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１．平成18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）
(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 7,523 ( △10.1) 70 (△86.1) 71 ( △87.1)

17年６月中間期 8,369 ( △2.6) 511 (△24.7) 553 ( △15.5)

17年12月期 15,796 673 732

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 △19 (－) △5 66 － －

17年６月中間期 338 ( △6.9) 99 49 － －

17年12月期 458 132 35 － －

（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（連結） 18年６月中間期3,399,912株 17年６月中間期3,400,000株 17年12月期 3,400,000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であります。
 

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年６月中間期 17,850 7,415 41.5 2,181 02

17年６月中間期 17,535 7,391 42.1 2,173 93

17年12月期 18,709 7,557 40.4 2,220 31

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期3,399,900株 17年６月中間期3,400,000株 17年12月期 3,400,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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

18年６月中間期 1,146 △567 △306 3,267

17年６月中間期 △280 △179 316 3,611

17年12月期 △84 △893 210 2,997

(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 ３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） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

通　期 16,758 741 378

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　111円34銭
 
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当企業グループは、タツモ株式会社（当社）、連結子会社３社により構成されており、事業は液晶製造装置、半導体

関連機器、精密金型及び樹脂成形品の開発、製造、販売を主とした事業活動を行っております。

　当企業グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

(1）プロセス機器事業 主要な製品は液晶製造装置、半導体製造装置、搬送装置、センサー等であります。

液晶製造装置 当社が製造し、販売は国内外ともに東京応化工業株式会社を通じて行っております。

半導体関連機器 当社が製造・販売するほか、海外の販売は子会社のＴＡＺＭＯ ＩＮＣ．、国内の販売は東

京応化工業株式会社を通じて一部を行っております。

(2）金型・樹脂成形事業 金型につきましては当社が製造・販売を行い、樹脂成形品の製造につきましては、子会社

のプレテック株式会社、上海龍雲精密機械有限公司で行い、国内の販売は当社、海外は上

海龍雲精密機械有限公司で行っております。

 

金型・樹脂成形事業 

プ
レ
テ
ッ
ク
株
式
会
社
（
連
結
子
会
社
・
国
内
） 

樹脂材料 

樹脂成形品 

組 立 

材 料 

金型・樹脂成形品の販売 

樹脂成形品の販売 樹脂材料 

（海外のユーザー） 

（国内のユーザー） 

上海龍雲精密機械有限公司 
（連結子会社・中国） 

（販売提携先(＊)を通じ 
国内・海外のユーザー） 
(＊)東京応化工業株式会社 

（国内・海外のユーザー） 

（海外のユーザー） 

液晶製造装置・半導体関連機器の販売・保守・メンテナンス 

半導体関連機器の販売・保守・メンテナンス 

半導体関連機器 
半導体関連機器の販売・
保守・メンテナンス TAZMO INC 

（連結子会社・米国） 

タ
ツ
モ
株
式
会
社
（
当
社
） 

プロセス機器事業 
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は、経営理念として「挑戦」を掲げております。技術への挑戦、新たな市場への挑戦など当社は常に挑戦を続

けながら事業の拡大を図ってまいりました。技術革新の激しい業界にあって、優れた技術でユーザーニーズに適格に

応える製品を供給することが第一と考えております。

　今後もこの基本方針のもとに、多角的な事業展開を積極的に行い、業績の伸展をはかり、以て企業価値の一層の向

上に努めてまいります。

　また、当社はＣＳＲ（企業の社会的責任）に基づいた社内体制の強化、社外活動等に取り組んでおります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し位置づけております。今後の事業展開と経営

体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、利益状況を判断して積極的かつ安定的な配当を継続して行うことを方針

としております。

(3）投資単位の引下げに関する基本方針

　当社は、投資単位の引下げが当社株式の流動性の向上や株主数増加に対し有効な施策の一つであると認識しており

ます。実施につきましては今後の業績や株価等の推移を参考に検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、売上高及び経常利益率を重要な指標として考えております。現在、具体的指数といたしまして、売上高200

億円、経常利益率10％を目標に掲げております。また、ＲＯＥやＲＯＡにおきましても、指数の向上を目指してまい

ります。

 

