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平成 19 年３月期   中間決算短信（非連結） 平成18年10月31日 

会 社 名 カシオマイクロニクス株式会社      上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号 6760                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.casio-micronics.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 蛎久 紀元 
問い合わせ先  責任者役職名 経営企画グループリーダー 
        氏    名 木下 礼一       ＴＥＬ（0428）32－1551 
決算取締役会開催日  平成18年10月31日               
配当支払開始日    平成－年－月－日             単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 
親会社等の名称 カシオ計算機株式会社（コード番号：6952）  親会社等における当社の議決権所有比率 75.1％ 
 
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(1) 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 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％ 
10,052   （△17.4） 
12,170   （  9.8） 

百万円   ％ 
△663   （ ― ） 
957   （△18.1） 

百万円   ％ 
△680   （ ― ） 
951   （△17.3） 

18年３月期         25,135              2,021        2,013              
 

 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９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％ 
△438  （ ― ） 
534  （△15.7） 

円   銭 
         △30   48 
           37   16 

円   銭 
－ 
37   06 

18年３月期 1,177                        80     88 80   87 
(注)①持分法投資損益  18年９月中間期  － 百万円   17年９月中間期  － 百万円   18年３月期  － 百万円 
②期中平均株式数  18年９月中間期 14,377,000株    17年９月中間期 14,377,000株   18年３月期 14,377,000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 

 
(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９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
22,714 
23,610 

百万円 
10,792 
10,786 

％ 
47.5 
45.7 

円   銭 
 750  71 
 750  29 

18年３月期 22,588 11,430 50.6  794  01 
(注)①期末発行済株式数  18年９月中間期 14,377,000株   17年９月中間期 14,377,000株  18年３月期 14,377,000株 

②期末自己株式数   18年９月中間期     －   株   17年９月中間期      －   株   18年３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９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
  230 
 2,484 

百万円 
△1,202 
△1,511 

百万円 
  1,195 
 △599 

百万円 
 1,862 
 1,451 

18年３月期   6,370 △5,961   150  1,638 
 
２．19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

  売上高 経常利益 当期純利益 
  

 
通 期 

百万円 
 24,700 

百万円 
  800 

百万円 
  480 

  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  33円 39銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円）  
 期末 年間  
18年３月期 12.5 12.5  
19年３月期（実績） －  
19年３月期（予想） 12.5 12.5  

 ※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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、添付

資料の４ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

  当企業グループは、当社、当社の親会社（カシオ計算機株式会社）並びにその子会社及び関連会社に
より構成され、当社はＬＳＩ（大規模集積回路）や液晶表示装置関連の電子部品の研究・開発・製造・
販売を主たる事業としております。 
  当社の事業内容及び当企業グループの当該事業に係る位置付けは次の通りであります。 

（１）ＢＵＭＰ事業部 
当事業部においては、顧客である半導体メーカーより半導体ウエハーの支給を受け、そのウエハ

ー上にあるＬＳＩの端子部に金等で突起電極を形成するＢＵＭＰ（バンプ）受託加工を主に行って
おります。 また、ウエハー状態のまま封止までの加工を行い、切り離した完成品が元のＬＳＩと同
じ大きさの半導体パッケージとなるＷ－ＣＳＰ（ウエハーレベル・チップ・サイズ・パッケージ）
の製造販売を行っております。 
なお、グループ企業との取引は、カシオ計算機株式会社に対して半導体パッケージを販売してお

り、また、同社の関連会社であるカシオリース株式会社から一部の生産設備をリース取引により導
入しております。 

（２）フィルムデバイス事業部 
当事業部においては、ＬＳＩを実装するための配線基板として顧客仕様の回路パターンを形成し

たフィルム基板の製造販売を行っており、その主力製品は２層テープを素材にして微細な配線を可
能にしたＣＯＦ（チップ・オン・フィルム）であります。また、一部の顧客からはＬＳＩチップの
支給を受け、これをフィルム基板に接合する受託加工を行っております。 
なお、グループ企業との取引は、カシオ計算機株式会社の製造子会社である甲府カシオ株式会社

