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平成 18 年 12 月期   中間決算短信（非連結）   平成18年８月10日 

会 社 名 ユー・エム・シー・ジャパン株式会社   上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ード番 号 ６９３９                本社所在都道府県 千葉県 
（ＵＲＬ http://www.umcj.com） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 温 清章 
問い合わせ先 役職名 経理部ジェネラルマネージャー 

責任者     氏    名 黄 茂基               ＴＥＬ（０４７０）２３－３１２１ 
決算取締役会開催日  平成18年８月10日                   単元株制度採用の有無 無 

親会社等の名称 ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション 親会社等における当社の議決権所有比率50.1％ 
 
１．18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 
(1) 経営成績               （記載金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

百万円       ％
１６,５１９  （７７.５）
９,３０８ （△４７.７）

百万円      ％
△２,８５０    （－）
△６,１８５    （－）

百万円      ％
△３,２３５    （－）
△６,７５１    （－）

17年12月期 ２３,０６２  △１１,５１３ △１２,１５０ 
 

 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６月中間期 
17年６月中間期 

百万円       ％
△２,９５６     （－）
△６,８８４     （－）

円   銭
△２,９８７  ４５
△６,９５６  ６９

円   銭

――――― 
――――― 

17年12月期 △１２,５５３ △１２,６８５  ５４ ――――― 

(注)①持分法投資損益  18年６月中間期  －百万円  17年６月中間期  －百万円  17年12月期  －百万円 
②期中平均株式数  18年６月中間期   989,544株  17年６月中間期   989,545株  17年12月期   989,545株 
③会計処理の方法の変更   有 
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 

 
 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

百万円 
８６,３４４ 

１０７,０６２ 

百万円
４５,８２４
５４,３７４

％ 
５３.１ 
５０.８ 

円   銭
４６,３０７  ７５
５４,９４８  ９０

17年12月期 ８７,２３３ ４８,７４３ ５５.９ ４９,２５７  ５９

(注)①期末発行済株式数  18年６月中間期  989,544株  17年６月中間期   989,545株  17年12月期   989,545株 
②期末自己株式数   18年６月中間期        －株  17年６月中間期    31,809株  17年12月期      －株 

(3) 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６月中間期 
17年６月中間期 

百万円 
８５９ 
７９０ 

百万円
２,１４５

△２,３９２

百万円 
７０３ 

△３,１６３ 

百万円
３２,７６３
３７,９７８

17年12月期 １１６ ４,３８６ △１８,１６３ ２９,０７６
 
２．18年12月期の業績予想(平成18年１月１日～平成18年12月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円
３２,３４３

百万円
△３,０７４

百万円 
△３,０８８ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △3,121円 02銭 
 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現

在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる可能性があります。 

 

３．配当状況 
 １株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 

17年12月期 ――――― ――――― ――――― 

18年12月期（実績） ――――― ――――― ――――― 

18年12月期（予想） ――――― ――――― ――――― 
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添 付 資 料 
１. 企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ユー・エム・シー・ジャパン株式会社）及び、ユナイテッド・マイクロエ

レクトロニクス・コーポレーションにより構成され、半導体製品の前工程の受託生産を主な事業としております。当事業の内容及

び位置づけは、次のとおりであります。 

　　　　　　　　

　　　

（株式保有）

顧客紹介

ユ
ナ
イ
テ

ッ
ド
・
マ
イ
ク
ロ
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レ
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ト
ロ

ニ
ク
ス
・
コ
ー

ポ
レ
ー

シ

ョ
ン

ユ
ー

・
エ
ム
・
シ
ー

・
ジ
ャ
パ
ン
㈱

顧
客

生産移管

受託品の供給

生産委託

 
ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーションは当社の親会社であります。 

 

