
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） 

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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 23円24銭 

３．配当状況 

※ 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に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。 

(財)財務会計基準機構会員

平成19年３月期 中間決算短信（非連結） 平成18年11月14日

上場会社名 ジェネシス・テクノロジー株式会社 上場取引所 東２ 

コード番号 2473 本社所在都道府県 兵庫県 

（URL http://www.gti.co.jp） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 三浦 雄三 

問合せ先責任者 役職名 取締役総務企画本部長 氏名 小松 伯正 ＴＥＬ   （0795）23－6840 

決算取締役会開催日 平成18年11月14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 株式会社神戸製鋼所（コード番号：5406） 親会社等における当社の議決権所有比率 26.4％

(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 6,549 5.3 226 △55.0 211 △54.5

17年９月中間期 6,218 － 504 － 465 －

18年３月期 12,973  1,135  1,032  

 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９月中間期 114 △53.3 15 71 15 64

17年９月中間期 246 － 38 45   －

18年３月期 587  90 70 89 96
（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 7,314,072株 17年９月中間期 6,400,000株 18年３月期 6,475,993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。なお、中間期の業
績開示は平成17年９月中間期より実施しているため、平成17年９月中間期の対前年中間期増減率については記載しておりません。 
⑤17年９月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、ストックオプション制度導入に伴う新株予約権残高がありまし
たが、当社株式は非上場・非登録であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

(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 12,372 7,708 62.3 1,053 86

17年９月中間期 10,592 5,551 52.4 867 35

18年３月期 12,502 7,664 61.3 1,048 21
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 7,314,880株 17年９月中間期 6,400,000株 18年３月期 7,311,910株

②期末自己株式数 18年９月中間期 120株 17年９月中間期 －株 18年３月期 90株

(3）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９月中間期 373 197 △858 373

17年９月中間期 △1,483 △344 1,083 286

18年３月期 △595 △2,069 2,296 661

 売 上 高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通 期 13,190 310 170

・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 － 10.00 10.00

19年３月期（実績） － －
7.50

19年３月期（予想） － 7.50
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１．企業集団の状況 
当社は、昭和62年12月に株式会社神戸製鋼所を含む４社合弁で設立されましたが、その当時、株式会社神戸製鋼所は新

規事業分野の一つとしてエレクトロニクス分野での事業展開を図っており、当社での半導体検査装置の販売および検査受

託事業は、同社のエレクトロニクス分野での事業展開の一翼として位置付けられました。 

しかしながらその後、株式会社神戸製鋼所は一部事業の売却等「事業の選択と集中」を行い、エレクトロニクス分野につ

いては同社の中心事業領域から外れることとなりました。 

 当社は現在、株式会社神戸製鋼所の関連会社でありますが、神戸製鋼所グループのいずれの事業に対しても特別な役

割・分担を果たしておらず、当社のみでの独立した事業として成り立っております。 

なお、株式会社神戸製鋼所との関係内容等は次のとおりであります。 

  

  

２．経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「誠実な企業市民として半導体先端分野において最適ソリューションを提供することにより、快適で豊か

な社会の創造に貢献する」ことを経営理念として掲げております。 

 この経営理念のもと、経営方針として「設計、テスト、アセンブリの技術を融合し、常にハイエンドな領域で市場

ニーズにマッチしたユニークかつオリジナリティのあるトータルソリューションを提供する事により、顧客のビジネ

スパートナーとして安定成長を目指す。また、全社員一人一人がプロフェッショナル集団として夢と生き甲斐を持つ

会社として発展する。」ことを定め、経営活動を行っております。 

  

（2）会社の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ひとつと考え、企業体質の強化と事業展開に向けた内部留保の

充実を勘案しながら、業績に見合った利益還元を行っていく所存であります。 

 なお、内部留保資金は企業体質の強化および今後の設備投資に有効活用し、将来の成長に向け努める所存でありま

す。 

  

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、幅広い投資者層の皆様に参加していただける環境整備が重要であると認識しており、株価水準や株主構成

の状況を把握しながら、必要に応じて検討を行っていく所存であります。  

  

（4）目標とする経営指標 

 当社は、収益性の面から売上高経常利益率、また、資金面からキャッシュ・フローを重要な指標としております。

 なお、資産の効率と株主資本の観点からＲＯＡ、ＲＯＥも今後、重要視してまいります。 

 具体的な中期目標数値として、売上高経常利益率 10％以上を目指しております。 

  

（5）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は前述の経営方針に基づき、中期経営計画（平成17年度～平成19年度）を策定し、「半導体テストハウス事業

と半導体設計事業が有機的に融合した事業体」を目指し、以下の経営戦略を推進してまいります。 

  

