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平成 18 年 9 月期   中間決算短信（連結） 平成18年5月11日 

会 社 名  株式会社 エスケーエレクトロニクス  上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号   ６６７７                 本社所在都道府県   京都府 

（ＵＲＬ http://www.sk-el.co.jp ） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  小谷 義明 
問い合わせ先 責任者役職名  取締役経理部担当兼人材開発部担当兼経営戦略室担当 
        氏    名  乙志 利明   ＴＥＬ（075） 441 － 2333 
決算取締役会開催日  平成18年5月11日 
親会社等の名称  －  （コード番号： －  ）   親会社等における当社の議決権所有比率 － ％ 
米 国会計基準採用の有無   無 

１．18年3月中間期の連結業績（平成17年10月1日～平成18年3月31日） 

(1) 連結経営成績                                  （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

百万円   ％
       10,142（62.3）
       6,249（21.9）

百万円   ％
        1,575（73.5）
        907（25.9）

百万円    ％
      1,560（70.4） 
       915（34.0） 

17年9月期        14,897           2,066       2,070 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

百万円   ％
         850（87.3）
        453（36.3）

円   銭
       7,891    60  

4,213    20 

円   銭
－  － 
－  － 

17年9月期        1,014 8,946    12 －  － 
(注)①持分法投資損益    18年3月中間期 － 百万円    17年3月中間期 － 百万円  17年9月期 － 百万円 

②期中平均株式数（連結）18年3月中間期 107,745.62株 17年3月中間期 107,749.07株 17年9月期 107,748.17株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
⑤平成16年11月19日をもって1対3の株式分割を実施いたしました。  

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

百万円 
28,581    □ 
 22,377       

百万円
  10,629      

9,207     

％ 
37.2 
41.1 

円   銭
98,658    76□
85,449    54  

17年9月期 23,737      9,790      41.2 90,392    85 

(注)①期末発行済株式数(連結) 18年3月中間期107,743.90株  17年3月中間期 107,748.35株 17年9月期 107,746.25株 
   ②平成16年11月19日をもって1対3の株式分割を実施いたしました。 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

百万円 
    3,267    □ 

  1,081       

百万円
△1,842      
△2,155      

百万円 
1,746 
2,360      

百万円
4,117 
6,374      

17年9月期 1,230       △5,755      397       933      
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  2 社   持分法適用非連結子会社数 － 社   持分法適用関連会社数 － 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  1 社   (除外) － 社    持分法 (新規) － 社   (除外) －社  
２．18年9月期の連結業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円

20,660    
百万円

2,800    
百万円

1,440    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）13,365円03銭 
 
当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び判定に基づいた見通しであり、リスクや不確
実性を含んでいます。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性があ
ります。 
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企業集団の状況 

   当社グループは、当社のほか、連結子会社の「頂正科技股ｲ分有限公司」（本社：台湾台南科學工業

園區）と「SKE KOREA CO., LTD.」（本社：韓国忠南天安市）の２社により構成されており、大型フォ

トマスクの設計・製造・販売、ならびに回路検証支援ツールの開発・設計・製造・販売を主な事業内

容としております。当社グループの事業内容は次のとおりであります。 

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

 

大型総合フォトマスク事業〔当社および子会社事業〕 

大型総合フォトマスク事業は、主にパソコンや携帯電話、液晶テレビ等に使用される液晶パネルの

製造過程で必要な原版であるフォトマスクの設計・製造・販売を行っております。 

なお、フォトマスクとは液晶の制御回路および色を表現するカラーフィルターのパターンを基板に

転写するために使われる原版で、新製品の開発や製造ラインの新設の際に必要となるものです。近年、

大型化する液晶テレビ等を安く作るために、そのフォトマスクもより大きなものが求められておりま

す。 

 

回路検証支援ツール事業〔当社事業〕 

回路検証支援ツール事業は、エレクトロニクス業界における ASIC や SoC の開発等を、より早く実

現するお手伝いをする事業です。当社は回路検証支援ツールの開発・設計・製造・販売を通じて、

製品の早期市場投入が求められている半導体開発企業をバックアップしております。 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
 

顧          客 
海    外 

台  湾 韓  国  
国      内 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

大型総合フォトマスク事業 回路検証支援ツール事業

当          社 

 

 

頂正科技股ｲ分有限公司

（連結子会社） 

製品・材料

の販売 

製 品 の

販売 

製品の

販売 

製品の

販売 

製品の

販売 

製品の

販売 

SKE KOREA 
CO., LTD. 

