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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

４．第42期第１四半期連結会計期間より、在外子会社等の収益及び費用は、当該子会社等の決算日の直物為替相

場により円貨に換算する方法から、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。当該

会計方針の変更は遡及適用され、第41期第１四半期連結累計期間及び第41期連結会計年度の四半期連結財務

諸表及び連結財務諸表について遡及処理しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第41期 

前第１四半期連結 
累計期間 

第42期 
当第１四半期連結 

累計期間 
第41期 

会計期間 
自平成24年４月１日 
至平成24年６月30日 

自平成25年４月１日 
至平成25年６月30日 

自平成24年４月１日 
至平成25年３月31日 

売上高（百万円）  35,518  37,455  147,198

経常利益（百万円）  335  249  2,662

四半期（当期）純利益（百万円）  277  154  2,038

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 559  626  2,615

純資産額（百万円）  40,919  42,954  42,651

総資産額（百万円）  76,336  81,092  72,723

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 17.19  9.55  126.07

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  53.6  53.0  58.6

２【事業の内容】
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当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より在外子会社等の収益及び費用の換算方法を変更しております。当該会計方針

の変更は遡及適用され、前年同四半期比較にあたっては遡及適用後の数値に基づき算出しております。  

  

(１)業績の状況 

当第１四半期連結累計期間における世界経済におきましては、米国では、住宅価格や株価の上昇などで堅調に推

移したものの、欧州諸国は景気の低迷が続き、先行きの見えない状況であります。このように海外の不確実性が残

る中、国内経済におきましては、新政権の政策公約に伴う円高の改善による輸出の回復や、株価上昇などによるマ

インドの改善に伴う消費の拡大の兆しも見え始め、日本企業は全体として回復局面に入っております。 

 エレクトロニクス業界におきましては、政府による経済政策効果は予想されるよりも広がりを見せておらず、白

物家電等一部のコンシューマ製品が回復し、車載向け分野やスマートフォン及びタブレット型端末といった通信機

器分野など、特定商材の販売が堅調に推移したものの、海外企業との競争や日系メーカーの販売の伸び悩みなど、

業界全体としての本格的な回復には至っておりません。 

 このような環境の中、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、前年同期比5.5％増の374億

55百万円となりました。 

 利益面では、増収の効果もあり売上総利益は、同1.6％増の31億27百万円となりました。営業利益は、販売費及

び一般管理費の削減に努めた結果、同69.9％増の３億44百万円となりました。経常利益は、急激な為替変動の関係

から、同25.7％減の２億49百万円となりました。その結果、四半期純利益は同44.4％減の１億54百万円となりまし

た。 

   

 セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

①本社 

  本社におきましては、車載ビジネスは引き続き堅調に推移し、またスマートフォン関連の商内も周辺部材を含め

伸長したことで、売上高は252億85百万円（前年同期比5.5％増）となりました。セグメント利益についても、増収

効果により、５億64百万円（同223.2％増）となりました。 

  

②ASEAN（東南アジア地区） 

  ASEANにおきましては、大手家電メーカー向けのビジネスが伸長し、車載ビジネスも堅調に推移したことで、売

上高は50億60百万円（同48.6％増）となりました。セグメント利益は29百万円（前年同期は９百万円の損失）とな

りました。 

  

③GCHINA（Greater China、中国・香港・台湾地区） 

  GCHINAにおきましては、前年度に販売が堅調であった家電ゲーム機器分野や、ノートＰＣを始めとする情報機器

分野の市場が低迷した影響により、売上高は58億83百万円（前年同期比16.2％減）となりました。セグメント損失

は87百万円（前年同期は72百万円の利益）となりました。 

   

④その他 

  その他におきましては、北米での車載ビジネス拡大に伴い、売上高は12億26百万円（前年同期比9.5％増）とな

りました。セグメント利益は14百万円（同11.2％増）となりました。   

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(２)連結財政状態 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は810億92百万円となり、前連結会計年度末と比べ83億69百万円増加して