ａ．半導体テストハウス事業戦略 

 半導体テスト・アセンブリのアウトソーシング拡大に対応して、テスト・アセンブリ サービスでの一貫対応力

の強化とテストエンジニアリングサービス力の強化などを推進し事業拡大を図っていくとともに、テストで培った

知見を活用し、新たにコンタクト技術（検査装置と被測定デバイスとの電気的接続技術）関連でのビジネスへ取り

組んでいきます。 

  

ｂ．半導体設計事業戦略 

 ＩＰ（システムＬＳＩなどでの機能回路ブロック、搭載ソフトウェア等の設計資産）ビジネスの拡大とテストハ

ウス事業とのシナジーを生かしたターンキーサービスへの取り組みを拡大していきます。 

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容

議決権の所有又は

被所有割合（％） 
関係内容 

株式会社神戸製鋼所 神戸市中央区  233,313,248 

鉄鋼、アルミ・

銅、産業機械等の

製造販売  

被所有 26.4  

・役員の兼務２名 

・転籍役員７名  

・研究開発の委託 
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ｃ．全社戦略 

 ・テストハウスでの付加価値向上に向けて、新しいテスト技術・サービスの開発に取り組んでいきます。 

 ・コンプライアンス、リスク管理に対応したマネージメントシステムの充実に取り組んでまいります。 

  

（6）会社の対処すべき課題 

ａ．半導体テストハウス事業 

 半導体産業はデジタル家電向け等を中心として着実な成長が今後とも期待できるものと思われます。 

 また、半導体テストハウス事業についても、半導体メーカーの経営資源がＩＣの設計開発やウェハ処理工程へ重

点投入され、検査工程やアセンブリ等はアウトソーシング化が進むものと考えております。 

 しかしながら、半導体業界特有の景気変動でありますシリコンサイクルによる需要変動が想定されること、ま

た、競合他社の積極的な事業拡大、海外後工程メーカーの日本市場への展開、半導体メーカーの後工程部門による

外販事業拡大等により、日本国内での競争が激しくなることも考えられます。 

 以上の認識のもと、当社では、景気変動に備えた安定収益体質の構築、および競争の激化への対応策として、以

下の課題への取り組みを行っております。 

 ・ＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレー）駆動用ＩＣ分野での一貫サービスの拡大 

 ウェハテスト、アセンブリ、ファイナルテストを一括して提供する一貫サービスの強化を図っております。

 ・テスト開発から量産テストまでを含むテスト一貫受注の拡大 

 テスト開発要員の増強、半導体設計事業部門との協業等によるテスト開発力の一層の強化を図り、テスト一

貫受注の拡大に取り組んでおります。 

 ・現在のサービス対象以外の新規デバイスの取り込み 

 新規パッケージングタイプのデバイスの取り込み、車載用デバイスのマーケティング推進等により、サービ

ス対象デバイスの拡大を図ります。 

 ・ファウンドリー会社（注）およびファブレスメーカーからの受託ビジネスの拡大 

 水平分業化の進展によりテストおよびアセンブリのアウトソーシングのニーズが高まると見られるファウン

ドリー会社、ファブレスメーカー等からの受託ビジネスの拡大を図ります。 

 ・コストダウンの推進および需要変動への対応力強化 

 テスト操業の自動化推進、テスト生産性向上の推進、工場間でのテスター配置の最適化による効率化の推進

等により、採算性向上に向けたコストダウンおよび需要変動への対応力の強化を図ります。 

 ・コンタクト技術分野での新規メニューの商品化（周辺ビジネスへの進出） 

 テストサービスで培ったノウハウを生かせる分野であるコンタクト技術関連で、高周波特性、高位置精度等

で優れたプローブカードの商品化およびＣＳＨコーティング（導電性硬質薄膜技術）の各種コンタクト治具へ

の応用を目指しております。 

（注）ファウンドリー会社（Foundry） 

 半導体デバイスの前工程（ウェハ処理）の製造を請負う会社。 

  

ｂ．半導体設計事業 

 システムＬＳＩに代表されるように大規模化、複雑化するＬＳＩの設計では、今後アウトソーシング市場が拡大

していくものと思われますが、単純な受託設計では労務費の安い海外のソフトハウスも含め競争が激化することも

考えられます。従って当社では、これまでの受託設計サービス中心から、特定分野に絞ったＬＳＩおよびＩＰの製

品事業にシフトすべく、以下の課題への取り組みを行っております。 

 ・ＩＰ開発の強化 

 これまでのＤＳＰの受託開発で培った技術を活かして、音声、オーディオ、画像、通信等の分野向けを中心

とした半導体ソフトおよびハードのＩＰ開発の強化を図っております。 

 ・ターンキーサービスの推進 

 半導体の設計機能を核とし、当社の半導体テストハウス事業が持つテストおよびアセンブリサービス力を活

用、半導体の設計から半導体製品の供給まで一貫して提供するターンキーサービスビジネスの展開を進めてお

ります。 
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（7）親会社等に関する事項 

  