（連結子会社） 

製品の

販売 

製品の

仕入 
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経 営 方 針 
１．経営の基本方針 

当社は「創造と調和」を経営の基本としております。社会、自然そして人との調和を大切にし

ながら、社会の求める良い商品を創り出していくことで、物質的にも精神的にも豊かな社会の実

現に寄与できる企業となることを目指しております。 

また、当社は、成長を続けるエレクトロニクス業界においてその事業環境の変化に適時的確に

対応し、社内外の経営資源を有効に活用することにより、継続的な成長と収益を実現できる経営

体質の確立を目指すとともに、今後もファインテクノロジーをベースにエレクトロニクス産業の

一翼を担う社会的存在価値のある技術開発型企業として、社会に貢献してまいる所存であります。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つと考え、業績の変化を反映させつつ、株主

の皆様に対して継続的な利益配当の実施を基本方針としております。今後の事業拡大のための設

備や研究開発投資に必要とする内部資金の確保や将来の業績等を総合的に勘案しながら、配当を

実施いたします。 

また、内部留保資金につきましては、激しい技術革新に対応すべく、経営体質の一層の充実や

今後の研究開発活動を中心に積極的に活用していきたいと考えております。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針 

 当社といたしましては、個人投資家層の拡大ならびに株式流通の活性化をはかるために、投資

単位の引き下げが有用な施策のひとつであると認識しております。  

今後においても、投資単位引き下げにかかる施策につきましては、業績、市況等を勘案し、そ

の効果ならびに費用等を慎重に検討したうえで、株主利益の 大化を基本に決定してまいりたい

と考えております。 

 

４．対処すべき課題 

当社グループが今後も継続的な成長を実現し、株主の皆様への利益還元を継続していくための

主な課題は次のとおりであります。 

 

① 商品力の更なる向上 

まず１つめは、各液晶パネルメーカーのニーズに対応するための更なる商品力向上でありま

す。各液晶パネルメーカーは、液晶テレビの大型化、高画質化、低コスト化を図るため、製造

ラインへの投資を進めており、それに伴い、フォトマスクへの大型化、高精細化ニーズも高ま

ってきております。当社グループは、これらのニーズに的確に対応し、お客様からの信頼度を

更に高めるには、商品力の更なる向上が不可欠であると考えております。平成17年4月に稼動し

た久御山事業所新工場の 新鋭設備等を有効に活用して新たな技術開発に取り組むとともに、

的確かつタイムリーな設備投資を継続的に行うことにより、競合他社に勝る商品力で、お客様

のニーズに対応してまいります。 
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 ② 新事業の構築 

２つめは、大型総合フォトマスク事業、回路検証支援ツール事業に次ぐ、新たな柱となる事

業の構築であります。新たな事業開発に向けて、外部技術の導入等も含め、検討を行ってまい

ります。 

 

 ③ 人材開発・育成 

３つめは、社員一人一人が 大限の能力を発揮するための人材開発・育成であります。｢成

果主義の徹底｣に加えて｢社員の能力開発｣を強力に推進し、次の発展・飛躍に向けて社員一人一

人が能力を高めるための自己研鑽を重ね、会社と社員が高い志を共有し、当社グループの継続

的成長につなげてまいります。 
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経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

１．当期の概況 

①経営成績 

当中間連結会計期間の当社グループの業績につきましては、当社主力事業であります大型フォト

マスク事業の売上が引き続き堅調に推移したことにより、売上高 101 億 42 百万円（前年同期比

62.3％増）となりました。利益につきましては、営業利益は 15 億 75 百万円（前年同期比 73.5％

増）、経常利益は 15 億 60 百万円（前年同期比 70.4％増）、中間純利益は 8億 50 百万円（前年同期

比 87.3％増）となり、いずれも前年同期に比べ大幅な増収増益を達成することができました。 

 

次に、事業の種類別セグメントの概況をご報告申しあげます。 

 

大型総合フォトマスク事業 
売上高 100 億 31 百万円 （前年同期比 64.2％増）

営業利益 17 億 84 百万円 （前年同期比 70.7％増）

 

当中間連結会計期間における液晶パネル業界は、市場拡大が顕著な液晶テレビ需要を背景に各

社業績は上向き、引き続き積極的に新パネルの開発や設備投資が実施されました。 

このような状況の中、当社グループは商品力の向上を目指し、グループを挙げて取り組んでま

いりました。生産面では、平成 17 年（2005 年）4 月新設の久御山（くみやま）新工場の稼動に

より、商品力は飛躍的に向上いたしました。50 インチ台の液晶テレビ製造に主に用いられる第

８世代用フォトマスク（フォトマスクサイズ 1220 mm ×1400mm）の生産販売を拡大するととも

に、多階調マスクについても第 7 世代までのものを安定的に製造することが可能になりました。

営業面では、新工場稼動等による商品力向上と生産能力拡大を背景に、技術部門と一体となって

お客様に対する技術提案等を行ってまいりました。 

製品別には、当中間連結会計期間は TFT 用フォトマスク売上が、テレビ用大型サイズの比率の

高まりを背景に前年同期比 111.1％増の 50 億５百万円と過去 高の売上を計上いたしました。 
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地域別には、台湾、韓国を中心として海外からの引き合いが強かったことから、海外向け売

上高が引き続き大幅に増加し、前年同期比 88.1％増の 72 億 80 百万円と想定を上回る売上とな

りました。 
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その結果、大型総合フォトマスク事業の売上高は 100 億 31 百万円（前年同期比 64.2%増）、営

業利益は 17 億 84 百万円（前年同期比 70.7％増）となりました。 

 