おります。主な要因としましては、商品の増加69億４百万円であります。 

負債は381億38百万円となり、前連結会計年度末と比べ80億67百万円増加しております。主な要因としまして

は、支払手形及び買掛金の増加47億65百万円、短期借入金の増加46億21百万円であります。 

純資産は429億54百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億２百万円増加しております。主な要因としまして

は、為替換算調整勘定の増加４億97百万円であります。   

  

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。  

  

(４)研究開発活動 

 該当事項はありません。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。    

  

該当事項はありません。  

  

  当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  40,000,000

計  40,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現在発行数 

（株） 
（平成25年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  16,174,000  16,174,000
東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数 

100株 

計  16,174,000  16,174,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高(株) 

資本金増減額 
   (百万円) 

資本金残高 
  (百万円) 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残高
(百万円) 

平成25年４月１日～ 

平成25年６月30日 
 －  16,174,000  －  5,251  －  4,767

（６）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

  

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

   

該当事項はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     200 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  16,171,000  161,710 － 

単元未満株式 普通株式    2,800 － 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数  16,174,000 － － 

総株主の議決権 －  161,710 － 

  平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社トーメンエレ

クトロニクス 

東京都港区港南一

丁目８番27号 
 200  －  200  0.00

計 －   200  －  200  0.00

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平

成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。 

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,688 1,914

受取手形及び売掛金 42,319 43,446

商品 16,360 23,264

繰延税金資産 616 675

その他 3,461 3,464

貸倒引当金 △66 △51

流動資産合計 64,379 72,713

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 270 257

工具、器具及び備品（純額） 108 122

その他（純額） 19 18

有形固定資産合計 397 398

無形固定資産   

その他 927 834

無形固定資産合計 927 834

投資その他の資産   

投資有価証券 5,379 5,436

繰延税金資産 678 701

その他 967 1,015

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 7,017 7,146

固定資産合計 8,343 8,379

資産合計 72,723 81,092
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,864 14,629

短期借入金 12,998 17,619

未払法人税等 264 152

賞与引当金 402 284

その他 4,438 3,302

流動負債合計 27,968 35,988

固定負債   

繰延税金負債 1 1

退職給付引当金 1,880 1,947

資産除去債務 124 125

その他 95 75

固定負債合計 2,102 2,150

負債合計 30,071 38,138

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 33,785 33,616

自己株式 △0 △0

株主資本合計 43,804 43,634

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6 5

繰延ヘッジ損益 △32 △69

為替換算調整勘定 △1,113 △615

その他の包括利益累計額合計 △1,152 △680

純資産合計 42,651 42,954

負債純資産合計 72,723 81,092
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 35,518 37,455

売上原価 32,440 34,327

売上総利益 3,077 3,127

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 941 1,008

賞与引当金繰入額 415 262

退職給付費用 80 104

賃借料 206 196

その他 1,230 1,211

販売費及び一般管理費合計 2,874 2,783

営業利益 202 344

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 50 －

持分法による投資利益 116 103

その他 6 5

営業外収益合計 173 109

営業外費用   

支払利息 15 17

売上割引 24 26

為替差損 － 160

その他 0 0

営業外費用合計 41 204

経常利益 335 249

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 3 －

特別損失合計 3 －

税金等調整前四半期純利益 331 249

法人税、住民税及び事業税 19 147

法人税等調整額 34 △53

法人税等合計 53 94

少数株主損益調整前四半期純利益 277 154

四半期純利益 277 154
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 277 154

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 － △47

為替換算調整勘定 253 433

持分法適用会社に対する持分相当額 27 85

その他の包括利益合計 281 472

四半期包括利益 559 626

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 559 626

2013/08/09 14:56:5413930089_第１四半期報告書_20130809145642

- 11 -



在外子会社等の収益及び費用については、従来、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更は、在外

子会社等の重要性及び昨今の著しい為替変動に鑑み、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化

し、会計期間を通じて発生する損益をより適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。 

当該会計方針の変更は遡及適用され、前第１四半期連結累計期間については遡及適用後の連結財務諸表となって

おります。 

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の売上高は４億13百万円、営業利益は５百万

円、経常利益は４百万円及び税金等調整前四半期純利益は４百万円それぞれ減少しております。 

また、前連結会計年度の期首の純資産に累計的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は４百

万円増加し、為替換算調整勘定の前期首残高は同額減少しております。 

  