  

ｃ．親会社等との取引 

 該当事項はありません。 

  

ｄ．親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

 当社の事業は、神戸製鋼所の企業グループのいずれの事業に対しても特別な役割・分担を果たしておらず、当社

のみでの独立した事業として成り立っており、神戸製鋼所および同企業グループから当社の自由な事業活動を阻害

される状況にはないと考えております。 

 また、当社の役員には、経営陣強化および監査体制充実を目的として、非常勤取締役１名および非常勤監査役１

名が神戸製鋼所から就任しておりますが、取締役会および監査役会の半数に至る状況になく、その就任は当社から

の要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。さらに、管理職など

の重要な役職を含めた全従業員には神戸製鋼所および同企業グループからの出向者は一人も在籍しておりません。

 このような状況から、神戸製鋼所から特に経営・事業活動への影響等を受けることはなく、一定の独立性が確保

されていると認識しております。 

  

ｅ．当社の筆頭株主は日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社であり当社株式の 34.30％（議決権所有割合）

を所有しておりますが、同社は投資業務の一環として当社株式を取得しているため、親会社等には該当しておりま

せん。 

  

ａ．親会社等の商号  （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性 
親会社等の議

決権所有割合

親会社等が発行する株券が上場されてい

る証券取引所 

株式会社神戸製鋼所 

上場会社が他の会社の関連

会社である場合における当

該他の会社  

26.4 ％ 

株式会社東京証券取引所市場第一部  

株式会社名古屋証券取引所市場第一部  

株式会社大阪証券取引所市場第一部  

ｂ．親会社等との役員の兼務状況  

役職 氏名 親会社等での役職 就任理由 

非常勤取締役 山本 浩司 ㈱神戸製鋼所 経営企画部主任部員 経営陣強化のため 

非常勤監査役 今井 一雅 ㈱神戸製鋼所 経理担当部長 監査体制充実のため 
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３．経営成績及び財政状態 
（1）経営成績 

ａ．当中間会計期間の概況 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇などの懸念材料はあるものの、好調な企業収

益を背景に設備投資の増加、個人消費を中心とした民間需要にも支えられ、景気は引き続き回復基調を維持してま

いりました。当社の属する日本半導体業界につきましては、デジタル家電向ＩＣ増加等により、日本での生産金額

は前年同期比増加傾向となりましたが当社の主要需要分野であるＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレー）駆動

用ＩＣについては、在庫調整の影響等により前年同期比減少傾向となりました。このような状況のもと、半導体テ

ストハウス事業におけるテスト分野については、ＦＰＤ駆動用ＩＣの需要減や価格下落の影響があったものの、ロ

ジックＩＣ関連の売上が堅調に推移したため、当中間期の売上高は前年同期比増加いたしました。しかしながらア

センブリ分野についてはＦＰＤ駆動用ＩＣの需要減や価格下落の影響から、当中間期の売上高は前年同期比減少を

余儀なくされました。なお半導体設計事業においては、受託設計案件を中心に受注、売上とも順調に推移しまし

た。 

 このような結果、当社の中間期の売上高は 6,549百万円（前年同期比 5.3％増）となりました。また将来の発展

に向けた設備投資の継続実行等による固定費の増加があり、営業利益は 226百万円（前年同期比 55.0％減）、経

常利益は 211百万円（前年同期比 54.5％減）、中間純利益は 114百万円（前年同期比 53.3％減）となりました。

  

ｂ．通期の見通し 

 当社を取り巻く市場環境につきましては、半導体テストハウス事業において、ロジックＩＣは引き続き堅調な需

要の下、好調に推移すると見込んでおりますが、ＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレー）駆動用ＩＣは、引き

続き在庫調整が継続する等、第３四半期一杯までは低迷を余儀なくされる見通しです。また、価格面においても引

き続き下落傾向が継続する事が予想されます。なお、半導体設計事業においては受託案件を中心に堅調に推移する

見通しです。 

 このような状況を踏まえ、通期見通しにつきましては、前回予想を下方修正し、売上高 13,190百万円、経常利

益 310百万円、当期純利益 170百万円と見込んでおります。 

  

