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１．平成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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 10,185 100.2 994  － 1,059 －

17年９月中間期 5,088 △49.2 △1,522 － △1,480 －

18年３月期 16,277 △1,456 △1,363

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 352  － 14 13

17年９月中間期 △4,838 － △233 07

18年３月期 △5,846 △272 04

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 24,923,168株 17年９月中間期 20,757,878株 18年３月期 21,492,882株

②会計処理の方法の変更　　無

③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）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９月中間期 32,563 13,070 40.1 522 47

17年９月中間期 30,009 10,816 36.0 521 08

18年３月期 31,982 12,017 37.6 500 38

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 25,015,818株 17年９月中間期 20,757,590株 18年３月期 24,016,256株

②期末自己株式数 18年９月中間期 6,014株 17年９月中間期 4,792株 18年３月期 5,576株

２．平成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

百万円 百万円 百万円

通　期 19,000 1,300 550

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　21円99銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － －
－

19年３月期（予想） － －

 

　　　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およ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結果となる

可能性があります。
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６．個別中間財務諸表等
(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．現金および預金 1,821,237 2,005,643 2,228,861

２．受取手形 ※５ 173,201 252,269 164,841

３．売掛金 4,908,488 8,140,699 8,019,037

４．たな卸資産 4,597,932 2,853,425 2,399,218

５．関係会社短期貸付
金

－ 2,933,124 2,314,342

６．その他 2,045,015 1,175,308 1,370,548

　　貸倒引当金 -19,990 -250,427 -271,284

流動資産合計 13,525,885 45.1 17,110,042 52.5 16,225,566 50.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1) 建物  ※２ 3,825,000 3,604,972 3,715,312

(2) 機械および装置 974,405 1,005,619 873,782

(3) 土地  ※２ 4,070,267 4,066,536 4,066,536

(4) その他 412,808 350,176 342,728

有形固定資産合計 9,282,482 9,027,305 8,998,359

２．無形固定資産 549,123 459,553 561,041

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 2,183,581 2,307,594 2,466,036

(2) 関係会社株式 1,837,002 1,412,308 1,238,522

(3) その他 2,631,590 2,246,601 2,492,778

投資その他の資産
合計

6,652,173 5,966,503 6,197,337

固定資産合計 16,483,780 54.9 15,453,363 47.5 15,756,739 49.3

資産合計 30,009,666 100.0 32,563,406 100.0 31,982,305 100.0
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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 811,877 1,388,710 1,278,658

２．買掛金 1,018,252 1,709,802 1,428,962

３．短期借入金 ※４ 6,200,000 5,332,384 5,739,760

４．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 1,355,190 2,047,900 1,688,470

５．１年以内償還予定
社債

200,000 572,000 500,000

６．未払法人税等 22,695 28,432 35,641

７. 製品保証引当金 60,000 94,000 70,000

８．賞与引当金 273,255 267,433 221,419

９．その他 710,983 1,031,763 868,054

流動負債合計 10,652,254 35.5 12,472,425 38.3 11,830,966 37.0

Ⅱ　固定負債

１．社債  800,000 1,938,000 1,900,000

２．長期借入金 ※２ 6,103,785 4,062,950 5,056,470

３．繰延税金負債 307,559 427,652 495,481

４．退職給付引当金 532,085 478,311 535,207

５．役員退職慰労引当
金

606,683 － －

６. 長期未払金 190,874 113,937 147,046

固定負債合計 8,540,989 28.5 7,020,851 21.6 8,134,204 25.4

負債合計 19,193,243 64.0 19,493,276 59.9 19,965,171 62.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,531,976 25.1 － － 8,532,627 26.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 7,446,843 － 8,446,191

資本剰余金合計 7,446,843 24.8 － － 8,446,191 26.4

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 27,220 － 27,220

２．中間（当期）未処
理損失)

4,735,288 － 5,744,272

利益剰余金合計 -4,708,068 -15.7 － － -5,717,052 -17.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