２. 経営方針 

(1)経営の基本方針 
 当社の目標は｢お得意様から選び抜かれたファウンドリーとなる｣ことです。 

そのためにＵＭＣグループの総合力を活用して、新たな発展・成長を図ります。 

また、企業価値増大のための経営の合理化を推し進め、優れたファウンドリーサービスの供給に努め、高収益体質の企業づくり

を目指すことで、顧客・株主・社会からの信頼を確保してまいります。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 
 利益の配分につきましては、ニーズの高い先端技術の顧客への提供及び将来における大型投資を機敏に実施できる体制の確保を

優先的に考えておりますが、収益の状況や市場の成熟度に応じて、配当等の利益還元も考えてまいります。 

 取締役の報酬等は、主に役員報酬とストックオプションで構成されております。役員賞与の支給は、現在は考えておりません。

なお、業績向上のため、従業員に対しても、インセンティブとしてのストックオプションを付与しており、役職員に対する事実上

の業績連動報酬となっております。 

 

(3)目標とする経営指標 
 当社は企業収益性及び株主価値 大化を重視しておりますが、事業の性格上、売上の変動によって、各種指標は大きく影響を受

けます。 

 従って、自社製造分について、稼働率100％の場合に売上総利益率10％を確保するコスト体質を目標としております。 

 

(4)中長期的な経営戦略 
 中長期的な経営戦略については常に考慮しておりますが、一方、当社の現状としては、2004年から赤字決算が続いており、2006

年も通期では赤字の見込みとなっております。 

 そのような状況下においては、赤字体質から利益の出せる体質への脱却こそが唯一無二の経営課題であり、それは、後述(5)対処

すべき課題への取り組みによる実現を目指しております。 

 赤字体質脱却が実現して、初めてその先が考えられる状況であり、現在は2006年下期での黒字化実現に経営資源を集中し、それ

以降に中長期的な視野で経営を考えてまいります。 

 



 

－  － 3

(5)対処すべき課題 
 前述の、(4)中長期的な経営戦略の通り、2006年は「全ての活動を収益の確保と挑戦に向けて」をスローガンとして掲げ、以下の

課題に取り組んでおります。 

 

① 世界で取引と顧客を拡大し、収益の 大化を図る 

 従来の、特定の日本のＩＤＭ（Integrated Device Manufacturer 垂直統合型デバイスメーカー）とのパートナーシップ重視の

方針にこだわることなく、顧客ベースの拡大を進めます。まずは、海外比率を高めることによって、ＩＤＭとファブレスの比率を

近づけます。続いて、プロダクトミックスの改善による、ＡＳＰ（平均売上単価）の向上や、生産能力に応じた0.18μm製品の受注

拡大を進め、収益を拡大します。 

② 世界レベルの工場品質に向けた継続的な改善 

館山工場の品質について、グローバル競争を勝ちぬくために、世界のトップレベルを常に意識し、歩留りやサイクルタイムを初

め、さまざまな点で改善を進めてまいります。 

③ 継続的な製造コストの削減 

材料費や電力使用量など、コントロール可能なコストの改善に継続して取り組んでおります。 

④ 教育による管理能力とエンジニアリング力の強化 

以上の実現のために、人材育成に一層努めます。 

その一環として取り組むナレッジ・マネジメントでは、ＵＭＣのノウハウを積極的に導入できるシステムを構築します。 

 

３. 経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 
 当上半期（2006年１月１日～2006年６月30日）の半導体業界におきましては、BRICs新興地域市場向け低価格携帯電話、サッカー