に対して、フィルム基板にＬＳＩチップが搭載されたＴＣＰ（テープ・キャリア・パッケージ）を
販売しており、 また、カシオリース株式会社から一部の生産設備をリース取引により導入しており
ます。 

 
[事業系統図] 

    以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    生産設備のリース取引         生産設備のリース取引 
 

ＣＯＦテープ 

ＴＣＰ ＬＳＩ 

ＴＣＰ 

液晶モジュール 

半導体パッケージ 

加工済みウエハー 

半導体パッケージ

半導体（親会社） 
  カシオ計算機株式会社

（親会社の子会社） 
甲府カシオ株式会社 

ＢＵＭＰ事業部 

（親会社の関連会社） 
カシオリース株式会社

フィルムデバイス事業部 

一 般 の 得 意 先 

ウエハー

ＬＳＩ 
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２．経営方針 
 
（１）経営の基本方針 
   当社は、創業以来、半導体パッケージに係る微細加工技術、精密接合技術を事業の中核に据え、独
創的な“高密度実装デバイス”を提供してまいりました。そして、このデバイスを通して電子機器の
小型化・高性能化に寄与することにより、社会の発展に貢献していくことを経営の基本方針としてお
ります。 

   今後も、「Smart & Fine Technologies」をキャッチフレーズに、これまでに培った要素技術・製造
ノウハウをベースに常に新しいテクノロジーを追求し、お客様の要求水準を上回る技術開発に努めて
まいります。そして、この高度な技術力を収益源として持続的な利益成長を図り、株主価値の向上を
実現してまいります。 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考えており、安定した配当を実
施することを利益配分の基本方針としております。 
当社が属する電子部品・デバイス業界は、技術革新や市場環境の変化が急激であり、競争力を維持・

強化するためには継続的な設備投資や研究開発が非常に重要であります。このため、当社では内部留
保を重視しておりますが、設備投資等により持続的な成長を実現し、財政状態・業績動向等を総合的
に勘案したうえで、利益配当等の株主還元策を長期的に拡充していきたいと考えております。 

 
（３）目標とする経営指標 

半導体パッケージに係る事業は、常に最先端の技術を駆使することが要求される装置産業であり、
その実現のためには継続的に設備投資を実施することが重要であります。従いまして、経営指標とし
ては、収益性および効率性に係る財務指標を重視し、補足的に安全性に係る指標について目標を設定
しております。 
中長期的な目標としては、売上高営業利益率 15％、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）20％、株主

資本比率 60％を掲げております。 
 
（４）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

当社が手懸けている半導体の高密度実装に係る事業は、電子機器の高機能化によるエレクトロニク
ス業界の発展とともに、今後も持続的な成長が見込まれる分野であります。この成長を支える重要な
要素が半導体および関連デバイスの高性能化であり、常に最先端の技術力を発揮できることがこの事
業の必須条件となります。 
半導体の高性能化は回路線幅の微細化による情報処理能力の向上により実現されるものであり、高

密度実装技術は、この性能を阻害することなくＬＳＩから外部に引き出す重要な機能を有しておりま
す。このため、実装方法は、従来からのワイヤーボンディングによる接合に代わり、ＢＵＭＰなどに
よるフリップチップ実装が将来の主流になると考えられており、当社の事業をさらに発展させていく
好機であると判断しております。 
このような事業環境において当社は、独自の“高密度実装デバイス”の優位性を高め、微細加工技

術および精密接合技術の強化に引き続き注力し、高付加価値化の推進により収益力の向上を図ってま
いります。また、新たな用途の開発や海外顧客の一層の開拓など、事業領域を拡大する施策を実施し
てまいります。さらに、財務体質の強化に努め、機動的な設備投資を実施していくことにより、持続
的な成長を実現し、企業価値の拡大を図ってまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
（１）経営成績 
 