(5）中期的な会社の経営戦略

　　①新製品の開発

　　　現在手がけております液晶用カラーフィルター製造装置、半導体関連機器の他に、当社グループの新たな柱とな

　　る事業に取り組んでまいります。

　　②原価削減の取組

　　　市場の拡大とともに装置価格の下落傾向も進んでおり、収益性向上のため一層の原価低減に努めてまいります。

　　③海外市場への進出

　　　現在、市場の拡大とユーザーニーズに対応するため、米国、中国上海に子会社を設立しておりますが、海外成長

　　性の期待とコスト効果等も検討しながら更なる展開強化も目指してまいります。

 

(6）会社の対処すべき課題 

　 当社グループの製造する各装置は、高い技術に基づく装置となっており、常に競合にさらされております。ま　

　た、市場の拡大とともに装置価格の下落も進んでおり収益性向上のための見直しも急務となっております。

  ①研究開発

　　特に液晶や半導体関連装置におきましては、先端技術の導入は不可欠になっており、技術革新は日々進化してお

　　ります。当社におきましても、現在の技術だけに頼るのではなく先を見据えた技術開発に取り組んでおります。

　②収益性の向上

　　液晶製造装置に代表されます次世代装置につきましては、開発工数の増大や加工部材の高騰等の要因により収益

　　性を大きく圧迫しております。原価のすべてを販売価格に転換することが困難な状況となっており、一層の効率

　　化を図り収益性の向上を目指してまいります。

(7) 親会社等に関する事項

　　当社は、親会社等を有しておりません。

 （8）その他、会社の経営上の重要な事項

　　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や米国経済の先行き懸念などの不安要因が有りまし

たものの、企業収益の改善や設備投資の増加、さらには雇用情勢の改善から個人消費も底堅く、景気は緩やかな回復

を維持する状況となりました。

このような経済環境のもと、当社の主な製品である液晶製造装置の設備投資は昨年来の踊り場的局面から脱し切れず

第１四半期まで影響しました。加えて大型テレビなどデジタル家電製品の価格下落も進んでおり、液晶製造装置に対

する価格動向が厳しさを増したうえに、大型基板対応の開発装置が多かったことも影響しました。

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高7,523百万円（前年同期比10.1%減）となり、営業利益は70百万円（前

年同期比86.1%減）、経常利益は71百万円（前年同期比87.1%減）となりました。

  事業の種類別セグメント業績は、次のとおりであります。

  プロセス機器事業部

  液晶製造装置につきましては、第１四半期が設備投資の踊り場局面となった環境下で、ユーザーの要求に応じるた

めコストの削減に努めるとともに次世代の開発に取組んでまいりましたが、液晶製造装置の売上高は前年同期に比べ

835百万円減収の5,349百万円（前年同期比13.5%減）となりました。半導体関連機器につきましては、携帯電話など需

要増加により設備投資が堅調に推移し搬送装置の需要は高まりましたが、一方で半導体製造装置が減少し、売上高は

前年同期に比べ131百万円減収の1,201百万円（前年同期比9.9%減）となりました。

この結果、プロセス機器事業の売上高は6,550百万円(前年同期比12.9％減)、営業利益88百万円（前年同期比81.7％

減)となりました。

  金型・樹脂成形事業部

  金型・樹脂成形事業につきましては、個人消費に支えられデジタル家電が堅調に推移いたしましたが、微細化追求

のためのコストが増大し厳しい状況となりました。

　この結果、金型・樹脂成形事業の売上高は、973百万円（前年同期比14.3％増）、営業損失は18百万円（前年同期営

業利益24百万円）となりました。

　

(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、期首残高に比べ269百万円増加し、

当中間連結会計期間末には3,267百万円となりました。当中間連結会計期間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）

　営業活動の結果得られた資金は1,146百万円（前年同期は280百万円支出）となりました。これは主に、仕入債務が

減少したものの、前受金の増加、たな卸資産の減少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）

　投資活動の結果使用した資金は567百万円（前年同期は179百万円支出）となりました。これは主に、有価証券及び

有形固定資産の取得による支出等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は306百万円（前年同期は316百万円増加）となりました。これは主に、借入金の返済