ワールドカップを背景にした薄型テレビの需要拡大を市場のけん引役として、2005年同期より好調に推移してきました。また、近

年における半導体を必要とする携帯音楽プレーヤーやゲーム機器など電子機器の需要増により、2006年の世界半導体市場規模が対

前年10.1%増の29兆2,900億円（WSTS予測値）と昨年に達成した過去 大の市場規模が更に続伸すると見込まれています。 

液晶ドライバーIC市場もその恩恵を受けて、比較的堅調だったものの、平均単価の低下や一部液晶パネルの在庫調整による需給

バランスの懸念のため、調整局面に入りました。 

当社におきましては、現状液晶ドライバーIC向け高耐圧（HV＝ハイ・ボルテージ）プロセスの安定した需要を確保しています。

それ以外に、ロジック製品も携帯音楽プレーヤーやゲーム機器など向けに増加する傾向にあります。特に0.18μｍテクノロジー製

品増によるプロダクトミックスの改善と、UMCへのアウトソーシング事業が順調に拡大したため、当初の中間期業績計画を上回った

結果となりました。  

また、複数の新規海外顧客の獲得に成功し、海外顧客売上高の比率が着実に伸びてきました。今後も海外市場の拡大を図りなが

ら、国内顧客への一層のサービス強化に取り組んでまいります。 

昨年より着手したテープアウト（先行商品試作品）については、0.18μｍ/0.25μｍテクノロジー製品を中心に注力しており、６

～９カ月間の量産までの所要期間を経て、今年から確実に売上高に寄与し始めました。 

この結果、当中間会計期間の業績は、売上高16,519百万円（前年同期9,308百万円）、経常損失3,235百万円（同6,751百万円）、

中間純損失2,956百万円（同6,884百万円）となりました。 

 

(2)財政状態 

 当中間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、投資有価証券の取得、売上債権の増加、減価償却費

の減少等により、当中間会計期間末には32,763百万円（前年同期比5,215百万円減）となりました。 

 また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は859百万円（前年同期比69百万円増）となりました。これは主に、税引前

中間純損失が2,954百万円（前年同期6,881百万円）、減価償却費が3,099百万円（同6,597百万円）、売上債権の増加が874百万円（前

年同期は減少1,633百万円）、仕入債務の増加が1,715百万円（前年同期は減少1,146百万円）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） 
 当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は2,145百万円（前年同期比4,537百万円増）となりました。これは主に、

投資有価証券の取得による支出723百万円（前年同期7,040百万円）、定期預金の解約による収入が2,000百万円（同2,393百万円）、

固定資産の売却による収入が1,050百万円（同33百万円）となったこと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） 
 当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は703百万円（前年同期比3,866百万円増）となりました。これは主に、短

期借入金の増加が703百万円（前年同期は減少3,163百万円）となったこと等によるものであります。 

 なおキャッシュ・フロー指標については次のとおりであります。 

 2005年６月中間期 2005年12月期 2006年６月中間期 

自己資本比率（％） 50.8 55.9 53.1

時価ベースの自己資本比率（％） 40.7 39.7 44.5

債務償還年数（年） 9.7 3.6 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.3 0.8 35.0
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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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

中間期末における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※各指標は、いずれも財務数値より計算しております。 

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出しております。 

 ※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。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全ての負債を対象としております。また、利払いについて

は、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3)事業等のリスク 
 当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを以下に記載いたします。但し、これらは当社事業

リスクを必ずしも全て網羅するわけではないことにご留意ください。 

① 当社はＵＭＣグループの１社であります。従って、ＵＭＣグループ全体の経営方針の変化に影響を受ける可能性があります。 

② 当期の売上のうち、上位３社への売上が約50％を占めており、一部特定顧客への依存度が高くなっております。その一部特定

顧客の営業状況により、経営成績に影響が出る可能性があります。 

③ 半導体需給が大きく変動し、市場全体が供給力過多となった場合は、生産能力に見合った受注が困難となる可能性があります。 

④ 当社が所有する工場は館山の１ヶ所のみであり、天災等の理由で工場の操業が長期間にわたって停止した場合、製品供給能力

に著しい影響が出る可能性があります。 

 