550,435 1.8 － － 760,715 2.4

Ⅴ　自己株式 -4,764 -0.0 － － -5,346 -0.0

資本合計 10,816,422 36.0 － － 12,017,134 37.6

負債資本合計 30,009,666 100.0 － － 31,982,305 100.0
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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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 8,932,627 27.4 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 3,115,022 －

資本剰余金合計  － － 3,115,022 9.6 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － － －

(2）その他利益剰
余金

    

特別償却準備
金

 － 14,116 －

繰越利益剰余
金

 － 352,140 －

利益剰余金合計  － － 366,256 1.1 － －

４．自己株式  － － -5,712 -0.0 － －

株主資本合計  － － 12,408,194 38.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券
評価差額金

 － － 661,935 2.0 － －

評価・換算差額等
合計

 － － 661,935 2.0 － －

純資産合計  － － 13,070,129 40.1 － －

負債純資産合計  － － 32,563,406 100.0 － －
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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 5,088,155 100.0 10,185,746 100.0 16,277,746 100.0

Ⅱ　売上原価 4,972,870 97.7 7,543,136 74.1 14,429,849 88.6

売上総利益 115,285 2.3 2,642,609 25.9 1,847,896 11.4

Ⅲ　販売費および一般管
理費

1,637,319 32.3 1,647,625 16.1 3,304,686 20.3

営業利益（－は営
業損失）

-1,522,034 -30.0 994,984 9.8 -1,456,790 -8.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 169,206 3.4 226,101 2.2 372,213 2.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 128,107 2.5 161,350 1.6 278,767 1.7

経常利益（－は経
常損失）

-1,480,936 -29.1 1,059,735 10.4 -1,363,343 -8.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 13,000 0.2 21,227 0.2 782,742 4.8

Ⅶ　特別損失 ※4.5 3,222,775 63.3 726,249 7.1 5,118,218 31.4

税引前中間純利益
（－は税引前中間
（当期）純損失）

-4,690,710 -92.2 354,713 3.5 -5,698,820 -35.0

法人税、住民税お
よび事業税

5,197 5,197 10,394

法人税等調整額 142,096 147,293 2.9 -2,623 2,573 0.0 137,773 148,167 0.9

中間純利益（－は
中間（当期）純損
失）

-4,838,003 -95.1 352,140 3.5 -5,846,987 -35.9

前期繰越利益 102,715 － 102,715

中間（当期）未処
理損失)

4,735,288 － 5,744,272
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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）

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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
8,532,627 8,446,191 8,446,191 － 27,220 -5,744,272 -5,717,052 -5,346 11,256,419

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 400,000 400,000 400,000      800,000

特別償却準備金の取崩し

（千円）（注）
    -13,104 13,104 －  －

資本準備金取崩し　　　

（千円）（注） 
 -5,731,168 -5,731,168   5,731,168 5,731,168  －

中間純利益（千円）      352,140 352,140  352,140

自己株式の取得（千円）        -365 -365

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合

計

（千円）

400,000 -5,331,168 -5,331,168 － -13,104 6,096,413 6,083,309 -365 1,151,774

平成18年９月30日　残高

（千円）
8,932,627 3,115,022 3,115,022 － 14,116 352,140 366,256 -5,712 12,408,194

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
760,715 760,715 12,017,134

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   800,000

特別償却準備金の取崩し（千

円）（注）
  －

資本準備金取崩し　　　（千

円）（注） 
  －

中間純利益（千円）   352,140

自己株式の取得（千円）   -365

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

-98,780 -98,780 -98,780

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
-98,780 -98,780 1,052,994

平成18年９月30日　残高

（千円）
661,935 661,935 13,070,129

 （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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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