による支出等であります。

(3）通期の見通し

　通期における見通しといたしましては、液晶市場の動向が上期の停滞から徐々に回復傾向に向かう見通しとなって

まいりました。

　このような状況のもと、当社グル－プは連結通期の業績を売上高16,758百万円（前期比　6.1％増）、経常利益741

百万円（前期比　1.3％増）、当期純利益378百万円（前期比　17.4％減）を予定しております。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分

 
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   3,611,960   3,267,905    2,997,968  

２．受取手形及び売掛
金

※２  2,287,688   2,356,813    2,880,057  

３．たな卸資産   7,016,400   6,825,953    7,508,003  

４．有価証券   －   299,266    －  

５．繰延税金資産   187,708   156,624    128,520  

６．その他   42,057   66,587    233,935  

貸倒引当金   △10,000   －    －  

流動資産合計   13,135,815 74.9  12,973,151 72.7 △162,664  13,748,486 73.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物及び構築物  2,077,265   2,365,503    2,417,220   

(2）機械装置及び運
搬具

 181,895   502,134    543,145   

(3）工具器具備品  172,672   193,867    193,837   

(4）土地

(5) その他

 

 

1,109,382

200,000

 

3,741,216

 

 

1,006,683

－

 

4,068,188

 

 

 

326,972

1,109,382

－

 

4,263,586

 

 

２．無形固定資産            

(1）ソフトウェア  87,948   75,924    82,507   

(2）その他  7,562 95,511  6,642 82,567  △12,944 6,746 89,253  

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  180,274   279,149    213,578   

(2）繰延税金資産  247,076   306,425    258,851   

(3）その他  135,851 563,202  140,640 726,215  163,013 135,710 608,141  

固定資産合計   4,399,929 25.1  4,876,971 27.3 477,041  4,960,980 26.5

資産合計   17,535,745 100.0  17,850,122 100.0 314,377  18,709,466 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分

 
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

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

  3,992,535   2,957,584    4,826,919  

２．短期借入金   904,189   469,156    489,080  

３．未払法人税等   246,118   80,904    8,722  

４．未払金   326,421   415,372    486,225  

５．前受金   2,931,798   4,644,415    3,359,929  

６．製品保証引当金   143,000   83,000    89,000  

７．賞与引当金   48,459   55,086    38,453  

８．その他   154,083   75,976    33,218  

流動負債合計   8,746,606 49.9  8,781,495 49.2 34,889  9,331,548 49.9

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金   895,638   1,003,658    1,187,440  

２．退職給付引当金   295,546   341,046    324,740  

３．役員退職慰労引当
金

  206,595   216,361    214,275  

４．その他   －   92,317    93,902  

固定負債合計   1,397,779 8.0  1,653,384 9.3 255,604  1,820,358 9.7

負債合計   10,144,385 57.9  10,434,879 58.5 290,493  11,151,907 59.6

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,395,240 7.9  － － －  1,395,240 7.5

Ⅱ　資本剰余金   1,909,398 10.9  － － －  1,909,398 10.2

Ⅲ　利益剰余金   4,084,944 23.3  － － －  4,205,184 22.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  11,435 0.0  － － －  38,722 0.2

Ⅴ　為替換算調整勘定   △9,658 △0.0  － － －  9,014 0.0

資本合計   7,391,359 42.1  － － －  7,557,559 40.4

負債及び資本合計   17,535,745 100.0  － － －  18,709,466 100.0

            

（純資産の部）            

 Ⅰ　株主資本            

 　１．資本金   － －  1,395,240 7.8 －  － －

 　２．資本剰余金   － －  1,909,398 10.7 －  － －

 　３．利益剰余金   － －  4,075,429 22.8 －  － －

 　４．自己株式   － －  △400 △0.0 －  － －

 　　株主資本合計   － －  7,379,667 41.3 －  － －

 Ⅱ　評価・換算差額等            

　１.その他有価証券
 評価差額金

  － －  29,800 0.2 －  － －

  ２.為替換算調整勘
 定

  － －  5,774 0.0 －  － －

 　 評価・換算差額等合
計

  － －  35,574 0.2 －  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  － － －  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  － － －  － －