(4)通期の見通し 
 世界半導体市場は、下半期に向けて、次世代ゲーム機の登場やワンセグ携帯電話端末の普及拡大などを背景に、継続的にプラス

成長と見込まれています。日本半導体市場も、前年のマイナス成長から14%増（円ベース、WSTS予測値）と回復する見通しです。一

方、シリコンウエハの値上げやデジタル家電製品の値下げ、液晶パネルの在庫調整による液晶関連半導体の需給状況などが懸念材

料として、潜在的なリスクと先行きの不透明感を示しています。 

当社においては、市場成長に伴い、0.18μm等の微細化製品が本格的に貢献し、海外顧客の獲得とUMCへのアウトソーシング事業

の拡大が確実に進み、通期では2005年に対して大きく改善するものと予想しており、下半期には損益分岐点に達するよう尽力して

います。 

 以上から、通期の業績予想は、前期決算発表時の計画通りに達成することを見込んでおり、現時点では変更なく、次の通りであ

ります。 

売 上 高         32,343百万円  （前年度比 40.2％増） 

営 業 利 益   △ 3,433百万円  （前年度比 8,080百万円増） 

経 常 利 益        △ 3,074百万円  （前年度比 9,076百万円増） 

当期純利益   △ 3,088百万円  （前年度比 9,465百万円増） 
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４．中間財務諸表等 
① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金 ※１ 39,978 32,763 31,076 

売掛金  6,978 9,087 8,213 

たな卸資産  1,837 2,506 2,606 

その他  358 672 1,154 

流動資産合計   49,151 45.9 45,027 52.1  43,049 49.3

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 ※２   

建物  12,083 11,520 11,850 

機械及び装置  30,694 12,713 15,908 

その他  4,099 4,544 4,636 

有形固定資産合計  46,876 28,777 32,395 

無形固定資産  2,127 654 673 

投資その他の資産    

投資有価証券  8,567 11,536 10,750 

その他  353 362 378 

貸倒引当金  △12 △12 △12 

投資その他の資産 
合計 

 8,908 11,886 11,116 

固定資産合計   57,911 54.1 41,317 47.9  44,184 50.7

Ⅲ 繰延資産   0 0.0 － －  － －

資産合計   107,062 100.0 86,344 100.0  87,233 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

支払手形  74 － － 

買掛金  2,039 5,203 3,488 

短期借入金 ※１ 387 1,092 413 

一年以内償還予定の
転換社債 

 － 9,350 － 

一年以内返済予定の
長期借入金 

 3,750 － － 

未払金  2,768 1,646 2,308 

未払法人税等  50 47 94 

賞与引当金  189 271 146 

修繕引当金  － 158 － 

その他  1,159 1,119 986 

流動負債合計   10,417 9.7  18,887 21.9  7,434 8.5

Ⅱ 固定負債    

社債  21,500 21,500 21,500 

転換社債  9,350 － 9,350 

長期借入金  11,250 － － 

繰延税金負債  － 31 6 

退職給付引当金  50 57 36 

役員退職慰労引当金  13 23 18 

修繕引当金  54 － 108 

その他  55 22 38 

固定負債合計   42,271 39.5 21,634 25.1  31,056 35.6

負債合計   52,688 49.2 40,521 46.9  38,491 44.1

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   27,140 25.3 － －  27,140 31.1

Ⅱ 資本剰余金    

 資本準備金  20,218 － 20,218 

資本剰余金合計   20,218 18.9 － －  20,218 23.2

Ⅲ 利益剰余金    

 利益準備金  57 － 57 

 中間（当期）未処分 
 利益 

 9,994 － 1,318 

利益剰余金合計   10,051 9.4 － －  1,375 1.6

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  △28 0.0 － －  9 0.0

Ⅴ 自己株式   △3,006 △2.8 － －  － －

資本合計   54,374 50.8 － －  48,743 55.9

負債・資本合計   107,062 100.0 － －  87,233 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

資本金   － － 27,140 31.4  － －

資本剰余金    

 資本準備金  － 20,218 － 

資本剰余金合計   － － 20,218 23.4  － －

利益剰余金    

 利益準備金  － 57 － 

 その他利益剰余金    

 繰越利益剰余金  － △1,638 － 

利益剰余金合計   － － △1,581 △1.8  － －

自己株式   － － － －  － －

株主資本合計   － － 45,778 53.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価 
差額金 