 ①当中間期の概況 
 当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加などから景気は緩やかに回
復してまいりました。また、海外においても、素材価格の高騰などによる影響が懸念されたものの、
世界経済は底堅く推移いたしました。 
 当社が属する半導体・液晶関連市場につきましては、海外において大型液晶パネルの在庫調整が長
引いたほか、中小型液晶パネルではグローバルな競争の激化により国内の半導体生産が伸び悩むなど、
当社の事業環境は非常に厳しい状況で推移いたしました。 
 このような状況の中、当社は、液晶ドライバー（液晶駆動用ＬＳＩ）関連事業における受注獲得に
注力するとともに、半導体パッケージ事業においては新規用途を積極的に提案し、国内外で新規顧客
の獲得を進めてまいりました。この結果、当中間期の売上高は 10,052 百万円（前年同期比 17.4％減）
となりました。 
ＢＵＭＰ（バンプ）事業は、液晶ドライバーの金ＢＵＭＰ受託加工が、大型液晶パネルの在庫調整

の影響を受けたほか、携帯電話や携帯型ゲーム機用の中小型液晶パネル向けも、顧客である半導体メ
ーカーにおける受注減少の影響を受けました。一方、半導体パッケージ事業は拡大基調を継続してま
いりました。新タイプの鉛フリー半田ＢＵＭＰやＷ－ＣＳＰの受注が拡大いたしました。新規用途と
しては携帯電話用ワンセグ放送受信チューナーモジュールにＷ－ＣＳＰが採用されました。この結果、
ＢＵＭＰ事業部の売上高は 4,328 百万円（前年同期比 11.5％減）となりました。 
 フィルムデバイス事業は、液晶ドライバーを大型液晶パネルに搭載するためのフィルム基板である
ＣＯＦ（チップ・オン・フィルム）が、主に台湾のパネル市場における在庫調整の影響により受注は
8月初旬まで低迷が続きました。この結果、フィルムデバイス事業部の売上高は 5,723 百万円（前年
同期比 21.4％減）となりました。 
 損益につきましては、生産効率の向上などに注力したものの、大幅な受注減少に伴う工場稼働率の
低下などにより、営業損益は 663 百万円の損失となり、経常損失は 680 百万円、中間純損失は 438 百
万円となりました。 

 
  ②通期の見通し 

今後の経営環境は、米国の景気減速懸念や地政学リスクの高まりなどから不透明感が増しており、
予断を許さない状況が続くものと思われます。当社関連市場では、大型液晶パネルの需要は急速に回
復してきたものの、中小型液晶向けも含めた液晶ドライバー全般のグローバルな競争は激化しており、
需給動向や単価動向には注意が必要な局面であります。 
このような情勢下、当社は、ＢＵＭＰ事業では、半導体パッケージ事業における新規顧客の開拓を

引き続き推進することにより、事業の拡大および安定化を図ってまいります。特にＷ－ＣＳＰについ
ては、直径３００ｍｍ（１２インチ）ウエハーへの対応や、モジュール化により実装効率を高めるこ
とができるＥＷＬＰ（エンベデッド・ウエハーレベル・パッケージ）の生産を開始したことにより、
従来よりも多様な用途への提案が可能になっており、さらに積極的な展開を図ってまいります。また
フィルムデバイス事業では、既に回復基調にあるＣＯＦ需要に確実に対応するとともに、配線のさら
なる微細化が可能な“次世代ＣＯＦ”の生産を早期に開始するため、新工場の立ち上げに全力を傾注
してまいります。 
通期の業績見通しにつきましては、平成 18 年 8 月 2 日に公表いたしました予想のうち売上高につ

いてのみ、中間期の実績を踏まえて若干の見直しを行い、売上高 24,700 百万円（前期比 1.7％減）、
経常利益 800 百万円（同 60.3％減）、当期純利益 480 百万円（同 59.2％減）を見込んでおります。 