 　　純資産合計   － －  7,415,242 41.5 －  － －

    負債及び純資産合計   － －  17,850,122 100.0 －  － －

            

－ 6 －



(2）中間連結損益計算書

 
 

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   8,369,290 100.0  7,523,898 100.0 △845,391  15,796,084 100.0

Ⅱ　売上原価   7,032,576 84.0  6,521,268 86.7 △511,307  13,573,878 85.9

売上総利益   1,336,714 16.0  1,002,629 13.3 △334,084  2,222,205 14.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

           

１．運賃  56,510   100,205    124,715   

２．役員報酬  63,477   61,826    126,626   

３．給与手当  144,501   186,850    308,094   

４．賞与  35,022   37,660    75,928   

５．退職給付費用  25,950   27,239    52,840   

６．法定福利費  23,354   29,073    46,797   

７．研究開発費  204,567   160,737    284,088   

８．その他  272,302 825,686 9.9 328,094 931,687 12.4 106,000 529,155 1,548,245 9.8

営業利益   511,027 6.1  70,942 0.9 △440,084  673,960 4.3

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  356   855    676   

２．賃貸収入  8,431   7,642    15,952   

３．保険解約返戻
金

 34,129   －    34,129   

４．受取手数料  1,938   2,207    4,223   

５．補助金収入  586   －    1,487   

６．為替差益  6,756   －    26,069   

７. 法人税等還付
加算金 

 －   4,210    －   

８．その他  3,198 55,397 0.7 2,666 17,583 0.2 △37,814 3,580 86,118 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  12,059   12,349    26,219   

２．為替差損  －   3,930    －   

３．その他  366 12,425 0.2 617 16,896 0.2 4,471 1,807 28,027 0.2

経常利益   553,999 6.6  71,628 0.9 △482,370  732,051 4.6

－ 7 －



 
 

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※１ －   44    －   

２．貸倒引当金戻
入益

３．投資有価証券
売却益

 

 

1,500

－

 

1,500

 

0.0

4,500

3,219

 

7,763

 

0.1

 

6,263

12,060

－

 

12,060

 

0.1

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産売却
損

※２ －   2   － 127   

２．固定資産除却
損

※３ 506   7,371    1,527   

３．減損損失 ※４ －   102,699    －   

４．投資有価証券
評価損

 －   －    6,585   

５．投資有価証券
売却損 

 － 506 0.0 314 110,387 1.5 109,881 1,953 10,193 0.1

税金等調整前
中間（当期）
純利益又は純
損失（△）

  554,992 6.6  △30,994 △0.5 △585,987  733,917 4.6

法人税、住民
税及び事業税

 219,572   57,890    249,341   

法人税等調整
額

 △2,840 216,731 2.6 △69,630 △11,739 △0.2 △228,471 26,075 275,416 1.7

中間（当期）
純利益又は純
損失（△）

  338,260 4.0  △19,255 △0.3 △357,516  458,501 2.9

            

－ 8 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 　　　中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,909,398  1,909,398

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  1,909,398  1,909,398

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,863,683  3,863,683

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  338,260 338,260 458,501 458,501

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  102,000  102,000  

２．役員賞与  15,000 117,000 15,000 117,000

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  4,084,944  4,205,184

      

－ 9 －



 　中間連結株主資本等計算書

 　当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,395,240 1,909,398 4,205,184 － 7,509,822

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △102,000  △102,000

利益処分による役員賞与   △8,500  △8,500

中間純損失   △19,255  △19,255

自己株式の取得    △400 △400

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
  △129,755 △400 △130,155

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,395,240 1,909,398 4,075,429 △400 7,379,667

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
38,722 9,014 47,736 － － 7,557,559

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △102,000

利益処分による役員賞与      △8,500

中間純損失      △19,255

自己株式の取得      △400

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△8,921 △3,240 △12,161 － － △12,161

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△8,921 △3,240 △12,161 － － △142,316