────── 　当社は、前事業年度まで２期連続して営業

キャッシュ・フローがマイナスとなり、前事業

年度には減損会計および構造改革に伴う特別損

失等を計上したことにより、多額な当期純損失

を計上しております。

　このため、当社は、受注不調期間にあっても

確実に利益を生み出す強固な体質を短期間で構

築することを目的として、平成18年３月31日開

催の取締役会において決議いたしました「中期

経営計画」を推進しております。計画の途上な

がら、当中間会計期間において営業利益を計上

しましたが、当該計画の達成効果が業績に継続

し大きく寄与するまでには時間を要する見込で

あるため、当該状況により継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

　なお、「中期経営計画」は以下のとおり推移

しており、今後も引き続き確実に遂行する所存

であります。

① 事業ポートフォリオの見直し

　当社は、不採算事業からの撤退を完了し、世

界トップシェアをもつモールディング分野とそ

れに連なるシンギュレーション分野に経営資源

を集中させることで、生産性の向上と合理化を

積極的に推し進めてまいりました。シンギュレー

ション分野については、米国のTOWA-Intercon 

Technology,Inc.が開発から製造、販売までを担

当していましたが、事業の立て直しを図るため、

当社主導の体制へ移行し、本年10月16日付にて

シンギュレーション事業部を新設いたしまし

た。

② 販売戦略の強化

　高密度実装を目指したパッケージング技術開

発の進展により、SIP(System In Package)、多

段スタック、Low-Kなど最先端技術に対応する生

産設備への要求はますます高まってきており、

当社はコンプレッションモールドをはじめ様々

な技術革新で対応してまいります。また、白色

LED市場が、携帯電話から液晶ディスプレイや車

載機器、照明機器向けなどに拡大していくなか

で、高輝度LEDの樹脂封止工程に最適な装置であ

るFFTに対する引き合いが増加してまいりまし

た。

　新製品「PMシリーズ」については、本年４月

の新製品発表会に続き、11月下旬から12月上旬

にかけてプライベートショーを開催し、市場投

入に向けて準備を進めております。

　当社の市場環境は年々厳しさを増し、コンペ

チターとの競合による収益性の低下や過大投資

による固定費負担等により、当社は２期連続し

て営業キャッシュ・フローがマイナスになると

ともに、当期は減損会計および構造改革に伴う

特別損失等を計上したことにより、多額な当期

純損失を計上しております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

　当社は、このような当社の現状を会社存続の

危機であると強く認識しており、受注不調期間

にあっても確実に利益を生み出す強固な体質を

短期間で構築することを目的として、平成18年

３月31日開催の取締役会において「中期経営計

画」を決議いたしました。

「中期経営計画」の骨子は以下のとおりです。

①事業領域をモールディング分野とシンギュレー

ション分野に絞り込み、社内リソース(ヒト・モ

ノ・カネ)を集中投資することによって、市場

ニーズを先取りした新製品開発を進めてまいり

ます。

②新製品「PMシリーズ」の発売を機に、高機

能・高品質による製品差別化競争への転換を図

りグローバルシェア50％超を目標として利益体

質を確立してまいります。

③モノづくりの基本要素である品質(Quality)・

原価(Cost)・納期(Delivery)について抜本的な

見直しを行います。

④第三者割当増資による株主資本の充実と海外

生産子会社の不動産売却およびたな卸資産の圧

縮等により有利子負債を削減し、財務体質の改

善を急ぎます。

⑤グループ全体での固定費を削減するため、海

外生産子会社の整理縮小および早期退職優遇制

度の導入等により、連結従業員数を20％削減し

1,000名体制（単体400名体制）を目指します。

⑥経営責任を明確にするため、役員退職慰労引

当金を全額取り崩すと同時に本制度を廃止し、

会長兼社長の役員報酬全額返上をはじめ、他の

役員について10～20％の役員報酬カットを行い

ます。
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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）