回路検証支援ツール事業 

売上高 １億 11 百万円 （前年同期比 21.1％減） 

営業損失 55 百万円 ※前年同期 営業損失 58 百万円 
 

当中間連結会計期間における LSI 業界は、各社業績回復を背景に引き続きデジタル家電の開発

が積極的に行われました。 

このような状況の中、当社グループは年々大規模化、高速化ニーズが高まる画像・通信系半導

体の開発期間を短縮する高速実動評価システム“Accverinos（ｱｷｭﾍﾞﾘﾉｽ）”の開発と拡販に取り

組んでまいりました。当社製品に対する認知度も展示会への積極的な出展等により徐々に高まり

ました。また過去に納入いたしましたお客様からの再度のご発注等もいただけるなど当社製品へ

の評価がさらに高まりました。 

なお、プリント基板の受託生産サービスについては計画通り平成 17 年３月に終了したため、

前期に比べ売上高は大幅に減少いたしました。 

その結果、回路検証支援ツール事業の売上高は１億 11 百万円（前年同期比 21.1％減）、営業

損失は 55 百万円（前年同期は営業損失 58 百万円）となりました。 
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②財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、前連結会計年度

末に比べ31億83百万円増加し、41億17百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、32億67百万円（前年同期比21億85

百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が15億90百万円（前年同期比６億

76百万円増）となったことや、減価償却費が13億24百万円（前年同期比７億54百万円増）、売上債

権の増加額が３億18百万円（前年同期比65百万円減）、たな卸資産の増加額が６億21百万円（前年

同期比１億37百万円減）、仕入債務の増加額が12億41百万円（前年同期比２億50百万円増）、法人税

等の支払額が２億87百万円（前年同期比88百万円増）となったこと等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） 

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、18億42百万円（前年同期比３億12

百万円減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出18億11百万円（前年同期比

２億98百万円減）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） 

当中間連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、17億46百万円（前年同期比６億13

百万円減）となりました。これは主に、短期借入金の純増額による収入７億90百万円（前年同期比

２億７百万円増）や、長期借入れによる収入20億円（前年同期比23百万円増）、長期借入金の返済

による支出４億57百万円（前年同期比53百万円増）等によるものであります。 

 

２．通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、液晶テレビ市場の拡大をにらんだ液晶パネルの高生産性ライン

の増設に加え、より高画質・高精細な機種の開発需要により、引き続き大型フォトマスクの需要

は堅調に推移するものと考えております。しかしながら液晶テレビなどの 終製品価格は予想以

上の速さで低下しているため、液晶パネルメーカーは利益確保に向け、カラーフィルターなどの

材料コストの引き下げ要請を強めており、フォトマスクにつきましても従来以上の価格下落が予

想されています。 

当社グループといたしましては、フォトマスク市場の拡大というこの好機をうまく生かし、日

本に新設いたしました久御山事業所新工場による業界 高水準の商品力と増加生産能力をフルに

活用して売上増加に努めるとともに、従来以上の価格下落に対応するため、コストダウンの取り

組みを更に進めてまいります。また、更なる大型化、高精細化に対応するため、第８世代ライン

用の多階調マスクが量産可能なレーザービーム描画装置（LRS15000-TFT3）を競合他社に先がけ

2006 年４月より稼動を開始いたしました。今後この世界初の描画機により競合他社と商品力にお

いて差別化を図りながら売上拡大に努めていく所存でございます。今後とも大型総合フォトマス

ク事業における 先端企業としてさらに発展していきたいと考えておりますので、引き続きご支

援賜りますようお願い申し上げます。 

通期の業績予想につきましては、連結売上高は前期に比べ 38.7％増の 206 億 60 百万円、単独売

上高は 34.3％増の 180 億 20 百万円を見込んでおります。利益面につきましては、連結経常利益は

前期比 35.3％増の 28 億円、単独経常利益は 39.2%増の 16 億 70 百万円を見込んでおります。 
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【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  6,374,899 4,117,221  933,572

２ 受取手形及び売掛金   4,114,686 5,907,501  5,458,465

３ たな卸資産   2,082,475 3,520,544  2,823,507

４ 繰延税金資産   98,973 131,200  165,601

５ その他   147,402 159,988  518,815

貸倒引当金   △22,354 △46,617  △29,879

流動資産合計   12,796,083 57.2 13,789,839 48.2  9,870,082 41.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２  1,191,626 2,937,449  2,786,317

(2) 機械装置及び 
運搬具 

※２  5,432,134 8,598,484  8,722,694

(3) 土地 ※２  904,751 904,751  904,751

(4) 建設仮勘定   1,504,339 1,581,914  848,505

(5) その他   80,151 156,523  151,440

有形固定資産合計   9,113,003 40.7 14,179,123 49.6  13,413,709 56.5

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウエア   102,448 99,010  94,188

(2) その他   28,713 13,187  18,839

無形固定資産合計   131,162 0.6 112,197 0.4  113,028 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   183,665 322,265  204,234

(2) 長期貸付金   2,305 1,287  1,796

(3) 繰延税金資産   64,613 －  44,926

(4) その他   86,368 177,071  90,178

貸倒引当金   △30 △20  △30

投資その他の 
資産合計 

  336,923 1.5 500,604 1.8  341,105 1.4

固定資産合計   9,581,089 42.8 14,791,925 51.8  13,867,843 58.4

資産合計   22,377,172 100.0 28,581,764 100.0  23,737,925 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   3,127,283 4,807,045  3,496,943

２ 短期借入金 ※２  1,834,352 1,850,000  1,049,475

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  796,675 1,496,726  1,119,109