平成18年６月30日　残高

（千円）
29,800 5,774 35,574 － － 7,415,242

－ 10 －



(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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 554,992 △30,994  733,917

減価償却費  133,832 193,161  327,846

固定資産売却損益
（益：△）

 － △42  127

固定資産除却損  506 1,371  1,527

投資有価証券評価損
益（益：△）

 － －  6,585

投資有価証券売却損
益（益：△）

 － △2,904  1,953

減損損失  － 102,699  －

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △1,500 －  △11,500

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △1,774 16,632  △11,780

製品保証引当金の増
減額（減少：△）

 △10,300 △6,000  △64,300

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 31,759 16,306  60,953

役員退職慰労引当金
の増減額(減少：△)

 △21,272 2,086  △13,592

受取利息及び受取配
当金

 △1,029 △1,610  △1,905

支払利息  12,059 12,349  26,219

売上債権の増減額
（増加：△）

 135,855 520,772  △446,203

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 848,116 681,320  359,764

その他流動資産の増
減額（増加：△）

 △7,278 72,547  △103,113

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △835,275 △1,829,362  91,707

前受金の増減額（減
少：△）

 △327,660 1,284,486  100,469

未払金の増減額（減
少：△）

 △48,415 △19,426  26,606

未払い消費税等の増
減額（減少：△） 

 △205,560 10,433  △234,419

その他流動負債の増
減額（減少：△） 

 103,376 20,936  17,555

その他固定負債の増
減額（減少：△） 

 － －  74,343

為替差損益（差益：
△） 

 △1,902 1,059  △7,043

役員賞与の支払額  △15,000 △8,500  △15,000

小計  343,529 1,037,321 693,791 920,719

利息及び配当金の受
取額 

 1,029 1,610  1,905

利息の支払額  △12,060 △12,273  △26,298

法人税等の還付（支
払：△） 

 △612,603 119,908  △981,203

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △280,104 1,146,566 1,426,671 △84,876

－ 11 －



 
 

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

投資有価証券の売却
による収入

 300 6,882  3,060

有価証券の取得によ
る支出 

 － △299,266  －

投資有価証券の取得
による支出

 △172 △84,517  △366

有形固定資産の売却
による収入

 － 183  11,473

有形固定資産の取得
による支出

 △217,478 △180,429  △933,330

無形固定資産の取得
による支出

 △12,677 △5,524  △25,253

その他投資等の増減
額（増加：△）

 50,453 △4,946  50,645

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △179,574 △567,618 △388,043 △893,770

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

 470,000 △15,000  15,000

長期借入れによる収
入

 200,000 50,000  900,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △253,108 △238,706  △621,415

ファイナンス・リー
ス債務の増減額（減
少：△）

 － △1,318  18,201

配当金の支払額  △100,035 △101,236  △100,868

自己株式取得による
支出

 － △400  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 316,856 △306,661 △623,517 210,916

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 3,848 △2,349 △6,198 14,763

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △138,975 269,936 408,911 △752,966

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 3,750,935 2,997,968 △752,966 3,750,935

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

 3,611,960 3,267,905 △344,054 2,997,968

      

－ 12 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は下記の３社であり、連結

されております。

(1）プレテック株式会社

(2）ＴＡＺＭＯ　ＩＮＣ．

(3）上海龍雲精密機械有限公司

　同左 　同左

２．持分法の適用に関する事

項

　該当ありません。 　該当ありません。 　該当ありません。

　

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ)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）