 
（２）財政状態 

営業活動によるキャッシュ・フローは 230 百万円（前年同期比 90.7％減）の収入となりました。
これは主に、減価償却費 1,570 百万円、仕入債務の増加額 458 百万円及び有償受給材の減少額 456 百
万円等による増加要因と税引前中間純損失 686 百万円、棚卸資産の増加額 786 百万円及び未払金の減
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少額 534 百万円等による減少要因を反映した結果であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは 1,202 百万円（同 20.4％減）の支出となりました。主な要

因は、有形固定資産の取得による支出 1,152 百万円であります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは 1,195 百万円（前年同期は 599 百万円の支出）の収入となり

ました。主な要因は、短期借入金の純増加額 1,500 百万円であります。 
この結果、当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 224 百万円増加

し、1,862 百万円となりました。 
 

なおキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成15年
３月期 

平成16年
３月期 

平成17年
３月期 

平成18年
３月期 

平成18年
９月期 

株主資本比率（％） 31.6 38.9 50.3 50.6 47.5 
時価ベースの株主資本比率（％） 61.8 151.3 152.2 165.5 81.6 
債務償還年数（年） 2.7 0.6 2.0 0.5 10.0 
インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） 51.2 139.8 74.6 267.9 15.8 

 （注）株主資本比率          ：株主資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率    ：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 

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 

  ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数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すべ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。 

※ 債務償還年数の中間期における計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。 
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４．事業等のリスク 
 
当社の経営成績、財政状態、株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、

当社はこれらのリスクの発生の予防、発生した場合の対応に努める方針であります。なお、当該リスク情
報は、当期末現在における当社の判断に基づき記載しております。 
（１）世界各国の経済状況の悪化や、当社事業に関連する最終製品の想定以上の普及率上昇による販売数

量の減少 
（２）競合他社との技術競争や価格競争による急激な販売価格の低下や販売数量の減少 
（３）販売先の事業戦略転換や販売不振等による受注数量の減少 
（４）ＬＳＩや液晶パネルの製造技術の変革による当社技術の陳腐化 
（５）需要の見込み違いなどにより工場の稼働が確保できない場合のリスク 
（６）新規事業の立ち上げが計画通りに遂行できない場合のリスク 
（７）仕入先の供給能力や販売政策により原材料を予定通り調達できない場合のリスク 
（８）他社の知的財産権を侵害しているとされた場合のリスク 
（９）予期せぬ製品欠陥の発生 
（10）火災、停電、自然災害またはその他の事故の発生 
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５．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９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31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  1,451,533   1,862,754   1,638,592  

２．受取手形 ※１ 22,026   176,009   81,204  

３．売掛金  5,283,419   4,555,388   4,951,499  

４．たな卸資産  2,146,232   3,025,929   2,239,162  

５．繰延税金資産  269,636   556,423   279,387  

６．有償受給材  701,032   147,904   604,235  

７．その他 ※３ 529,514   622,925   318,466  

流動資産合計   10,403,394   44.1  10,947,335   48.2  10,112,548   44.8 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※２          

(1）建物  3,233,471   3,386,927   3,415,207   

(2）機械及び装置  6,638,845   6,890,643   7,530,406   

(3）建設仮勘定  1,977,713   76,160   99,797   

(4）その他  1,015,659   1,047,257   1,066,996   

有形固定資産合計  12,865,690   11,400,989   12,112,407   

２．無形固定資産  123,273   126,202   138,967   

３．投資その他の資産           

(1）繰延税金資産  126,543   105,949   128,312   

(2）その他  91,197   134,135   96,715   

投資その他の資産
合計  217,741   240,084   225,028   

固定資産合計   13,206,705   55.9  11,767,276   51.8  12,476,403   55.2 

資産合計   23,610,099  100.0  22,714,612  100.0  22,588,952  100.0 
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  前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31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 ※１ 2,364,318   3,495,161   3,074,663  