（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、営業活動によるキャッシュ・フロー

が 373百万円の収入、また、投資活動によるキャッシュ・フローも 197百万円の収入となりましたが、財務活動によ

るキャッシュ・フローで 858百万円の支出となった結果、前事業年度末に比べ 288百万円減少(前期比 43.5％減)

し、当中間会計期間末には 373百万円となりました。 

 また、当中間会計期間中における各キャッシュ・フロー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 373百万円となりました。 

 これは主に、売上債権が 213百万円の増加となったものの税引前中間純利益で 215百万円、減価償却費で 423百

万円の資金を得たこと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） 

 投資活動の結果得られた資金は 197百万円となりました。 

 これは主に、固定資産の取得により 313百万円の支出がありましたが、定期預金の満期に伴う 500百万円の払戻

があったこと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） 

 財務活動の結果減少した資金は 858百万円となりました。 

 これは主に、短期借入金の純減少額 530百万円および長期借入金を 245百万円返済したことによるものでありま

す。 

  

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額（期末株価終値×期末発行済株式総数）／総資産 

  平成17年３月期 平成18年３月期 
平成18年９月 

中間期  

自己資本比率 58.2 ％ 61.3 ％ 62.3 ％ 

時価ベースの自己資本比率 － ％ 102.4 ％ 66.0 ％ 

債務償還年数 0.6 年 － 年 1.9 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 64.4 － 33.0 
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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 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表（中間貸借対

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。 

※平成18年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業活動によるキャッシ

ュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

（3）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると思われる主な事項を記載しております。 

 また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の判断上、重要であると考えられる事項につ

いては、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能

性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針であります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。 

  

ａ．業界の特徴について 

 半導体産業は、パソコン、携帯電話、デジタル家電等の成長および自動車のエレクトロニクス化などにより、今

後とも着実な成長が期待されておりますが、一方で、シリコンサイクルと言われる特有の景気変動があり、需要の

変動は激しく、テストおよびアセンブリのビジネスについても、その影響を受けることが考えられます。 

 一方、半導体メーカーによるテストおよびアセンブリのアウトソーシング化につきましては、半導体メーカーの

経営資源がＩＣの設計開発やウェハ処理工程へ重点投入され、テストやアセンブリはアウトソーシングする傾向が

今後も続くものと認識しております。しかしながら、アウトソーシング化が進展しなかった場合、および半導体メ

ーカーの生産量が減少し、半導体メーカーが自社内のテストおよびアセンブリを優先した場合には、当社の業績が

影響を受ける可能性があります。 

  

ｂ．当社の業績の推移 

 最近では平成14年３月期がシリコンサイクルにおける半導体産業の不況期にあたり、こうした環境のなかで当社

の業績も悪化いたしました。当社ではこの業績悪化に対する収益改善策として、要員の合理化、固定費の変動費化

などの、コスト構造の強化に努めるとともに、テストエンジニアリングサービスの拡充など技術サービス力の強化

に努めました。その結果、平成15年３月期には黒字転換することが出来ました。 

 但し、シリコンサイクルという半導体産業の景気変動の影響は回避できないと考えており、不況期には当社の業

績が悪化する可能性があります。 

  

ｃ．競合の状況 

 当社は半導体テストのアウトソーシングの市場を事業領域としており、この市場は半導体メーカーの後工程関連

子会社以外の独立系テストハウスで構成されております。今後、アウトソーシングニーズの拡大の中で、競合他社

の事業拡大、海外後工程メーカーの日本市場への進出、半導体メーカーの後工程部門による外販事業（アウトソー

シング市場）への参入等が進み、競争が激しくなることも考えられます。当社としても競争力の維持強化に向け

て、コストダウンや技術力の強化を図ってまいりますが、半導体テストのアウトソーシング市場における競合先と

の競争が激化した場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

ｄ．半導体メーカーの生産拠点の海外シフト 

 ウェハ処理工程については今後も国内での生産増強が期待されており、また、液晶駆動用ＩＣなどのアセンブリ

についても微細化の動きの中で技術が高度化していくため、日本国内での生産は今後も継続すると考えておりま

す。ただし、一方でＳＯＰ、ＱＦＰ等生産技術難易度の低い製品の後工程（アセンブリおよびファイナルテスト）

については、国内の一部半導体メーカーでは生産工場の海外展開の動きがあり、国内のアウトソーシング市場への

影響も考えられます。その影響が急激な場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

 過去の業績推移 （単位：百万円） 

  
第15期 

 (平成14年３月期) 

第16期 

 (平成15年３月期)

第17期 

 (平成16年３月期)

第18期 

 (平成17年３月期)

第19期 

 (平成18年３月期) 

第20期  

(平成18年９月中間期)