４ 一年以内償還予定 
社債 

  300,000 －  －

５ 未払金   84,525 134,721  96,084

６ 未払費用   388,251 466,700  439,981

７ 未払法人税等   324,627 518,327  399,983

８ 設備未払金   243,058 261,958  99,878

９ 一年以内返済予定の 
長期設備未払金 

  462,403 679,667  712,037

10 繰延税金負債   8,563 21,198  14,075

11 役員賞与引当金   － 46,000  －

12 その他   247,001 479,682  743,228

流動負債合計   7,816,742 35.0 10,762,028 37.6  8,170,797 34.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  3,076,212 3,615,988  2,370,703

２ 長期設備未払金   356,385 1,104,320  1,358,090

３ その他   64,820 97,824  64,820

固定負債合計   3,497,417 15.6 4,818,133 16.9  3,793,613 16.0

負債合計   11,314,160 50.6 15,580,162 54.5  11,964,410 50.4

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   1,855,964 8.3 2,371,722 8.3  1,983,024 8.4

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,729,025 16.7 3,729,025 13.1  3,729,025 15.7

Ⅱ 資本剰余金   3,954,782 17.7 3,954,782 13.8  3,954,782 16.6

Ⅲ 利益剰余金   1,574,190 7.0 2,736,874 9.6  2,131,531 9.0

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  31,716 0.1 107,400 0.4  43,955 0.2

Ⅴ 為替換算調整勘定   △36,387 △0.2 149,777 0.5  △21,795 △0.1

Ⅵ 自己株式   △46,279 △0.2 △47,980 △0.2  △47,008 △0.2

資本合計   9,207,047 41.1 10,629,879 37.2  9,790,490 41.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  22,377,172 100.0 28,581,764 100.0  23,737,925 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   6,249,120 100.0 10,142,613 100.0  14,897,159 100.0

Ⅱ 売上原価   4,451,946 71.2 7,426,489 73.2  10,941,938 73.4

売上総利益   1,797,174 28.8 2,716,123 26.8  3,955,221 26.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  889,221 14.3 1,140,762 11.3  1,888,387 12.7

営業利益   907,952 14.5 1,575,361 15.5  2,066,833 13.9

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,880 197 2,714 

２ 受取配当金  83 208 1,862 

３ 不動産賃貸収益  14,582 12,274 26,201 

４ 賃貸収入  － 15,454 7,813 

５ 為替差益  37,076 26,465 85,530 

６ その他  4,913 58,536 0.9 6,142 60,741 0.6 22,266 146,387 1.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  43,109 56,956 99,885 

２ 不動産賃貸原価  5,303 3,653 10,289 

３ 支払賃借料  － 14,730 9,820 

４ その他  2,639 51,052 0.8 408 75,748 0.8 23,088 143,082 1.0

経常利益   915,436 14.6 1,560,354 15.4  2,070,138 13.9

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  1,321 － － 

 ２ 補助金収入  － 1,321 0.0 30,000 30,000 0.3 － － －

    

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 3,218 169 34,593 

２ 会員権評価損  － 3,218 0.0 － 169 0.0 1,649 36,243 0.2

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  913,539 14.6 1,590,185 15.7  2,033,894 13.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 268,558 405,968 656,304 

法人税等調整額  25,128 293,687 4.70 68,282 474,251 4.7 △14,687 641,616 4.3

少数株主利益   165,883 2.6 265,648 2.6  377,349 2.6

中間(当期)純利益   453,968 7.3 850,285 8.4  1,014,928 6.8
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日
至 平成17年３月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日
至 平成17年９月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,954,782 3,954,782  3,954,782

Ⅱ 資本剰余金 

中間期末(期末)残高 
 3,954,782 3,954,782  3,954,782

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,299,887 2,131,531  1,299,887

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 中間(当期)純利益  453,968 453,968 850,285 850,285 1,014,928 1,014,928

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  143,666 193,943  143,666 

２ 役員賞与  36,000 51,000  36,000 

３ 従業員賞与  － 179,666 － 244,943 3,618 183,284

Ⅳ 利益剰余金 

中間期末(期末)残高 
 1,574,190 2,736,874  2,131,531
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日

至 平成17年３月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年10月１日

至 平成17年９月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  913,539 1,590,185 2,033,894

２ 減価償却費  569,968 1,324,104 1,821,108

３ 貸倒引当金の増加額(減少額(△))  △1,321 16,468 6,203

４ 退職給付引当金の減少額  △12,174 ― △12,174

５ 役員退職慰労引当金の減少額(△)  △54,680 ― △54,680

６ 受取利息及び受取配当金  △1,963 △405 △4,576

７ 支払利息  43,109 56,956 99,885

８ 固定資産除却損  3,218 169 34,593

９ 売上債権の増加額  △384,242 △318,543 △1,733,388

10 たな卸資産の増加額  △759,656 △621,729 △1,506,156

11 仕入債務の増加額  991,455 1,241,582 1,378,527

12 未払金の増加額  5,070 38,637 38,566

13 その他  8,751 281,319 △242,794

小計  1,321,075 3,608,744 1,859,011

14 利息及び配当金の受取額  1,956 401 4,664

15 利息の支払額  △42,677 △54,687 △100,508

16 法人税等の支払額  △198,462 △287,329 △532,519

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,081,892 3,267,129 1,230,648