２．買掛金 851,648   996,782   959,137  

３．短期借入金  600,000   2,100,000   600,000  

４．1年以内返済予定
長期借入金  375,000   

 
― 
 
  125,000  

５．未払金  3,336,042   1,054,380   1,707,008  

６．未払法人税等  462,724   39,175   482,895  

７．設備支払手形 ※１ 2,486,768   640,415   778,526  

８．その他 ※３ 657,796   880,195   728,025  

流動負債合計   11,134,297   47.2  9,206,111   40.5  8,455,256  37.4 

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金 1,500,000   2,500,000   2,500,000   

２．退職給付引当金 146,192   179,304   161,958   

３．役員退職慰労引当金 24,776   27,655   28,029   

４．その他 17,909   8,565   13,237   

固定負債合計  1,688,879 7.1  2,715,525 12.0  2,703,226  12.0 

負債合計  12,823,176   54.3  11,921,637   52.5  11,158,483  49.4 

          

（資本の部）          

Ⅰ 資本金  2,992,287   12.7  ―   ―  2,992,287 13.3 

Ⅱ 資本剰余金          

１．資本準備金 3,414,255   ―   3,414,255   

資本剰余金合計  3,414,255   14.5  ―   ―  3,414,255 15.1 

Ⅲ 利益剰余金          

１．利益準備金 1,350   ―   1,350   
２．中間（当期）未処
分利益 4,379,029   ―   5,022,576   

利益剰余金合計   4,380,379   18.5  ―   ― 5,023,926  22.2 

資本合計  10,786,922   45.7  ―   ― 11,430,469  50.6 

負債資本合計  23,610,099  100.0  ―   ― 22,588,952 100.0 

          

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金  ―   ―  2,992,287 13.2  ―   ― 

２．資本剰余金          

（１）資本準備金 ―     3,414,255     ―     

  資本剰余金合計  ―   ―  3,414,255 15.0  ―   ― 

３．利益剰余金          

（１）利益準備金 ―   1,350   ―   
（２）その他利益剰余

金          

 繰越利益剰余金 ―   4,389,582   ―   

  利益剰余金合計  ―   ―  4,390,932 19.3  ―   ― 

   株主資本合計  ―   ―  10,797,475 47.5  ―   ― 

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．繰延ヘッジ損益  ―   ―  △4,500 △0.0  ―   ― 
評価・換算差額等合
計  ―   ―  △4,500 △0.0  ―   ― 

純資産合計  ―   ―  10,792,974 47.5  ―   ― 

負債純資産合計  ―   ―  22,714,612 100.0  ―   ― 
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31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   12,170,751 100.0  10,052,429 100.0  25,135,562 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,432,402 85.7  9,868,337 98.2  21,439,048  85.3 

売上総利益   1,738,348 14.3  184,091 1.8  3,696,513  14.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   781,287 6.4  847,527 8.4  1,675,082   6.7 

営業利益又は営業損失
（△）   957,061 7.9  △663,436 △6.6  2,021,431   8.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  44,386 0.3  41,243 0.4  99,819   0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  50,197 0.4  58,533 0.6  107,863   0.4 

経常利益又は経常損失
（△）   951,250 7.8  △680,726 △6.8  2,013,386  8.0 

Ⅵ 特別利益   ― ―  ― ―  87  0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３  29,427 0.2  5,340 0.0  79,623   0.3 

税引前中間（当期）純利益
又は純損失（△）   921,822 7.6  △686,067 △6.8  1,933,849   7.7 

法人税、住民税及び事業税  380,000   3,800   760,000   

法人税等調整額  7,605 387,605 3.2 △251,585 △247,785 △2.4 △3,914 756,085   3.0 

中間（当期）純利益又は純
損失（△）   534,217 4.4  △438,281 △4.4  1,177,764   4.7 

前期繰越利益   3,844,811   ―   3,844,811 

中間（当期）未処分利益   4,379,029   ―   5,022,576 
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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４月１日 至平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

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 

 
 
 

株主資本 
合計 

 
平成18年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 5,022,576 5,023,926 11,430,469 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当     △179,712 △179,712 △179,712 

利益処分による役員賞与     △15,000 △15,000 △15,000 

中間純損失     △438,281 △438,281 △438,281 
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     △632,994 △632,994 △632,994 
 