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

 　　  満期保有目的の債権

 　　　　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

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）

(イ)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

　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

移動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

ａ．商品・製品・仕掛品

個別法による原価法

②　たな卸資産

ａ．商品・製品・仕掛品

同左

②たな卸資産

ａ．商品・製品・仕掛品

同左

 ｂ．原材料

移動平均法による原価法

ｂ．原材料

同左

ｂ．原材料

同左

－ 13 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

建物（建物附属設備を除く）

については定額法を、その他

の有形固定資産については定

率法を採用しております。

　また、在外連結子会社は当

該国の会計基準の規定に基づ

く定率法もしくは定額法を採

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

27年～39年

機械装置    ８年～12年

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

建物（建物附属設備を除く）

については定額法を、その他

の有形固定資産については定

率法を採用しております。

  また、在外連結子会社は当

該国の会計基準の規定に基づ

く定率法もしくは定額法を採

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

28年～37年

 機械装置    ８年～12年

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

建物（建物附属設備を除く）

については定額法を、その他

の有形固定資産については定

率法を採用しております。

　また、在外連結子会社は当

該国の会計基準の規定に基づ

く定率法もしくは定額法を採

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

 27年～39年

 機械装置    ８年～12年

 ②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づいております。

②　無形固定資産

 　　  同左

②　無形固定資産

同左

 (ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に

備えるため、当社及び国内連

結子会社は、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

して、回収不能見込額を計上

しております。また、在外連

結子会社は主として特定の債

権については回収不能見込額

を計上しております。

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額を

期間に基づいて計上しており

ます。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 ③　製品保証引当金

　当社は、製品の保証期間の

メンテナンス及び交換に伴う

支出に備えるため、保証期間

のサービス費用見積額を計上

しております。

③　製品保証引当金

同左

③　製品保証引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当社及び国内連結子会

社は、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。

　なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により、

翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

④　退職給付引当金

同左

 

 

 

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当社及び国内連結子会

社は、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。

  数理計算上の差異は、その

発生時の従業員平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により翌連

結会計年度から費用処理する

こととしております。

 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、当社及び国内連

結子会社は、内規に基づく中

間期末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

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、当社及び国内連

結子会社は、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。

 (ニ)在外連結子会社の会計処理基準

　在外連結子会社が採用してい

る会計処理基準は、当該国にお

いて一般に公正妥当と認められ

ている基準によっており、当社

の採用している基準と重要な差

異はありません。

(ニ)在外連結子会社の会計処理基準

同左

(ニ)在外連結子会社の会計処理基準

同左

 (ホ)重要なリース取引の処理方法

　当社及び国内連結子会社は、

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。

(ホ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ)重要なリース取引の処理方法

同左

 (ヘ)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ま

す。

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

　消費税等の会計処理

同左

(ヘ)その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

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
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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の変更

 

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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。

　これにより税金等調整前中間純損益

は102,699千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

 

 

 ──────

 （貸借対照表「純資産の部」の表示）

 当中間連結会計期間より、「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）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）に基づいて連結貸

借対照表を作成しております。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。
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  表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

　（中間連結損益計算書）

　　前中間連結会計期間まで営業外収益に区分載記してお

　りました「廃材売却益」は、営業外収益の合計の100分

　の10以下になったため、「その他」に含めて表示するこ

　とに変更いたしました。

　　なお、当中間連結会計期間における「廃材売却益」は

　476千円であります。

 　　　　　　　　　　──────
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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６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

前連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

2,285,601千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

2,575,523千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

2,448,329千円であります。

※２　　─────　　　

 

※２　─────　　　　

 

※２　連結会計年度末日満期手形の処理

　連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金

融機関の休日であったため、次の連結会

計年度末日満期手形が連結会計年度末日

残高に含まれております。

  受取手形      20,972千円

３　当社及び連結子会社（プレテック株式会

　社）においては、運転資金の効率的な調達

　を行なうため取引銀行２行と当座貸越契約

　を締結しております。これら契約に基づく

　当連結会計年度末の借入未実行残高は次の

  とおりであります。

当座貸越極度額の総額 900,000千円 

借入実行残高 10,000千円 

 差引額 890,000千円 

  

３　当社及び連結子会社（プレテック株式会

　社）においては、運転資金の効率的な調達

　を行なうため取引銀行２行と当座貸越契約

　を締結しております。これら契約に基づく

　当連結会計年度末の借入未実行残高は次の

　とおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,400,000千円 

借入実行残高 －千円 

 差引額 1,400,000千円 

  

