費用償却 519千円

 退職給付引当金 27,866千円

 役員退職慰労引当金 103,598千円

  小計 170,603千円

繰延税金資産 計 305,165千円

繰延税金負債 

（固定負債） 

 その他の有価証券評価差額金 △ 650千円

繰延税金負債 計 △ 650千円

繰延税金資産の純額 304,514千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 19.2％

住民税均等割 0.6％

外国税額控除 △ 2.1％

その他 △ 1.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.6％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.8％

住民税均等割 0.1％

外国税額控除 △ 2.7％

その他 1.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7％
 

 

(企業結合等関係) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 
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(持分法投資損益等) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

(関連当事者情報) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

（追加情報） 

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用方針」（企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号）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。 

 

役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 会社等の名称 住所

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 武石 健次 ― ― 
当社代表 

取締役社長

(被所有)

直接 16.9 ― ― 

当社銀行借

入に対する

債務被保証

(注) 

5,554,333 ― ―

(注) 当社は、銀行借入債務の一部に対して代表取締役社長武石健次より債務保証を受けております。なお、保

証料の支払は行っておりません。取引金額欄には被保証債務の当事業年度末残高を記載しております。 

本件保証については、平成22年３月31日付にて解消しております。 

 

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

項目 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

１株当たり純資産額 2,634円08銭 2,498円95銭

１株当たり当期純利益 31円84銭 165円58銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式を発行してい

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

利益については、潜在株式を発行してい

ないため、記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 

項目 
前事業年度 

(平成21年９月30日) 
当事業年度 

(平成22年９月30日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,609,528 6,320,086

普通株式に係る純資産額(千円) 5,609,528 6,320,086

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 2,129,600 2,529,100

普通株式の自己株式数(千株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(千株) 
2,129,600 2,529,100

２ １株当たり当期純利益 

 

項目 

前事業年度 
(自 平成20年10月１日
 至 平成21年９月30日)

当事業年度 
(自 平成21年10月１日
 至 平成22年９月30日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 67,816 355,205

普通株式に係る当期純利益(千円) 67,816 355,205

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 2,129,600 2,145,158

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

― ― 
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(重要な後発事象) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

５. 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 その他役員の異動（平成22年12月22日付予定） 

1.新任取締役候補 

取締役 新井 英介 （現 電子営業本部副本部長） 

2.昇格予定取締役 

常務取締役 武石 将樹 （現 取締役） 

3.新任監査役候補 

監査役 佐藤 正男  

4.退任予定監査役 

 横山 正義 (現 監査役) 

    (注) 新任監査役候補者 佐藤 正男氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

(2) 新役員体制 

平成22年12月22日付にて、当社の役員体制は次のとおりとなる予定であります。 

 代表取締役社長 武石 健次  

 取締役副社長 武石 博 ＦＰＤ営業本部長兼ソウル支店管掌 

 専務取締役 廣瀬 義幸 電子営業本部長 

 常務取締役 豆田 順一 テクニカルサポートセンター長 

 常務取締役 岡田 高彦 電子デバイス営業本部長 

（昇格） 常務取締役 武石 将樹 電子営業本部 統括副本部長 

 取締役 藤田 和弘 管理本部長兼財務部長 

（新任） 取締役 新井 英介 ディスプレイ営業本部長 

 常勤監査役 本間 康雄 （社外監査役） 

 監査役（非常勤） 吉成 外史 （社外監査役） 

（新任） 監査役（非常勤） 佐藤 正男 （社外監査役） 
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