  

従来、外貨建予定取引に係る為替予約取引については時価評価を行い、その評価差額を損益処理しておりました

が、当第１四半期連結会計期間よりヘッジ会計を適用し、ヘッジ会計の要件を満たしている取引については繰延ヘ

ッジ処理を行うこととしております。 

 これは、金融商品に関するリスク管理体制を見直し、ヘッジ会計を適用する環境が整備されたことに伴い、為替

変動リスクの管理活動を財務諸表に適切に反映し、財政状態及び経営成績をより適切に表示するためのものです。 

これにより、為替予約取引の時価評価差額のうち47百万円を繰延ヘッジ損益(借方)として計上しております。 

  

【注記事項】

（在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更）

（ヘッジ会計の適用）
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偶発債務 

  連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務 

 上記金額は、決算日の為替相場により円換算しております。  

  

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

配当金支払額 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

配当金支払額 

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成25年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

上海虹日国際電子有限公司 百万円 360 上海虹日国際電子有限公司 百万円 376

  （ 千米ドルほか）3,621   （ 千米ドルほか）3,621

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日） 

減価償却費 百万円 139 百万円 137

（株主資本等関係）

（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 配当の原資 

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  404  25 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金 

（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 配当の原資 

平成25年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  323  20 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報    

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないTOMEN ELECTRONICS AMERICA,INC.及び株式会社ピーピ

ーエルの事業活動であります。 

２．セグメント利益の調整額(47)百万円は、主にセグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報    

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないTOMEN ELECTRONICS AMERICA,INC.及び株式会社ピーピ

ーエルの事業活動であります。 

２．セグメント利益の調整額(177)百万円は、主にセグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更） 

  「会計方針の変更」に記載のとおり、在外子会社等の収益及び費用は、従来、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方

法に変更しております。 

  この変更に伴い、報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額の算定方法を変更し、前第１四半

期連結累計期間については、遡及適用後の「報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する

情報」となっております。    

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
（注）２ 

（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

（百万円）

本社 
（百万円） 

ASEAN 
（百万円）

GCHINA 
（百万円）

計 
（百万円）

売上高   

外部顧客への売上高  23,974  3,405  7,018  34,398  1,119  35,518  －  35,518

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,490  221  352  5,065  153  5,219 (5,219)  －

計  28,465  3,626  7,370  39,463  1,273  40,737 (5,219)  35,518

 セグメント利益又は 

 損失 
 174  (9)  72  237  13  250 (47)  202

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
（注）２ 

（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

（百万円）

本社 
（百万円） 

ASEAN 
（百万円）

GCHINA 
（百万円）

計 
（百万円）

売上高    

外部顧客への売上高  25,285  5,060  5,883  36,229  1,226  37,455  －  37,455

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 5,189  364  759  6,313  85  6,398 (6,398)  －

計  30,475  5,424  6,642  42,542  1,311  43,854 (6,398)  37,455

セグメント利益又は 

損失 
 564  29  (87)  506  14  521 (177)  344
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり四半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。 

２．「会計方針の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間における会計方針の変更は遡及適用され、

前第１四半期連結累計期間は遡及適用後の連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と

比べて、前第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、22銭減少しております。  

  

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 17 19 円 銭 9 55

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  277  154

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  277  154

普通株式の期中平均株式数（千株）  16,173  16,173

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーメ

ンエレクトロニクスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年

４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーメンエレクトロニクス及び連結子会社の平成25年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成25年８月６日

株式会社トーメンエレクトロニクス 

取締役会 御中 

あらた監査法人 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 山田 雅弘 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 大橋 佳之 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。   

   ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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