  － － 46 0.1  － －

評価・換算差額等 
合計 

  － － 46 0.1  － －

純資産合計   － － 45,824 53.1  － －

負債・純資産合計   － － 86,344 100.0  － －
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② 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   9,308 100.0 16,519 100.0  23,062 100.0

Ⅱ 売上原価   14,714 158.1 18,381 111.3  33,021 143.2

売上総損失   5,406 △58.1 1,862 △11.3  9,958 △43.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  779 8.3 988 6.0  1,555 6.7

営業損失   6,185 △66.4 2,850 △17.3  11,513 △49.9

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  14  8  23 

その他 ※１ 124 108 238 

営業外収益合計   138 1.5 116 0.7  261 1.1

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  79 27 137 

その他 ※２ 625 473 760 

営業外費用合計   705 7.6 501 3.0  897 3.9

経常損失   6,751 △72.5 3,235 △19.6  12,150 △52.7

Ⅵ 特別利益 ※３  17 0.2 544 3.3  118 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４  147 1.6 263 1.6  516 2.2

税引前中間(当期)
純損失 

  6,881 △73.9 2,954 △17.9  12,548 △54.4

法人税、住民税及
び事業税 

 3 3 5 

法人税等調整額  － 3 0.1 － 3 0.0 － 5 0.0

中間(当期)純損失   6,884 △74.0 2,956 △17.9  12,553 △54.4

前期繰越利益   16,878 －  16,878

自己株式消却額   － －  3,006

中間(当期)未処分 
利益 

  9,994 －  1,318
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③ 中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 

資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成17年12月31日残高 
（百万円） 

27,140 20,218 20,218 57 1,318 1,375 － 48,734

中間会計期間中の変動額    

中間純損失  △2,956 △2,956  △2,956

自己株式の取得   0 0

自己株式の消却  △0 △0 △0 －

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － － － △2,956 △2,956 － △2,956

平成18年６月30日残高 
（百万円） 

27,140 20,218 20,218 57 △1,638 △1,581 － 45,778

         

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日残高 
（百万円） 

9 9 48,743

中間会計期間中の変動額  

中間純損失  △2,956

自己株式の取得  0

自己株式の消却  －

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額（純額） 

37 37 37

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

37 37 △2,919

平成18年６月30日残高 
（百万円） 

46 46 45,824
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間(当期)純損失 △6,881 △2,954 △12,548 

減価償却費 6,597 3,099 12,596 

長期前払費用償却額 － 8 3 

繰延資産償却額 △16 △16 △33 

引当金増加額（△減少額） △203 202 △201 

受取利息及び受取配当金 △14 △8 △23 

支払利息 79 27 137 

為替差損（△差益） 8 △4 38 

たな卸資産評価損 512 223 590 

たな卸資産除却損 112 242 150 

固定資産除売却損 94 258 463 

固定資産売却益 － △544 △70 

売上債権の減少額（△増加額） 1,633 △874 398 

たな卸資産減少額（△増加額） 74 △365 △812 

仕入債務の増加額（△減少額） △1,146 1,715 229 

未払金及び未払費用の増加額（△減少額） △86 △597 48 

その他 79 559 △745 

小計 841 971 223 

利息及び配当金の受取額 39 7 48 

利息の支払額 △85 △25 △150 

法人税等の支払額 △5 △94 △5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 790 859 116 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の解約による収入  2,393 2,000 2,393 

固定資産の取得による支出  △977 △182 △2,540 

固定資産の売却による収入  33 1,050 10,514 

投資有価証券の取得による支出  △7,040 △723 △9,580 

投資有価証券の償還による収入  3,200 － 3,600 

その他  △1 △0 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,392 2,145 4,386 

Ⅲ 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  △3,163 703 △3,163 

長期借入金の返済による支出  － － △15,000 

自己株式取得による支出  － △0 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,163 703 △18,163 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3 △20 △2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △4,762 3,687 △13,663 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  42,739 29,076 42,739 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  37,978 32,763 29,076 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