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出  △2,110,167 △1,811,245 △5,695,655

２ 無形固定資産の取得による支出  △49,543 △25,494 △60,382

３  投資有価証券の取得による支出  ― △11,400 ―

４ 貸付金の回収による収入  509 509 1,018

５ その他  4,107 5,297 △893

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,155,094 △1,842,332 △5,755,913
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日

至 平成17年３月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年10月１日

至 平成17年９月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増額（純減額(△)）  582,990 790,210 △189,524

２ 長期借入れによる収入  1,976,767 2,000,000 1,930,379

３ 長期借入金の返済による支出  △403,971 △457,485 △745,239

４ 長期設備未払金の返済による支出  △245,043 △390,982 △654,804

５ 社債の償還による支出  ― ― △300,000

６ 少数株主からの払込による収入  593,999 ― 593,999

７ 自己株式の取得による支出  △395 △971 △1,125

８ 配当金の支払額  △143,666 △193,943 △143,666

９  少数株主への配当金の支払額  ― ― △92,193

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,360,681 1,746,828 397,826

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  29,967 12,024 3,558

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額(△))  1,317,446 3,183,649 △4,123,880

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,057,452 933,572 5,057,452

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  6,374,899 4,117,221 933,572
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社は、頂正科技股ｲ分有

限公司の１社であります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は、頂正科技股ｲ分有限

公司とSKE KOREA CO., LTD.の２社

であります。 

なお、SKE KOREA CO.,LTD.は新規

設立出資により当中間連結会計期

間中に連結子会社となったもので

あります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は、頂正科技股ｲ分有

限公司の１社であります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社及び関連会社があ

りませんので持分法は適用してお

りません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  頂正科技股ｲ分有限公司の中間決

算日は6月30日であります。 

  中間連結財務諸表の作成にあた

っては、中間連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

頂正科技股ｲ分有限公司の中間決

算日は6月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、中間連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

  頂正科技股ｲ分有限公司の決算日

は12月31日であります。 

  連結財務諸表の作成にあたって

は、連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用して

おります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売

却原価は総平均法により

算定しております。) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は総平均法により算

定しております。) 

    時価のないもの 

     総平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

製品・仕掛品 

     当社及び連結子会社は個

別法による原価法を採用し

ております。 

  ② たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

  ② たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

   原材料・貯蔵品 

    大型総合フォトマスク事業 

当社及び連結子会社は月別

総平均法による原価法を採

用しております。 

  原材料・貯蔵品 

   大型総合フォトマスク事業 

同左 

  原材料・貯蔵品 

    大型総合フォトマスク事業 

同左 

   回路検証支援ツール事業 

    先入先出法による原価法を

採用しております。 

   回路検証支援ツール事業 

同左 

    回路検証支援ツール事業 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

    当社は定率法を採用してお

ります。 

    ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備は除く)については、定

額法を採用しております。 

    また、連結子会社は定額法

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。 

建物及び構築物 10～50年

機械装置 

及び運搬具 
４～11年

 

 (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 

同左 

 (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 

同左 

  ② 無形固定資産 

    当社及び連結子会社は定額

法を採用しております。 

    なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法を、また、販売用ソフ

トウェアについては、見込販

売収益に基づく償却額と見込

販売可能期間(３年)に基づく

均等配分額とを比較し、いず

れか大きい額を計上する方法

を採用しております。 

  ② 無形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

同左 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間から「固定

資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」 （企業会計審

議会 平成14年8月9日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    当社及び連結子会社は、債

権の貸倒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。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 ② 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 ② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より「『退

職給付に係る会計基準』の一部改

正」 （企業会計基準第３号 平成

17年3月16日）及び「 『 退職給付

に係る会計基準』の一部改正に関

する適用指針」（企業会計基準適

用指針第７号 平成17年3月16日）

を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は

38,862千円増加しております。 

 ② 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 ③ 役員賞与引当金 

――― 

 ③ 役員賞与引当金 

役員の賞与給付に備えるため、

役員賞与支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上しておりま

す。 

(会計方針の変更） 

役員賞与については、従来、利

益処分により利益剰余金の減少と

して処理しておりましたが、当中

間連結会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」 （企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適

用し、発生した会計期間の費用と

して処理しております。 

これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益は

46,000千円減少しております。 

 ③ 役員賞与引当金 

――― 

（追加情報） 

 平成16年12月17日の株主総会にお

いて、役員退職慰労金制度の廃止及

び同総会までの在任期間に係る退職

慰労金を退任時に支給することを決

定したことに伴い、退職慰労金相当

額を固定負債の「その他」に振り替

えております。 

 

 

 

――― 

 

 

（追加情報） 

 平成16年12月17日の株主総会にお

いて、役員退職慰労金制度の廃止及

び同総会までの在任期間に係る退職

慰労金を退任時に支給することを決

定したことに伴い、退職慰労金相当

額を固定負債の「その他」に振り替

えております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結会計期間末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及

び負債は、中間連結会計期間末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は、期中

平均相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めておりま

す。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同左 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結

会計年度末日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負

債は、連結会計年度末日の直物

為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は、期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換算調

整勘定に含めております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 (6)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