売上高 7,654 10,540 11,428 11,261 12,973 6,549 

経常損益 △3,113 1,338 1,816 946 1,032 211 

当期純損益 △3,427 1,194 1,796 539 587 114 
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ｅ．設備投資に関するリスク 

 半導体テストハウス事業においては、ＩＣ製品の技術進化に伴い、顧客のテストニーズに対応して最先端の高性

能なテスター、プローバー、ハンドラーなどの設備導入が必要となります。当社としては、将来の技術動向および

顧客動向を把握した上で、設備の導入を推進しております。ただし、技術動向が急激に変化し、実施した設備投資

が技術動向と異なった場合、あるいは顧客動向が急激に変化した場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があ

ります。また、当社が投資資金を十分に確保できず、設備の導入が必要な時期に設備投資を実施できなかった場合

には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

ｆ．テスト技術の変化 

 ＤＦＴ（注）の進展等によりテストの簡易化（一部のテスト項目はテスターを使用せずテストするなど）などの

テスト手法の変化が将来起こる可能性があります。従いまして、当社としては、テスターメーカーや半導体メーカ

ーとの技術交流などを通して半導体技術の動向を常に把握し、新しい技術の早期吸収等、テスト技術の変化への対

応を推進して行きます。ただし、技術の変化が急激な場合などにおいては、当社の業績が影響を受ける可能性があ

ります。 

（注）ＤＦＴ（Design For Testability） 

 テスト容易化設計のことで、ＩＣの設計段階において、自己診断回路の利用等による不良検出率の向上と検

査コストの削減を目的とした設計を行うことです。 

  

ｇ．品質管理について 

 当社では、顧客である半導体メーカーから回路形成後のウェハまたはアセンブリ後のＩＣ製品を預かり、それら

の検査およびアセンブリを行っております。従いまして、預かり期間中における当社内での工程ミスによる破損ま

たは不良品出荷に対する損害賠償のリスクを抱えておりますが、現在までのところ、預かり品の破損や不良品出荷

による損害発生額は少額（平成17年３月期 ５百万円、平成18年３月期 ３百万円、平成18年９月中間期 ０百万

円）であります。但し、徹底した品質管理にも拘らず、当社内での工程ミスによる破損または不良品出荷により顧

客に重大な損害が生じ、損害賠償の請求を受けた場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

ｈ．西脇工場および九州工場の賃貸借契約について 

 当社の西脇工場の土地および建物は、神鋼商事株式会社との賃貸借契約に基づき当社が借り受けて使用している

ものであり、その賃貸借契約において、平成20年１月までの賃借義務、契約終了後の建物の買取りまたは賃借継続

の義務、および契約期間途中での退去の場合の違約金として最大で残存期間分賃料の支払義務が規定されておりま

す。 

 当社の九州工場の土地および建物は、株式会社日出ハイテックとの賃貸借契約に基づき当社が借り受けて使用し

ているものであり、その賃貸借契約において、平成28年８月（一部の建物は平成18年10月および平成22年６月）ま

での賃借義務および契約期間途中での退去の場合の違約金として残存期間分賃料（一部の建物は残存期間分賃料の

３分の２の金額）の支払義務が規定されております。 

 従いまして、それぞれの工場について、賃貸借契約期間中に契約解除の必要性が出てきた場合には、違約金の支

払により当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

ｉ．シンジケートローン契約における財務制限条項 

 当社は、平成17年９月に、株式会社東京三菱銀行（注１）をアレンジャー(注２)およびエージェント（注３）と

し、株式会社東京三菱銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行および株式会社みなと銀行を貸付人とす

る、組成金額 20億円、コミットメント期間２年のシンジケートローン契約を締結しております（平成18年９月中

間期の借入残高は 710百万円）。 

 このシンジケートローン契約における財務制限条項の主な内容は以下のとおりであり、従いまして、当社がこれ

らの財務制限条項を守れなかった場合には、代替ローンの導入による金利負担の増加等の恐れがあり、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

①各年度の決算期末日における純資産額が対前年同期比 75％以上であること。 

②２年連続して経常損失を計上しないこと。 

（注１） 株式会社東京三菱銀行 

 平成18年１月１日を期日として株式会社ＵＦＪ銀行と合併し、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に商号を変

更しております。 

（注２） アレンジャー 

 シンジケーションの内容の立案、参加行の募集、契約書の作成等、主に契約書が調印されるまでの間、

案件の組成全般に携わる役目を担います。 

- 7 -



（注３）エージェント 

 契約後、最終期日までの元利金の支払事務、借入人とシンジケート団の連絡の取り纏め等、契約期間内

の事務管理を請負います。 

  