平成18年９月30日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 4,389,582 4,390,932 10,797,475 

 
評価・換算差額等  

 
 
繰延ヘッジ
損益 

 
 

評価・換算 
差額等合計 

 
 
 

純資産 
合計 

 
平成18年３月31日 残高 ― ― 11,430,469 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △179,712 
利益処分による役員賞与
（注）   △15,000 

中間純損失   △438,281 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動 
額（純額） △4,500 △4,500 △4,500 

中間会計期間中の変動額合計 △4,500 △4,500 △637,494 
 
平成18年９月30日 残高 △4,500 △4,500 10,792,974 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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４月１日 
  至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９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４月１日 
  至 平成18年３月31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     

税引前中間（当期）純利益又は 
純損失（△）  921,822 △686,067 1,933,849 

減価償却費  1,358,533 1,570,975 3,280,283 

退職給付引当金の増加額  17,068 17,345 32,834 

支払利息  12,012 15,089 25,997 

為替差益  △1,668 △167 △3,762 

固定資産売却益  － － △87 

固定資産除却損  29,427 5,340 79,623 

売上債権の減少額  870,535 301,305 1,143,277 

たな卸資産の増減額  447,268 △786,767 354,338 

未収入金の増加額  △113,957 △282,000 △91,435 

有償受給材の増減額  △344,958 456,331 △248,161 

仕入債務の増減額  △835,207 458,143 △17,374 

未払金の増減額  428,533 △534,564 395,201 

役員賞与の支払額  △15,000 △15,000 △15,000 

その他  105,458 111,220 287,811 

小計  2,879,870 631,185 7,157,394 

利息の支払額  △12,681 △14,624 △23,778 

法人税等の支払額  △382,662 △385,591 △763,218 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,484,525 230,969 6,370,396 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △1,483,281 △1,152,897 △5,911,461 

有形固定資産の売却による収入  － － 21,750 

無形固定資産の取得による支出  △15,268 △10,713 △54,216 

その他  △12,498 △38,651 △18,026 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,511,047 △1,202,262 △5,961,954 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  － 1,500,000 － 

長期借入れによる収入  － － 1,000,000 

長期借入金の返済による支出  △420,000 △125,000 △670,000 

配当金の支払額  △179,712 △179,712 △179,712 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △599,712 1,195,287 150,287 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,668 167 3,762 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  375,434 224,162 562,493 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,076,099 1,638,592 1,076,099 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 ※1 1,451,533 1,862,754 1,638,592 
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中間財務諸表作成の基本となる事項 
 
１．資産の評価基準及び評価方法 
（1）デリバティブ 

時価法 
  （2）たな卸資産 

①製品、原材料、仕掛品・・・先入先出法による低価法 
②貯蔵品       ・・・先入先出法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）については、定額法）を採用しております。 
（2）無形固定資産 

ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 
（3）長期前払費用 

均等償却しております。 
３．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、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。 

（2）役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 
（会計方針の変更） 
当中間会計期間より、「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)を適用しております。 
これにより営業損失、経常損失及び税引前中間純損失はそれぞれ 7,500 千円増加しております。 

（3）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。 
会計基準変更時差異については、10 年による按分額を費用処理しております。 
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により費用処理して

おります。 
数理計算上の差異は、各事業年度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（10 年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 
（4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間会計期間末要支給額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。 

５．ヘッジ会計の方法 
（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、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によっており
ます。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段として金利スワップ取引を行っており、資金調達に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。また、
金材料について価格変動リスクを回避する目的で先渡取引を利用しております。 

（3）ヘッジ方針 
金利変動及び金材料の価格変動リスクのヘッジを目的としており、社内規定に基づき取引を行っております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ有効性評価は、開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ手段とヘッジ対象の時価またはキャッシュ・

フロー変動を比較し、両者の変動比率等を基礎として行っております。なお、金利スワップ及び先渡取引については、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であるため有効性の事後的評価を省略しております。 