    特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特

例処理を行っております。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

    金利スワップ 

  （ヘッジ対象） 

    変動金利の借入金利息 

  ③ヘッジ方針 

    市場変動相場に伴うリスク

の軽減を目的として利用する方

針であります。 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ手段及びヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であ

り、かつ相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動リスクを完全

に相殺するものと想定されるた

め、有効性の判定は省略してお

ります。 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

       同左 

 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

同左 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  消費税及び地方消費税の会計処

理 

   税抜方式を採用しておりま

す。 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  消費税及び地方消費税の会計処

理 

同左 

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税及び地方消費税の会計処

理 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、要求払預金

及び取得日から３ヶ月以内に満期

日又は償還日の到来する流動性の

高い、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

スクしか負わない短期的な投資か

らなっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期日又

は償還日の到来する流動性の高

い、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

しか負わない短期的な投資からな

っております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,525,371千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

9,077,841千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,698,672千円

   

※２ 担保に供している資産 

   (担保に供している資産) 

現金及び 
預金 

5,085千円    ( ―  )

建物及び 
構築物 

998,857千円 （530,599千円)

機械装置 
及び運搬具 

1,377,158千円 (254,648千円)

土地 645,351千円( 645,351千円)

計 3,026,451千円(1,430,600千円)

上記( )内は、工場財団を組成している金額

であります。 

※２ 担保に供している資産 

   (担保に供している資産) 

現金及び 
預金 

10,860千円 ( ―  )

建物及び 
構築物 

792,044千円（ 512,289千円)

機械装置 
及び運搬具

1,400,190千円 ( 260,553千円)

土地 645,351千円 ( 645,351千円)

計 2,848,446千円(1,418,194千円)

上記( )内は、工場財団を組成している金額

であります。 

※２ 担保に供している資産 

   (担保に供している資産) 

現金及び 
預金 

10,230千円 ( ― )

建物及び 
構築物 

1,040,946千円 ( 584,668千円)

機械装置 
及び運搬具

1,337,509千円 ( 325,184千円)

土地 645,351千円 ( 645,351千円)

計 3,034,036千円(1,555,204千円)

上記( )内は、工場財団を組成している金額

であります。 
   

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 1,165,000 千円(1,165,000千円)

長期借入金 3,872,887 千円(2,423,446千円)

(１年以内返済予定分を 796,675 千円含む) 

計 5,037,887 千円(3,588,446千円)

上記( )内は、担保に供されている工場財

団資産に対応する債務の金額であります。 

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 1,850,000 千円(1,850,000千円)

長期借入金 5,112,715 千円(3,864,060千円)

(１年以内返済予定分を1,496,726千円含む)

計 6,962,715 千円(5,714,060千円)

上記( )内は、担保に供されている工場財

団資産に対応する債務の金額であります。

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 815,000千円 (815,000千円)

長期借入金 3,489,813千円(2,132,820千円)

(１年以内返済予定分を1,119,109千円含む)

計 4,304,813千円(2,947,820千円)

上記( )内は、担保に供されている工場財

団資産に対応する債務の金額であります。

 

 
(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費 

   販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及びその金額は次の

とおりであります。 

役員報酬 63,570千円

従業員給料手当 241,872千円

旅費交通費 62,761千円

支払手数料 98,339千円

研究開発費 164,911千円

減価償却費 36,937千円 

※１ 販売費及び一般管理費 

   販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及びその金額は次の

とおりであります。 

役員報酬 78,120千円

役員賞与引当金

繰入額 
46,000千円

従業員給料手当 275,785千円

旅費交通費 65,731千円

支払手数料 197,170千円

研究開発費 190,076千円

減価償却費 44,417千円

貸倒引当金 

繰入額 
16,468千円

 

※１ 販売費及び一般管理費 

   販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及びその金額は次の

とおりであります。 

役員報酬 141,330千円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
3,710千円

従業員給料手当 510,816千円

旅費交通費 124,423千円

支払手数料 258,324千円

研究開発費 284,840千円

減価償却費 73,601千円

貸倒引当金 

繰入額 
6,203千円

 
   

※２ 固定資産除却損 

   固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び 

運搬具 
1,046千円

その他 2,171千円

合計 3,218千円 

※２ 固定資産除却損 

   固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 36千円

その他 132千円

合計 169千円 

※２ 固定資産除却損 

   固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 30,412千円

機械装置及び 

運搬具 
1,318千円

ソフトウエア 1,888千円

その他 973千円

合計 34,593千円 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ 現金及び現金同等物の中間連結

会計期間末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成17年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間連結

会計期間末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成18年３月31日)

１ 現金及び現金同等物の連結会計

年度末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

 

(平成17年９月30日)

現金及び 

預金勘定 
6,374,899千円

現金及び 

現金同等物 
6,374,899千円

   

現金及び 

預金勘定 
4,117,221千円

現金及び 

現金同等物 
4,117,221千円

   

現金及び 

預金勘定 
933,572千円

現金及び 

現金同等物 
933,572千円
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間連

結会計期間末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間連

結会計期間末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び連結会

計年度末残高相当額 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間連結 
会計期間末 
残高相当額 
(千円) 

機械装 
置及び 
運搬具 

1,210,000 323,358 886,641 

その他 
(工具器 
具備品) 

3,950 2,435 1,514 

合計 1,213,950 325,794 888,155  

 