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

原価は移動平均法によ

り算定） 

中間決算日の市場価格

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） 

決算日の市場価格等に

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

は移動平均法により算

定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 移動平均法による低価法 同左 同左 

(1）有形固定資産…定額法 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物    8～50年 

 機械及び装置  5年 

同左 同左 

 (2）無形固定資産…定額法 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における使

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支出に

あてるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

同左 同左 

 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、当社内規に基づく

中間期末要支給額を計上してお

ります。 

同左  役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、当社内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (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。 

 なお、会計基準変更時差異

（420百万円）については、９年

による均等額を費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各期の

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（９年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理することとしてお

ります。 

同左  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

き計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（420百万円）については、９年

による均等額を費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各期の

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（９年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理することとしてお

ります。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 (5）修繕引当金 (5）修繕引当金 (5）修繕引当金 

  受変電設備の定期点検に要する支

出に備えるため、その支出見込額の

うち、当中間会計期間に負担すべき

費用を計上しております。 

同左  受変電設備の定期点検に要する支

出に備えるため、その支出見込額の

うち、当期において負担すべき費用

を計上しております。 

４．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。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。 

同左 同左 

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  外貨建資産、負債の為替変動リス

クをヘッジするために為替予約を利

用しております。 

同左 同左 

 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 

  デリバティブ取引に関する内部規

定に基づき、ヘッジ対象に係る為替

相場変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。 

同左 同左 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎にして、ヘッ

ジ有効性を評価しております。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・フロー計算

書（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 同左 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ７．その他中間財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる重

要な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜方式

を採用しております。 

 なお、仮払消費税等と預り消費税

等は四半期毎に相殺のうえ、当該未

収還付消費税等は流動資産の「その

他」に、当該未払消費税等は流動負

債の「その他」に含めて表示するこ

ととしております。 

同左  消費税等の会計処理は、税抜方式

を採用しております。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

製造間接費の配賦基準の変更 製造間接費の配賦基準の変更 

 当中間会計期間より新会計システ

ムの構築に伴い、製造間接費の配賦

基準を従来の総額を作業時間基準で

比例按分する方法から、業務活動単

位で把握した費用を、各活動単位毎

に賦課基準を設定して配賦する方法

に変更しました。 

 この変更は、当期原価計算システ

ムを従来の実際原価計算から標準原

価計算に変更するにあたり、原価計

算システムの見直しを全面的に行

い、その結果、新たな配賦方法が従

来の方法に比して、より正確な原価

の算定、業務改善結果のより適切な

製品原価への反映等に資することが

判明したことによるものでありま

す。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比べ、たな卸資産が407百万円、

研究開発費が131百万円、たな卸資産

除却損が９百万円それぞれ減少し、

売上原価が547百万円増加しており

ます。また、営業損失が416百万円、

経常損失及び税引前中間純損失が

407百万円それぞれ増加しておりま

す。 

────── 

 当期より新会計システムの構築に

伴い、製造間接費の配賦基準を従来

の総額を作業時間基準で比例按分す

る方法から、業務活動単位で把握し

た費用を、各活動単位毎に賦課基準

を設定して配賦する方法に変更しま

した。 

 この変更は、当期原価計算システ

ムを従来の実際原価計算から標準原

価計算に変更するにあたり、原価計

算システムの見直しを全面的に行

い、その結果、新たな配賦方法が従

来の方法に比して、より正確な原価

の算定、業務改善結果のより適切な

製品原価への反映等に資することが

判明したことによるものでありま

す。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比べ、たな卸資産が426百万円、

研究開発費が235百万円、たな卸資産

除却損が８百万円それぞれ減少し、

売上原価が669百万円増加しており

ます。また、営業損失が435百万円、

経常損失及び税引前当期純損失が

426百万円それぞれ増加しておりま

す。 

固定資産の減損に係る会計基準の適

用 

────── 

 当中間会計期間より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）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。