 ③ QCDの最適化

　金型生産を国内工場に集中させることにより

品質と生産性を向上させるとともに、計画的な

プラットフォーム生産により海外生産子会社の

稼働率を大幅にアップさせました。また、本社

工場で最終調整のうえ出荷していた装置を、海

外生産子会社から直接出荷する体制を構築し、

リードタイムの短縮と物流コストの低減を目指

してまいります。　

④ 財務体質の改善

　平成18年４月18日付にて当社代表取締役会長

の坂東和彦を割当先とする８億円の第三者割当

増資を実施し、株主資本の充実を図りました。

また、シンガポール進出を計画されている日系

企業との間で、TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.工

場の今期中の売却について合意に達しました。

⑤ 固定費の削減

　TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.における金型生

産を中止・整理するとともに、米国でシンギュ

レーション装置の生産・販売をしているTOWA-

Intercon Technology,Inc.においても大幅なリ

ストラを実施する等、固定費の削減を進めてお

ります。

⑥ 経営責任の明確化

　平成18年７月より、経営・監督機能および業

務執行機能を明確にするため執行役員制度を導

入するとともに、取締役の人数を10名から６名

に削減いたしました。また、会長の役員報酬全

額返上をはじめ、他の役員についても役員報酬

の減額を業績回復の時期まで継続することにし

ております。

 ⑦ 企業文化・企業組織の改革

　当期を「体質改善の年」と位置づけ、「全社

体質改善運動」を展開し、CS(Customer 

Satisfaction)とES(Employee Satisfaction)の

向上に向けた様々な取り組みを実施しておりま

す。また、業務合理化を目的とした統合業務パッ

ケージ（ERP)の導入に向けて、業務改革・ＥＲ

Ｐ委員会を立ち上げました。

　中間財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、当該継続企業の前提に関する重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反映しており

ません。 

⑦能力成果型人事制度に基づく公正な人事評価

と人材教育に力を注ぎ、活気とチャレンジ精神

に満ち溢れた企業文化に変革させるための工夫

をしてまいります。

　財務諸表は、継続企業を前提として作成され

ており、当該継続企業の前提に関する重要な疑

義の影響を財務諸表には反映しておりません。 

－ 56 －



中間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．資産の評価基準および評価

方法

(1) 有価証券

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

その他有価証券

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して

おります。）

その他有価証券

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し

ております。）

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しており

ます。）

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

製品

　個別法による低価法

(2）たな卸資産

製品

同左

(2）たな卸資産

製品

同左

原材料

　移動平均法による低価法

原材料

同左

原材料

同左

仕掛品

　個別法による低価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法による低価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

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

属設備を除く）については定額

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　　　　　　３～５０年

機械および装置　５～１０年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づく定

額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

（2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

（3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。

(1）社債発行費

同左

(1）社債発行費

同左

 ───── (2）株式交付費

　支出時に全額費用として処理

しております。 

─────

 ───── ───── (3）新株発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。

４．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

貸倒実績率等により、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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

－ 57 －



項目
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）

(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

給付債務および年金資産の見込

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。

　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（15年）による定率法によ

り翌事業年度から費用処理して

おります。

(3) 退職給付引当金

同左

(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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、計上しております。

数理計算上の差異は、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（15年）による定率法によ

り翌事業年度から費用処理して

おります。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備え

るため、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

――――― (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。なお、

平成18年３月31日付の取締役会

決議により、役員退職慰労金制

度を廃止したため、既に計上済

みの役員退職慰労引当金の全額

625,906千円を役員退職慰労引当

金戻入益として特別利益に計上

しております。

(5）製品保証引当金

保証期間中の製品に係る補修

費用の支出に備えるため、過去の

実績を基礎に売上に対応する補修

費用の見積額を計上しております。

(5）製品保証引当金

同左

(5）製品保証引当金

同左

 ５．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

６．外貨建の資産および負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、中間決算

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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日

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。　
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項目
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）

７．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

　為替予約については、振当処理

を採用しております。

　特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採

用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約および

　　　　　　　 金利スワップ

ヘッジ対象：貸付金の為替相

　　　　　　　 場の変動および

　　　　　　　 借入金の金利

③　ヘッジ方針

為替相場および金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であ

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については振当処理

を採用しているため、また金利ス

ワップについては、特例処理を採

用しているため、ヘッジの有効性

評価は省略しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

 