取得 
価額 
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間連結
会計期間末
残高相当額
(千円) 

機械装
置及び
運搬具

1,366,300 566,194 800,105

その他
(工具器
具備品)

3,950 3,225 724

合計 1,370,250 569,420 800,829 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

連結会計
年度末残
高相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

1,366,300 442,605 923,694

その他
(工具器
具備品)

3,950 2,830 1,119

合計 1,370,250 445,436 924,813 
(2) 未経過リース料中間連結会計期

間末残高相当額 

１年以内 222,052千円

１年超 702,094千円

合計 924,147千円 

(2) 未経過リース料中間連結会計期

間末残高相当額 

１年以内 260,667千円

１年超 588,309千円

合計 848,976千円 

(2) 未経過リース料連結会計年度末

残高相当額 

１年以内 256,783千円

１年超 719,606千円

合計 976,390千円 
(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 126,570千円

減価償却費相当額 110,958千円

支払利息相当額 18,680千円 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 141,300千円

減価償却費相当額 123,983千円

支払利息相当額 17,533千円 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 262,534千円

減価償却費相当額 230,205千円

支払利息相当額 36,873千円 
(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によって
おります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,242千円

１年超 2,242千円

合計 4,485千円 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年以内 2,242千円

１年超 － 千円

合計 2,242千円 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年以内 2,242千円

１年超 1,122千円

合計 3,364千円 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日) 

その他の有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 130,359 183,665 53,305

合計 130,359 183,665 53,305

(注) 取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

当該株式の減損にあたっては、当社及び連結子会社におきまして下記の合理的な社内基準をもちまして減損

処理を行っております。 

 

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。 

時価の下落率が30％以上50％未満の場合 
決算日前１年間において、継続して30％以上の下落率のある

ものについては、減損処理を行う。 

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。 

 
当中間連結会計期間末（平成18年３月31日) 

１．その他の有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 130,359 310,865 180,505

合計 130,359 310,865 180,505

(注) 取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

２．その他の有価証券で時価のないもの(平成18年３月31日) 

内容 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 11,400 

計 11,400 

 

当該株式の減損にあたっては、当社及び連結子会社におきまして下記の合理的な社内基準をもちまして減損

処理を行っております。 

 

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。 

時価の下落率が30％以上50％未満の場合 
決算日前１年間において、継続して30％以上の下落率のある

ものについては、減損処理を行う。 

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。 
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前連結会計年度末(平成17年９月30日) 

その他の有価証券で時価のあるもの(平成17年９月30日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 130,359 204,234 73,874

合計 130,359 204,234 73,874

(注) 取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

当該株式の減損にあたっては、当社及び連結子会社におきまして下記の合理的な社内基準をもちまして減損

処理を行っております。 

 

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。 

時価の下落率が30％以上50％未満の場合 
決算日前１年間において、継続して30％以上の下落率のある

ものについては、減損処理を行う。 

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。 

 
(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

ヘッジ会計を適用していないデリバティブ取引はないため、注記を省略しております。 

 
前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

ヘッジ会計を適用していないデリバティブ取引はないため、注記を省略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

 
大型総合フォト
マスク事業 
(千円) 

回路検証支援
ツール事業 
(千円) 

計 
 

(千円) 

消去又は全社 
 

(千円) 

連結 
 

(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
6,107,810 141,310 6,249,120 ― 6,249,120

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ―

計 6,107,810 141,310 6,249,120 ― 6,249,120

営業費用 5,062,390 199,621 5,262,011 79,157 5,341,168

営業利益又は営業損失(△) 1,045,420 △58,310 987,109 (79,157) 907,952

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 
(1) 大型総合フォトマスク事業……………………表示素子用フォトマスク、ハイブリットＩＣ用フォトマ

スク、エッチング用フォトマスク、各種ゲージ用フォト
マスクの設計・製造 

(2) 回路検証支援ツール事業………………………回路設計、パターン設計、プリント基板製造、各種テス
トボード開発・製造 

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金額は、79,157千円であり、その主

なものは、当社の管理部門等に係る費用であります。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 
大型総合フォト
マスク事業 
(千円) 

回路検証支援
ツール事業 
(千円) 

計 
 

(千円) 

消去又は全社 
 

(千円) 

連結 
 

(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
10,031,181 111,432 10,142,613 ― 10,142,613

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ―

計 10,031,181 111,432 10,142,613 ― 10,142,613

営業費用 8,246,234 166,582 8,412,817 154,434 8,567,252

営業利益又は営業損失(△) 1,784,946 △55,150 1,729,796 (154,434) 1,575,361

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 
(1) 大型総合フォトマスク事業………………………表示素子用フォトマスク、ハイブリットＩＣ用フォト  

マスク、エッチング用フォトマスク、各種ゲージ用フォ
トマスクの設計・製造 

(2) 回路検証支援ツール事業…………………………回路検証用プロトタイピングプラットフォーム、各種
機能モジュールの開発・製造、回路設計サービス 

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金額は、154,434千円であり、その主
なものは、当社の管理部門等に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 
大型総合フォト
マスク事業 
(千円) 