ｊ．金利の上昇 

 平成18年９月中間期における当社の支払利息は 11百万円、支払リース料における支払利息相当額は 58百万円で

あり、総額 69百万円が当社の実質的な金利負担額であります。 

 従いまして、今後金利が大幅に上昇した場合には、新規リース契約のリース料における金利相当額の増大等によ

り、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

ｋ．知的所有権について 

 当社では、必要に応じて、研究開発活動に関わる特許やその他知的所有権を確保する方針であります。 

 これまで当社は、知的所有権に関して他社の知的所有権を侵害したとして、損害賠償や使用差止の請求を受けた

ことはありません。しかしながら、今後、当社の事業分野における第三者の特許等が成立し登録された場合もしく

は当社が認識していない特許等が成立している場合等、当該第三者から損害賠償や使用差止、あるいは当該特許等

に関する対価の支払等の請求を受けた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

ｌ．今後の事業展開について 

 当社は、これまで半導体テストハウス事業として半導体のテストおよびアセンブリによって事業の拡大を図って

まいりましたが、景気変動に対応した収益基盤の強化および半導体テストハウス事業を核とした受託サービスの充

実を狙って、平成16年４月には半導体設計事業に進出いたしました。また、半導体テストハウス事業についても、

検査装置と被測定デバイスとの電気的接続技術であるコンタクト技術関連の新規メニュー商品化に向けた研究開発

に取り組んでおります。今後は、これまで培ってきた半導体関連技術をベースに、さらに幅広い分野での事業展開

を行っていく方針であります。 

 新規事業への進出にあたっては、その性質上、予測とは異なる状況が発生するなどにより、計画通りに事業展開

ができずに、当社全体の業績に影響を与える可能性があります。また、現時点において当該事業が当社の業績に与

える影響を確実に予測することは不可能であり、投資コストを回収できない可能性があります。 

  

ｍ．利益還元の方針 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと考え、企業体質の強化と事業展開に向けた内部留保

の充実を勘案しながら、業績に見合った利益還元を行っていく方針でありますが、当社の業績によっては配当でき

ない可能性があります。 

  

ｎ．ストックオプションの行使による株式の希薄化について 

 当社は、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、株主を重視した経営を一層推進することを狙

いとしてストックオプション制度を導入しており、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、平成15

年12月12日開催の臨時株主総会の特別決議を受け、新株予約権（ストックオプション）を当社取締役、当社監査役

および当社従業員に対して付与しております。平成18年９月30日現在、同ストックオプションによる潜在株式

は 105千株であり、発行済株式総数 7,315千株の 1.44％に相当しております。付与された新株予約権の行使によ

る新株発行は、当社株式の１株当たり価値の希薄化や株式売買の需給バランスへの影響をもたらし、株価形成に影

響を与える可能性があります。 

  

ｏ．日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社との関係について 

 平成18年９月30日現在における当社発行済株式総数 7,315千株のうち、投資会社である日興プリンシパル・イン

ベストメンツ株式会社が所有している株式数は 2,509千株であり、発行済株式総数に対する割合は 34.30％であり

ます。一般に、投資会社が未公開株式に投資を行う目的は、公開後に当該株式を売却してキャピタルゲインを得る

ことであるため、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社は、所有する当社の株式を売却することが想定さ

れます。また、大量の株式の売却が行われた場合、当社株式の市場価格に影響を与える可能性があります。 
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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９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

対前中間期
比 

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
（％）

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 

  286,749   1,073,479 786,730 1,861,514 

２．受取手形   9,124   24,801 15,676 6,037 

３．売掛金   4,463,961   4,903,749 439,788 4,709,402 

４．たな卸資産   263,338   275,132 11,794 228,679 

５. 繰延税金資
産 

  200,393   205,148 4,755 215,743 

６．その他   188,299   180,488 △7,811 145,668 

７．貸倒引当金   △4,443   △4,916 △472 △4,674 

流動資産合計    5,407,423 51.0 6,657,884 53.8 1,250,460   7,162,371 57.3

          

Ⅱ 固定資産         

(1）有形固定資
産 

※１       

１．建物   2,146,517   2,341,539 195,022 2,068,561 

２．機械及び
装置 

  1,605,328   1,566,314 △39,013 1,587,109 

３．工具器具
備品 

  505,268   503,421 △1,847 495,329 

４．その他   43,551   175,630 132,079 133,819 

有形固定資
産合計 

  4,300,665   4,586,906 286,241 4,284,819 

(2）無形固定資
産 

  367,352   531,200 163,847 489,216 

(3）投資その他
の資産 

        