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

 

③　ヘッジ方針

同左

 

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 ①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

 

 

 

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

 

 ③　ヘッジ方針

同左

 

 

 

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．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

消費税等の処理方法

　消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等および仮受

消費税等は相殺のうえ、未収消費

税等で処理しており、未収消費税

等は流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。
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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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

 　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））および「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。

これにより営業損失および経常損失

は51,465千円減少し、税引前中間純

損失は2,237,462千円増加しておりま

す。

 　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

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）および「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13,070,129千円でありま

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。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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））および「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

引前当期純損失は2,106,000千円増加

しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。

 

 

─────
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表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）

　前中間期末まで、投資事業有限責任組合への出資持分（当

中間期末6,242千円）は、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、「証券取引法の一部を改正

する法律」（平成16年６月９日法律第97号　施行日平成16

年12月１日）に基づき、前事業年度末より投資その他の資

産の「投資有価証券」に含めて表示しております。

　なお、前中間期末の投資事業有限責任組合への出資持分

は9,764千円であります。

─────

 

 

 

 

 

（中間損益計算書）

─────

 

 

 

 

 

（中間貸借対照表）

─────

 

 

 

 

 

 

　「関係会社短期貸付金」は、前中間期まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しており

ます。

　なお、前中間期末の「関係会社短期貸付金」の金額は

660,755千円であります。

（中間損益計算書）

　当中間会計期間より「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日　実務対

応報告第19号）を適用しております。

　これにより、前事業年度まで新株の発行に係る費用は「新

株発行費」としておりましたが、当中間会計期間より「株式

交付費」としております。

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．有形固定資産の減価償

却累計額

          10,806,376千円                  11,049,387千円                  10,899,058千円

※２．担保資産及び担保付債

務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物    2,915,094千円

土地    2,209,657千円

　計    5,124,752千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

一年以内返済予定

長期借入金　　 　440,000千円

長期借入金　　 1,000,000千円

計　　　　 1,440,000千円

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物  2,736,622千円

土地   2,209,657千円

　計   4,946,279千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

一年以内返済予定

長期借入金　　   440,000千円

長期借入金　　   560,000千円

計　　　　 1,000,000千円

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物     2,822,150千円

土地    2,209,657千円

　計    5,031,808千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

一年以内返済予定

長期借入金　　   440,000千円

長期借入金　　   780,000千円

計　　　　 1,220,000千円

　３．偶発債務 保証債務 保証債務 保証債務
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項目
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）

　関係会社の金融機関よりの借入に

対し次のとおり債務保証を行ってお

ります。

　関係会社の金融機関よりの借入に

対し次のとおり債務保証を行ってお

ります。

　関係会社の金融機関よりの借入に

対し次のとおり債務保証を行ってお

ります。

株式会社バンディック

   504,000千円

TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.

  340,905千円 (5,091千シンガ

ポールドル)

   351,301千円

TOWA-Intercon Technology,Inc.

 1,777,083千円　　(15,700千米

ドル)

TOWA Europe GmbH

     8,162千円 (59千ユーロ)

株式会社バンディック

   450,000千円

TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.

   66,888千円   (900千シンガ

ポールドル)

  350,000千円

TOWA-Intercon Technology,Inc.

  554,130千円 　　(4,700千米

ドル)

TOWA Europe GmbH

    6,973千円 (46千ユーロ)

株式会社バンディック

   492,000千円

TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.

   341,079千円 (4,700千シンガ

ポールドル)

   351,301千円 

TOWA-Intercon Technology,Inc.