回路検証支援
ツール事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

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 

14,668,728 228,430 14,897,159 ― 14,897,159

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
― ― ― ― ―

計 14,668,728 228,430 14,897,159 ― 14,897,159

営業費用 12,310,006 352,308 12,662,315 168,010 12,830,325

営業利益又は 

営業損失(△) 
2,358,721 △123,877 2,234,843 (168,010) 2,066,833

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 大型総合フォトマスク事業……表示素子用フォトマスク、ハイブリットＩＣ用フォトマスク、エッチ

ング用フォトマスク、各種ゲージ用フォトマスクの設計・製造 

(2) 回路検証支援ツール事業………回路設計、パターン設計、プリント基板製造、各種テストボード開発・

製造 

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金額は、168,010 千円であり、その主

なものは、当社の管理部門等に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

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 
3,777,989 2,471,131 6,249,120 ― 6,249,120

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,942,414 606,104 2,548,518 (2,548,518) ―

計 5,720,403 3,077,235 8,797,638 (2,548,518) 6,249,120

営業費用 5,253,090 2,627,775 7,880,866 (2,539,698) 5,341,168

営業利益 467,312 449,459 916,772 (8,820) 907,952

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域……アジア：台湾 

２ 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金額は、79,157千円であり、その主

なものは、当社の管理部門等に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

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 
6,182,542 3,960,071 10,142,613 ― 10,142,613

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,836,423 252,065 3,088,488 (3,088,488) ―

計 9,018,965 4,212,136 13,231,101 (3,088,488) 10,142,613

営業費用 8,103,256 3,489,415 11,592,672 (3,025,419) 8,567,252

営業利益 915,709 722,720 1,638,429 (63,068) 1,575,361

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域……アジア：台湾 

２ 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金額は、154,434千円であり、その主

なものは、当社の管理部門等に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

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 
9,274,702 5,622,456 14,897,159 ― 14,897,159

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
4,146,078 1,167,994 5,314,072 (5,314,072) ―

計 13,420,780 6,790,450 20,211,231 (5,314,072) 14,897,159

営業費用 12,348,412 5,799,669 18,148,082 (5,317,756) 12,830,325

営業利益 1,072,368 990,781 2,063,149 3,684 2,066,833

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……アジア：台湾 

２ 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金額は、168,010千円であり、その主

なものは、当社の管理部門等に係る費用であります。 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,918,166 400 2,918,566

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,249,120

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
46.7 0.0 46.7

(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……台湾、韓国、シンガポール 

(2) その他……イタリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 上記には、日本サムスン㈱向け売上高952,770千円は含まれておりません。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,538,226 － 4,538,226

Ⅱ 連結売上高(千円) 10,142,613

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
44.7 －  44.7

 

(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……台湾、韓国、シンガポール 

(2) その他……イタリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 上記には、日本サムスン㈱向け売上高 2,742,605 千円は含まれておりません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,455,740 1,200 6,456,940

Ⅱ 連結売上高(千円)  14,897,159

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
43.3 0.0 43.3

(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……台湾、韓国、シンガポール 

(2) その他……イタリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 上記には、日本サムスン㈱向け売上高3,132,470千円は含まれておりません。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり純資産額 85,449円54銭 
 

１株当たり純資産額 98,658円76銭 
 

１株当たり純資産額 90,392円85銭 
 

１株当たり 

中間純利益 
4,213円20銭 

 

１株当たり 

中間純利益 
7,891円60銭

 

１株当たり 

当期純利益 
8,946円12銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

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

中間純利益については、潜在株式が

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、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 また、当社は平成16年11月19日付

で普通株式１株につき３株の株式分

割を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場合

の前中間連結会計期間及び前連結会

計年度における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりであります。 

（前中間連結会計期間） 

１株当たり純資産額 35,380円20銭

１株当たり 

中間純利益 
3,352円39銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

（前連結会計年度） 

１株当たり純資産額 81,481円07銭

１株当たり 

当期純利益 
7,773円43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、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

  当社は平成16年11月19日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行

っております。当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たり情報

については、以下のとおりでありま

す。 

１株当たり純資産額 81,481円07銭

１株当たり 

当期純利益 
7,773円43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、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日
至 平成17年３月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日
至 平成17年９月30日)

中間(当期)純利益 (千円) 453,968 850,285 1,014,928

普通株主に 

帰属しない金額 
(千円) ― ― 51,000

（うち利益処分によ

る役員賞与金） 
(千円) ― ― (51,000)

普通株式に係る 

中間(当期)純利益 
(千円) 453,968 850,285 963,928

普通株式の 

期中平均株式数 
(株) 107,749 107,745 107,748
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

 
前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 
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【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

大型総合フォトマスク事業 7,326,114 170.6 

回路検証支援ツール事業 102,377 105.4 

合計 7,428,491 169.2 

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

大型総合フォトマスク事業 9,632,658 148.6 398,888 75.4 

回路検証支援ツール事業 109,772 61.9 15,120 23.6 

合計 9,742,430 146.3 414,008 69.8 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 



- 33 - 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

大型総合フォトマスク事業 10,031,181 164.2 

回路検証支援ツール事業 111,432 78.9 

合計 10,142,613 162.3 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

奇美電子股ｲ分有限公司 1,437,924 23.0 3,077,449 30.3 

日本サムスン㈱ 952,770 15.2 2,742,605 27.0 
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