１．繰延税金
資産 

  341,815   415,733 73,917 382,501 

２．その他   175,406   180,709 5,303 184,051 

投資その他
の資産合計  

  517,221   596,442 79,220 566,553 

固定資産合計    5,185,239 49.0 5,714,549 46.2 529,310   5,340,589 42.7

資産合計    10,592,662 100.0 12,372,433 100.0 1,779,771   12,502,961 100.0 
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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） 

対前中間期
比 

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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   364,352   389,822 25,469 294,502 

２．短期借入金   1,740,000   810,000 △930,000 1,340,000 

３．1年以内返済
予定の長期
借入金 

  502,600   243,500 △259,100 489,250 

４．未払金   597,776   1,134,137 536,360 811,814 

５．未払法人税
等 

  197,000   143,000 △54,000 277,000 

６．賞与引当金   372,349   388,681 16,331 387,656 

７．その他 ※２ 213,734   267,609 53,874 238,716 

流動負債合計    3,987,813 37.6 3,376,750 27.3 △611,062   3,838,940 30.7

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   237,950   － △237,950 － 

２．退職給付引
当金 

  725,875   898,159 172,283 822,843 

３．役員退職慰
労引当金 

  77,647   92,333 14,685 84,990 

４．長期未払金   12,330   296,314 283,983 91,734 

固定負債合計    1,053,804 10.0 1,286,806 10.4 233,002   999,568 8.0

負債合計    5,041,617 47.6 4,663,556 37.7 △378,060   4,838,508 38.7

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金    1,900,000 17.9 － △1,900,000   2,632,600 21.1

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金   1,500,000   － △1,500,000 2,539,680 

資本剰余金合
計 

   1,500,000 14.2 － △1,500,000   2,539,680 20.3

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金   12,000   － △12,000 12,000 

２．中間（当
期）未処分
利益 

  2,139,045   － △2,139,045 2,480,343 

利益剰余金合
計 

   2,151,045 20.3 － － △2,151,045   2,492,343 19.9

Ⅳ 自己株式    － － － － －   △171 △0.0

資本合計    5,551,045 52.4 － － △5,551,045   7,664,452 61.3

負債資本合計    10,592,662 100.0 － － △10,592,662   12,502,961 100.0 
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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） 

対前中間期
比 

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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金    － －  2,633,950 21.3 2,633,950  
  
－ 

  
－ 

２ 資本剰余金             

(1）資本準備
金  －   2,541,030   2,541,030 －   

資本剰余金
合計   － －  2,541,030 20.5 2,541,030  － － 

３ 利益剰余金             

(1）利益準備
金  －   12,000   12,000 －   

(2）その他利
益剰余金               

繰越利益
剰余金  －   2,522,106   2,522,106 －   

利益剰余金
合計    － －  2,534,106 20.5 2,534,106  － － 

４ 自己株式    － －  △209 △0.0 △209  － － 

株主資本
合計    － －  7,708,877 62.3 7,708,877  － － 

純資産合計   － －  7,708,877 62.3 7,708,877  － － 

負債純資産合
計   － －  12,372,433 100.0 12,372,433  － － 
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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） 

対前中間
期比 

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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    6,218,187 100.0 6,549,939 100.0 331,751   12,973,053 100.0 

Ⅱ 売上原価    5,075,965 81.6 5,670,290 86.6 594,324   10,618,166 81.8

売上総利益    1,142,222 18.4 879,649 13.4 △262,572   2,354,886 18.2

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

   637,668 10.3 652,675 9.9 15,006   1,219,026 9.4

営業利益    504,553 8.1 226,973 3.5 △277,579   1,135,860 8.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,406 0.0 1,616 0.0 △789   4,180 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  41,274 0.6 16,689 0.3 △24,584   107,934 0.8

経常利益    465,685 7.5 211,901 3.2 △253,784   1,032,106 8.0

Ⅵ 特別利益 ※３  ─ ─ 4,401 0.1 4,401   727 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  41,000 0.7 583 0.0 △40,416   41,980 0.4

税引前中間
（当期）純利
益 

   424,685 6.8 215,719 3.3 △208,965   990,853 7.6

法人税、住民
税及び事業税 

  181,002   123,475  461,908 

法人税等調整
額 

  △2,368 178,634 2.8 △22,636 100,838 1.5 △77,796 △58,404 403,503 3.1

中間（当期）
純利益 

   246,051 4.0 114,881 1.8 △131,169   587,349 4.5

前期繰越利益    1,892,994 －    1,892,994

中間（当期）
未処分利益 

   2,139,045 －    2,480,343
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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） 

（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。 

 

株主資本 

純資産合計
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 繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,632,600 2,539,680 2,539,680 12,000 2,480,343 2,492,343 △171 7,664,452 7,664,452 

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 1,350 1,350 1,350         2,700 2,700 