────── 

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準の適用 

────── 

 当中間会計期間より、｢貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準｣（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び｢貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針｣（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は45,824百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

────── 
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(追加情報) 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に交付され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

────── 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以降に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

期より「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。

 

(表示方法の変更) 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

 前中間会計期間において固定資産の「その他」に含め

て表示していた「投資有価証券」（前中間会計期間末に

おける投資有価証券4,100百万円）は、当中間会計期間末

において資産合計の100分の５を超えることとなったた

め、区分掲記することとしました。 

────── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度末 

（平成17年12月31日） 

※１．担保資産及び担保付債

務 

担保に供している資産は

次の通りであります。 

────── 担保に供している資産は

次の通りであります。 

 現金及び預金   現金及び預金  

 2,000百万円 2,000百万円

 担保付債務は次の通りで

あります。 

 担保付債務は次の通りで

あります。 

 短期借入金  短期借入金 

 111百万円 236百万円

※２．有形固定資産の減価償

却累計額 
74,458百万円 71,516百万円 69,676百万円

 

（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

※１．営業外収益の「その他」

のうち主要なもの 

為替差益 23百万円 － 42百万円 

有価証券利息 20百万円 6百万円 29百万円 

社債発行差金償却 16百万円 16百万円 33百万円 

デザインサポート料 35百万円 64百万円 101百万円 

  新規製品受注の際に当

該新規製品の設計に関し

て、当社設計技術部門の役

務提供の対価として受注

先から受領した報酬であ

ります。 

同左 同左 

※２．営業外費用の「その他」

のうち主要なもの 

   

為替差損 － 7百万円 － 

たな卸資産評価損 512百万円 223百万円 590百万円 

たな卸資産除却損 112百万円 242百万円 150百万円 

※３．特別利益のうち主要な

もの 

   

機械装置売却益 － 544百万円 － 

※４．特別損失のうち主要な

もの 

   

補償金 52百万円 － 52百万円 

機械及び装置除却損 70百万円 255百万円 433百万円 

 ５．減価償却実施額    
 
有形固定資産 

無形固定資産 

計 

  

 
6,573百万円 

24百万円 

6,597百万円 

  

 
3,078百万円 

21百万円 

3,099百万円 

  

 
12,548百万円 

49百万円 

12,596百万円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 前事業年度末株式数 
（株） 

 当中間会計期間増加
 株式数（株） 

 当中間会計期間減少 
 株式数（株） 

 当中間会計期間末 
 株式数（株） 

発行済株式   

普通株式  989,544.6 － 0.6 989,544

合計 989,544.6 － 0.6 989,544

自己株式   

普通株式 （注） － 0.6 0.6 －

合計 － 0.6 0.6 －

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0.6株は、端株の買取りによる増加であります。 

なお、当該株式は当中間会計期間中に消却しております。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

 

現金及び預金勘定 39,978百万円

担保に供している 

定期預金 
△2,000百万円

現金及び現金同等物 37,978百万円

  

 

現金及び預金勘定 32,763百万円

現金及び現金同等物 32,763百万円

  

 

現金及び預金勘定 31,076百万円

担保に供している 

定期預金 
△2,000百万円

現金及び現金同等物 29,076百万円
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（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

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期末残高相

当額 

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期末残高相

当額 

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期末残高相当額

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 
 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運
搬具 

10 7 3

工具器
具及び
備品 

46 27 19

合計 56 34 22

  

 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運
搬具 

6 3 2

工具器
具及び
備品 

37 22 15

合計 43 26 17

  

 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額 
(百万円)

車両運
搬具 

6 3 3

工具器
具及び
備品 

38 24 13

合計 43 27 16

  
 取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左 取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 
 

１年内 11百万円

１年超 11百万円

合計 22百万円
  

 
１年内 8百万円

１年超 9百万円

合計 17百万円
  

 
１年内 9百万円

１年超 7百万円

合計 16百万円
  

 未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左 未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