   669,579千円 　　(5,700千米

ドル)

TOWA Europe GmbH

     7,606千円 (53千ユーロ)

　上記のうち外貨建保証債務は中間

決算日の為替相場により円換算して

おります。

　

　上記のうち外貨建保証債務は中間

決算日の為替相場により円換算して

おります。

　

　上記のうち外貨建保証債務は決算

日の為替相場により円換算しており

ます。
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項目
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）

※４．コミットメントライン

契約

　当社は、資金調達の効率化および

安定化を図るため取引銀行12行と当

座貸越契約およびコミットメントラ

イン契約を締結しております。

　当中間会計期間末における当座貸

越契約およびコミットメントライン

契約に係る借入未実行残高は次のと

おりであります。

　当社は、資金調達の効率化および

安定化を図るため取引銀行５行と当

座貸越契約およびコミットメントラ

イン契約を締結しております。

　当中間会計期間末における当座貸

越契約およびコミットメントライン

契約に係る借入未実行残高は次のと

おりであります。

　当社は、資金調達の効率化および

安定化を図るため取引銀行５行と当

座貸越契約およびコミットメントラ

イン契約を締結しております。 

　当事業年度末における当座貸越契

約およびコミットメントライン契約

に係る借入未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越極度額およびコミット

メントライン契約の総額

         11,000,000千円

借入実行残高 10,200,000千円

差引額    800,000千円

当座貸越極度額およびコミット

メントライン契約の総額

               6,532,384千円

借入実行残高   5,332,384千円

差引額  1,200,000千円

当座貸越極度額およびコミット

メントライン契約の総額

                6,000,000千円

借入実行残高   4,800,000千円

差引額   1,200,000千円

※５．中間期末日（期末日）

満期手形

───── 　中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済

処理をしております。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　　　　　5,896千円

─────
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（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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息      16,142千円

受取配当金       31,088千円

ロイヤリティー       14,194千円

為替差益       66,174千円

受取利息      98,439千円

受取配当金      24,830千円

為替差益      32,591千円

受取利息      47,308千円

受取配当金      54,831千円

ロイヤリティー       43,082千円

為替差益     132,703千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息       91,693千円

社債利息      34千円

支払利息      131,517千円

社債利息        6,232千円

支払利息     175,451千円

社債利息     1,688千円

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目

製品保証引当金戻入益       13,000千円 貸倒引当金戻入益      20,857千円 投資有価証券売却益      153,059千円

役員退職慰労引当金戻

入益

   625,906千円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

減損損失    2,288,928千円

関係会社株式評価損      930,395千円

関係会社株式評価損     722,253千円 減損損失  2,288,928千円

構造改善特別損失  2,802,955千円

※５．減損損失 ※５．　　　　───── ※５．減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の

とおり減損損失を計上しました。 

 当期において、当社は以下のとおり減損

損失を計上しました。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

本社工場 

（京都市南区）

全グループ統

括業務・営業

業務施設・半

導体製造装置

の製造設備お

よび技術研究

業務施設 

土地、建物お

よび機械装置
1,404,796

京都東事業所 

（京都府綴喜郡　

宇治田原町）

半導体製造用

等精密金型の

製造設備およ

び技術研究業

務施設

土地、建物お

よび機械装置
596,607

九州事業所 

（佐賀県鳥栖市）

半導体製造用

等精密金型の

製造設備 

土地、建物お

よび機械装置
235,361

坂東記念研究所槙

島分室

（京都府宇治市）

技術研究業務

施設 

土地、建物お

よび機械装置
52,162

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

本社工場 

（京都市南区）

全グループ統

括業務・営業

業務施設・半

導体製造装置

の製造設備お

よび技術研究

業務施設 

土地、建物お

よび機械装置
1,404,796

京都東事業所 

（京都府綴喜郡　

宇治田原町）

半導体製造用

等精密金型の

製造設備およ

び技術研究業

務施設

土地、建物お

よび機械装置
596,607

九州事業所 

（佐賀県鳥栖市）

半導体製造用

等精密金型の

製造設備 

土地、建物お

よび機械装置
235,361

坂東記念研究所槙

島分室

（京都府宇治市）

技術研究業務

施設 

土地、建物お

よび機械装置
52,162

当社は、事業の種類別セグメントをもと

にグルーピングを行い、半導体製造装置事

業については当社および遊休資産（工場予

定地）を１つのグループとし、減損の兆候

を検討しました。 

その結果、当社において、土地・建物等

の時価が大幅に下落しましたので、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（2,288,928千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は、土地