 ３　当社及び連結子会社（プレテック株式会

　 社）においては、運転資金の効率的な調達

　 を行なうため取引銀行２行と当座貸越契約

   を締結しております。これら契約に基づく

　 当連結会計年度末の借入未実行残高は次の

   とおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,400,000千円 

借入実行残高 15,000千円 

 差引額 1,385,000千円 
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

  ※１　　　　──────  ※１　固定資産売却益の内訳は、次のとおり

       であります。

  ※１　　　　──────　　　

機械装置及び運搬具 44千円

 計      44千円

  ※２　　　　　──────  ※２　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

       であります。

 ※２　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 2千円

 計      2千円

機械装置及び運搬具 127千円

 計      127千円

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 506千円

計 506千円

建物及び構築物   6,748千円

工具器具備品 623千円

計   7,371 千円

機械装置及び運搬具      154千円

工具器具備品      1,373千円

計      1,527千円

  ※４　　　　──────  ※４　減損損失

　　　 当中間連結会計期間において、以下の

     資産グループについて減損損失を計上し

　　 ました。

用途 種類 場所
損失額

（千円）

遊休地 土地、山林
岡山県

真庭市
66,964

遊林地  土地
岡山県

井原市
35,734

  当社は、事業用資産について管理会計上の区

分を基礎として、事業の種類を最小の単位とし

て捉えグルーピングしております。但し、遊林

地については、個別物件単位でグルーピングを

行なっております。また連結子会社は、各社を

一つの単位としてグルーピングを行なっており

ます。

　遊林資産については、将来の具体的な利用計

画がなく、かつ、地価が帳簿価額を著しく下

回っていると見られることから、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しております。その内訳

は、土地 102,699千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定し、土地及び山林について

は、不動産鑑定評価額及び固定資産税課税評価

額を基礎とした価額により評価しておりま

す。

 

  ※４　　　　　　──────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　当中間連結会計期間（自　平成18年1月１日　至　平成18年６月30日） 

  １.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

 
前連結会計年度末株式

数 （株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株） 

 発行済株式     

 　　普通株式 3,400,000 － － 3,400,000

合計 3,400,000 － － 3,400,000

 自己株式     

 　　普通株式（注） － 100 － 100

合計 － 100 － 100

　　　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単位未満株式の買取による増加であります。

 

　２.新株予約権及び自己株式予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

　３.配当金に関する事項

 　　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18年３月29日

 定時株主総会
普通株式 102,000 30 平成17年12月31日 平成18年３月30日
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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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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

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

現金及び現金同等物の期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６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,611,960千円

現金及び現金同等物 3,611,960千円

現金及び預金勘定  3,267,905千円

現金及び現金同等物  3,267,905千円

現金及び預金勘定 2,997,968千円

現金及び現金同等物 2,997,968千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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

(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

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置及
び運搬具

543,187 314,656 228,531

工具器具備
品

129,447 86,431 43,016

合計 672,635 401,087 271,547

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置及
び運搬具

628,007 364,136 263,870

工具器具備
品

99,819 78,027 21,791

合計 727,826 442,163 285,662

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及
び運搬具

600,999 356,511 244,488

工具器具備
品

99,819 68,787 31,031

合計 700,818 425,298 275,519

(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等

 　  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 112,717千円

１年超 177,653千円

合計 290,371千円

１年内        110,665千円

１年超        189,791千円

合計        300,456千円

１年内        115,281千円

１年超        176,719千円

合計       292,001千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 64,770千円

減価償却費相当額 55,947千円

支払利息相当額 7,283千円

支払リース料       68,479千円

減価償却費相当額       59,507千円

支払利息相当額      6,047千円

支払リース料        132,247千円

減価償却費相当額       114,381千円

支払利息相当額 13,990千円

(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

当額と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

 

 

(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。 
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②　有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　

 
前中間連結会計期間末

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末

（平成17年12月31日）

 

中間連結貸借対

照表計上額

（千円）

時価

 (千円) 

差額

 （千円） 

中間連結貸借対

照表計上額

（千円）

時価

 (千円) 

差額

 （千円） 

連結貸借対照表

計上額

（千円）

時価

 (千円) 