 
 
３．支払リース料 

（減価償却費相当額） 
7百万円

  

 
３．支払リース料 

（減価償却費相当額）
5百万円

  

 
３．支払リース料 

（減価償却費相当額） 
13百万円

  
 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左 同左 

 （減損損失について）   

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

 

────── 未経過リース料 未経過リース料 オペレーティング・リース取

引  １年内 1,837百万円

１年超 576百万円

合計 2,413百万円
  

１年内 3,190百万円

１年超 1,441百万円

合計 4,631百万円
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 
有価証券 
１.その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

その他有価証券    

社債 7,695 7,667 △28 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場債券 900 

 
当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 
有価証券 
１.その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

その他有価証券    

社債 10,958 11,036 77 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場債券 500 

 
前事業年度（平成17年12月31日現在） 
有価証券 
１.その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

その他有価証券    

社債 10,235 10,250 15 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場債券 500 

 
（デリバティブ取引関係） 
前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引（売建） 230 232 △2 

 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引（売建） 343 345 △2 

 

前事業年度（平成17年12月31日現在） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引（売建） 1,042 1,042 △0 
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（持分法投資損益） 
該当事項はありません。 

 
（ストップオプション等関係） 
半期報告書にてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 
 ①当中間会計期間の生産実績は、次のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 品目別 

金額（百万円） 前年同期比（％） 

ロジック製品 10,723 ＋20.8 

メモリー製品 1,032 ＋897.6 

合計 11,755 ＋30.9 

 （注） 金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。  

 ②当中間会計期間の商品仕入実績は、次のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 品目別 

金額（百万円） 前年同期比（％） 

ロジック商品 4,400 ＋2,278.0 

合計 4,400 ＋2,278.0 

 （注） 金額は、仕入価格（消費税等抜き）により算出しております。  

 

(2）受注状況 
 当中間会計期間の受注状況は、次のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

受注高 受注残高 
品目別 

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ロジック製品 11,491 ＋38.8 3,848 ＋58.8 

メモリー製品 1,301 ＋278.5 794 ＋170.5 

ロジック商品 6,009 ＋456.0 2,495 ＋181.7 

合計 18,801 ＋93.7 7,137 ＋98.1 

 （注） 金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。  

 

(3）販売実績 
 当中間会計期間の販売実績は、次のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 品目別 

金額（百万円） 前年同期比（％） 

ロジック製品 11,204 ＋28.1 

メモリー製品 609 ＋149.5 

ロジック商品 4,688 ＋2,188.8 

その他売上高 18 △84.0 

合計 16,519 ＋77.5 

 （注）１．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

（ ）内は総販売実績に対する輸出の割合であります。 

 前中間会計期間 当中間会計期間 

 
輸出先 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

 東南アジア 1,458 91.3 2,305 96.5 

 ヨーロッパ 107 6.7 82 3.4 

 アメリカ 31 2.0 0 0.0 

 計 
1,596 
(17.2％) 

100.0 
2,388 
(14.5％) 

100.0 
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２．前中間会計期間及び当中間会計期間の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
は、次のとおりであります。 

 前中間会計期間 当中間会計期間 

 
相手先 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

 川崎マイクロエレクトロニクス
株式会社 

－ － 3,827 23.2 

 シャープ株式会社 2,283 24.5 2,811 17.0 

 株式会社日立ディスプレイズ 997 10.7 2,157 13.1 

 沖電気工業株式会社 1,544 16.6 － － 

 メディアテック インク 939 10.1 － － 

 計 5,763 61.9 8,795 53.2 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

６．役員の異動 
 （平成18年８月10日現在） 

 

 （１）代表者の異動 
該当事項はありません。 

 

 （２）その他の役員の異動 
（退任取締役） 狩野 紀昭  平成18年４月８日付 

（退任監査役） 鈴木 峰孝  平成18年４月15日付 

 

（注）上記の記載は、平成18年４月11日開示済みであります。 
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