961,349千円、建物1,052,906千円および機

械装置274,671千円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しており、将来キャッ

シュフローを2.6％で割り引いて算定して

おります。 

 

 

 

当社は、事業の種類別セグメントをもと

にグルーピングを行い、半導体製造装置事

業については当社および遊休資産（工場予

定地）を１つのグループとし、減損の兆候

を検討しました。 

その結果、当社において、土地・建物等

の時価が大幅に下落しましたので、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（2,288,928千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は、土地

961,349千円、建物1,052,906千円および機

械装置274,671千円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しており、将来キャッ

シュフローを2.6％で割り引いて算定して

おります。 
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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）

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産      289,357千円

無形固定資産     112,792千円

有形固定資産     212,596千円

無形固定資産      1,090千円

有形固定資産     543,523千円

無形固定資産      2,180千円

（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）

　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）

普通株式（注） 5,576 438 － 6,014

合計 5,576 438 － 6,014

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加438株は単元未満株式の買取による増加であります。
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①　リース取引

項目
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）

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および中間期末

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および中間期末

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および期末残高

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)

機械お
よび装
置

44,388 36,373 8,014

工具器
具およ
び備品

58,782 27,258 31,523

無形固
定資産

10,924 8,193 2,731

合計 114,094 71,825 42,269

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)

機械お
よび装
置

44,388 43,771 616

工具器
具およ
び備品

50,146 30,437 19,709

無形固
定資産

10,924 10,378 546

合計 105,459 84,587 20,871

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)

機械お
よび装
置

44,388 40,072 4,315

工具器
具およ
び備品

58,782 35,053 23,728

無形固
定資産

10,924 9,286 1,638

合計 114,094 84,412 29,682

（注）　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 なお、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     24,199千円

１年超     18,069千円

合計     42,269千円

１年内    12,282千円

１年超    8,589千円

合計   20,871千円

１年内    18,645千円

１年超    11,037千円

合計    29,682千円

（注）　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 なお、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．当中間期の支払リース料および減

価償却費相当額

３．当中間期の支払リース料および減

価償却費相当額

３．支払リース料および減価償却費相

当額

支払リース料     12,433千円

減価償却費相当

額
    12,433千円

支払リース料    11,867千円

減価償却費相当

額
  11,867千円

支払リース料   25,020千円

減価償却費相当

額
  25,020千円

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。

（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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 

（減損損失について）

同左 

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 

（減損損失について）

同左 

 

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価の

あるものはありません。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額    521円08銭

１株当たり中間純損失   233円07銭

１株当たり純資産額  522円47銭

１株当たり中間純利益   14円13銭

１株当たり純資産額   500円38銭

１株当たり当期純損失   272円04銭

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、１株当たり

中間純損失であり、また、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、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

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

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）

中間純利益（－は中間（当期）純損失）（千円） -4,838,003 352,140 -5,846,987

普通株主に属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益（－は中間（当期）純損

失）（千円）
-4,838,003 352,140 -5,846,987

期中平均株式数（株） 20,757,878 24,923,168 21,492,882

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

───── ───── ─────

（重要な後発事象）

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）

　平成17年11月９日開催の取締役会に

おいて、平成17年11月25日を払込期日

とする第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（転換社債型新株予約権付

社債間限定同順位特約付）の発行を決

議しました。

　なお、詳細については、連結財務諸

表における「重要な後発事象」に記載

のとおりであります。

―――――― 　平成18年３月31日開催の取締役会に

おいて、下記のとおり第三者割当によ

る新株式発行を決議し、平成18年４月

18日に払込が完了しました。この結果、

平成18年４月18日付で資本金は89億32

百万円、発行済株式総数は25,021,832

株となっております。

　なお、詳細については、連結財務諸

表における「重要な後発事象」に記載

のとおりであります
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