６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び随時引出し可能な預金からなってお
ります。 

７．その他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 
税抜方式によっております。 
 

会計処理の変更 
 
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 
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。 
 これまでの資本の部の合計に相当する金額は 10,797,475 千円であります。 
 なお、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、中間財務諸表等規則の改正に伴い、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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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

 ※１．中間期末日満期手形 

 中間末日満期手形の会計処理は、手形

交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。  

 

 受取手形 31,480千円

支払手形 667,256千円

設備支払手形 77,967千円
 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

10,741,137千円  
※２．有形固定資産の減価償却累計額 

13,905,550千円  
※２．有形固定資産の減価償却累計額 

12,428,027千円  
※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い  

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

 
 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  

仕入割引 2,811千円

受取家賃 36,000千円
  

  
仕入割引 1,740千円

受取家賃 36,888千円
  

  
仕入割引 4,240千円

受取家賃 72,000千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 12,012千円

売上債権売却損 9,013千円

受取家賃原価 27,633千円
  

 
支払利息 15,089千円

売上債権売却損 14,504千円

受取家賃原価 25,716千円
 

  
支払利息 25,997千円

売上債権売却損 18,849千円

受取家賃原価 59,807千円
 

   
※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの 
  

固定資産除却損 29,427千円
 

  
固定資産除却損 5,340千円

 

  
固定資産除却損 79,623千円

 
４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 

  
有形固定資産 1,333,338千円

無形固定資産 25,195千円
  

 
有形固定資産 1,547,497千円

無形固定資産 23,478千円
 

  
有形固定資産 3,232,558千円

無形固定資産 47,724千円
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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４月１日 至平成 18年９月 30日） 
 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 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） 

普通株式 14,377,000 － － 14,377,000 

 
２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

記載すべき新株予約権及び自己新株予約権に関する事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 

（決議） 株式の種類 配当金の総額（円） １株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 普通株式 179,712,500 12.5 平成18年３月31日 平成18年６月27日 
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（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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．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掲記されている科目

の金額との関係 

※１．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掲記されている科目

の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と

要約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日現在）

現金及び預金勘定 1,451,533千円

現金及び現金同等物 1,451,533千円
  

  
（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,862,754千円

現金及び現金同等物 1,862,754千円
  

  
（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,638,592千円

現金及び現金同等物 1,638,592千円
  

 
 
（リース取引関係） 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
 

（有価証券関係） 
前中間会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 
開示の対象となる有価証券はありません。 
 
当中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 
開示の対象となる有価証券はありません。 

 
前事業年度末  （平成 18 年３月 31 日現在） 
開示の対象となる有価証券はありません。 

 
 
（デリバティブ取引関係） 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 
 
（ストックオプション等） 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 
 
（持分法損益等） 
前中間会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 
 該当事項はありません。 
 
当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
 該当事項はありません。 
 
前事業年度  （自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
（１）生産実績 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

     
      期別 

 
事業部門別 

 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

ＢＵＭＰ事業部 4,891,397   40.3 4,328,473   43.1 9,942,235   39.4 

フィルムデバイス事業部 7,253,191   59.7 5,722,285   56.9 15,296,507   60.6 

合計 12,144,588  100.0 10,050,759  100.0 25,238,742  100.0 

（注）1.金額は販売価格によっております。 
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
3.ＢＵＭＰ事業部については受注確定から販売までのリードタイムが短く、生産実績は販売実績とほぼ等
しくなるため、販売実績を記載しております。 

 
（２）受注実績 

受注確定から販売までのリードタイムが短く、受注高は販売実績とほぼ等しくなるため、受注実績および受
注残高の記載は省略しております。 

 
（３）販売実績 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 
     期別 

 
事業部門別 

金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

ＢＵＭＰ事業部 4,891,397   40.2 4,328,473   43.1 9,942,235   39.6 

フィルムデバイス事業部 7,279,353   59.8 5,723,955   56.9 15,193,327   60.4 

合計 12,170,751  100.0 10,052,429  100.0 25,135,562  100.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 