差額

 （千円） 

（１）国債、地方

　　　債権等
－ － － 299,266 299,670 403 － － －

（２）社債 － － － － － － － － －
（３）その他 － － － － － － － － －

 合計 － － － 299,266 299,670 403 － － －

２．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 84,808 103,155 18,346 79,169 128,904 49,734 76,929 140,439 63,509

(2）債券          

国債・地方債等 － － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3）その他 4,813 5,653 840 20,113 20,379 265 4,813 6,273 1,460

合計 89,621 108,808 19,186 99,282 149,283 50,000 81,743 146,713 64,969

　（注）　前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、6,585千円減損処理を行っています。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

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券    

　非上場株式(店頭売買株式を除く) 71,465 129,865 66,865

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

１月１日　至　平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12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。

　　④　ストック・オプション等関係

　　　　　当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　　　　　　　該当事項はありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．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17年１月１日　至　平成17年６月30日）

 
プロセス
機器事業

金型・樹脂
成形事業

合計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,518,072 851,217 8,369,290 － 8,369,290

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 7,518,072 851,217 8,369,290 － 8,369,290

営業費用 7,031,431 826,831 7,858,262 － 7,858,262

　営業利益 486,641 24,385 511,027 － 511,027

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

プロセス機器事業 液晶製造装置、半導体製造装置、搬送装置等

金型・樹脂成形事業 樹脂成形品、金型等

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 
プロセス
機器事業

金型・樹脂
成形事業

合計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 6,550,671 973,227 7,523,898 － 7,523,898

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 6,550,671 973,227 7,523,898 － 7,523,898

営業費用 6,461,707 991,248 7,452,956 － 7,452,956

営業利益 88,964 △18,021 70,942 － 70,942

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

プロセス機器事業 液晶製造装置、半導体製造装置、搬送装置等

金型・樹脂成形事業 樹脂成形品、金型等

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

 
プロセス
機器事業

金型・樹脂
成形事業

合計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,011,631 1,784,452 15,796,084 － 15,796,084

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 14,011,631 1,784,452 15,796,084 － 15,796,084

　営業費用 13,420,336 1,701,787 15,122,124 － 15,122,124

　営業利益 591,295 82,664 673,960 － 673,960

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

プロセス機器事業 液晶製造装置、半導体製造装置、搬送装置等

金型・樹脂成形事業 樹脂成形品、金型等

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年１月１日　至　平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年１月１日　至　平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 2,173.93円

１株当たり中間純利益

金額
99.49円

１株当たり純資産額  2,181.02円

１株当たり中間純利益

金額
  △5.66円

１株当たり純資産額   2,220.31円

１株当たり当期純利益

金額
   132.35円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

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。

 

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

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益 (千円) 338,260 △19,255 458,501

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － 8,500

（うち利益処分による役員賞与

金）
(千円) （－） (－） 　　（8,500） 

普通株式に係る中間（当期）純利

益
(千円) 338,260 △19,255 450,001

期中平均株式数 (千株) 3,400 3,399 3,400
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── ────── ──────
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５．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の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 金額（百万円） 前年同期比（％）

プロセス機器事業 5,649 89.5

液晶製造装置 4,751 90.8

半導体関連機器 898 83.6

金型・樹脂成形事業 759 125.0

合計 6,409 92.6

　（注）１．金額は製造原価で表示しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況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（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

プロセス機器事業 6,391 86.5 10,413 107.0

液晶製造装置 4,168 69.3 8,836 97.3

半導体関連機器 2,223 162.3 1,577 241.3

金型・樹脂成形事業 980 113.4 259 107.1

合計 7,372 89.3 10,673 107.0

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の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 金額（百万円） 前年同期比（％）

プロセス機器事業 6,550 87.1

液晶製造装置 5,349 86.5

半導体関連機器 1,201 90.1

金型・樹脂成形事業 973 114.3

合計 7,523 89.9

　（注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結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。

相手先

         前中間連結会計期間
　　（自　平成17年１月１日

 　　　 至　平成17年６月30日）

         当中間連結会計期間
　　（自　平成18年１月１日

 　　　 至　平成18年６月30日）

金額（百万円）  割合（％） 金額（百万円）  割合（％）

東京応化工業㈱ 6,248 74.7 5,335 70.9

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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