剰余金の配当（注）         △73,119 △73,119   △73,119 △73,119 

中間純利益         114,881 114,881   114,881 114,881 

自己株式の取得             △37 △37 △37 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
1,350 1,350 1,350 － 41,762 41,762 △37 44,424 44,424 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 2,522,106 2,534,106 △209 7,708,877 7,708,877 
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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） 

対前中間期比 

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） 
増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間（当期）
純利益 

  424,685 215,719 △208,965 990,853

減価償却費   462,134 423,192 △38,942 938,526

貸倒引当金の増加額   2,195 241 △1,953 2,426

賞与引当金の増加額   7,121 1,024 △6,096 22,428

退職給付引当金の増
加額 

  63,313 75,316 12,002 160,280

役員退職慰労引当金
の増加額 

  7,342 7,342 － 14,685

受取利息   △0 △257 △256 △94

支払利息   16,335 11,063 △5,272 30,335

固定資産廃却損   30,268 56 △30,212 31,205

固定資産売却損   10,164 503 △9,660 10,164

固定資産売却益   － △4,401 △4,401 △727

売上債権の増加額   △2,201,086 △213,111 1,987,975 △2,443,440

たな卸資産の増加額   △128,532 △46,452 82,079 △93,873

仕入債務の増加額   235,428 95,319 △140,108 165,578

未払消費税等の増加
額（△減少額） 

  17,341 △19,912 △37,253 38,938

その他   16,078 111,711 95,632 217,270

小計   △1,037,209 657,356 1,694,566 84,557

利息の受取額   0 257 256 94

利息の支払額   △16,182 △11,313 4,869 △30,386

法人税等の支払額   △429,698 △273,135 156,563 △649,757

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,483,089 373,164 1,856,254 △595,491
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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） 

対前中間期比 

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） 
増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入によ
る支出 

  － － － △1,200,000

定期預金の払戻によ
る収入 

  － 500,000 500,000 －

投資有価証券の取得
による支出 

  － － － △5,000

固定資産の取得によ
る支出 

  △356,289 △313,779 42,509 △883,407

固定資産の売却によ
る収入 

  12,238 10,800 △1,438 18,418

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △344,051 197,020 541,071 △2,069,989

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（△減少額） 

  1,390,000 △530,000 △1,920,000 990,000

長期借入金の返済に
よる支出 

  △251,300 △245,750 5,550 △502,600

長期未払金の増加に
よる収入 

  － － － 99,750

長期未払金の返済に
よる支出 

  △7,434 △12,614 △5,179 △14,887

株式の発行による収
入 

  － 2,700 2,700 1,772,280

自己株式の取得によ
る支出 

  － △37 △37 △171

配当金の支払額   △48,000 △72,517 △24,517 △48,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,083,265 △858,219 △1,941,485 2,296,370

Ⅳ 現金及び現金同等物の
減少額 

  △743,875 △288,034 455,840 △369,110

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,030,624 661,514 △369,110 1,030,624

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※ 286,749 373,479 86,730 661,514
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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 

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

及び評価方法 

(1）有価証券 

───── 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価基準 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

① 原材料 

 総平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

① 原材料 

同左 

(3）たな卸資産 

① 原材料 

同左 

  ② 仕掛品 

 半導体テストハウス事

業は総平均法による原価

法、半導体設計事業は個

別法による原価法であり

ます。 

② 仕掛品 

同左 

② 仕掛品 

同左 

  ③ 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

③ 貯蔵品 

同左 

③ 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 

 機械及び装置は定率法、

その他の有形固定資産は定

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（附属設備）15年 

機械及び装置  ５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）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理

方法 

───── ───── 新株発行費 

支出時に全額費用処理して

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によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 
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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） 

  (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 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務の見込額に基づ

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年

度の発生額について発生年

度に費用処理することとし

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、当期末における退

職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

 数理計算上の差異は各年

度の発生額について発生年

度に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給

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給

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。 

５．外貨建ての資産

及び負債の本邦通

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。 

 外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

６．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 

７．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。な

お、特例処理の要件を満た

している金利スワップにつ

いては特例処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

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 

ヘッジ手段…金利スワッ

プ取引 

ヘッジ対象…借入金の利

息 

 なお、当中間会計期間末

においては、残高はありま

せん。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワッ

プ取引 

ヘッジ対象…借入金の利

息 

 なお、当事業年度末にお

いては、残高はありませ

ん。 
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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） 

  (3）ヘッジ方針 

 借入金の将来の金利市場

における利率上昇による変

動リスクを回避する目的で

利用しております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計また

は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の

累計または相場変動を半期

ごとに比較し、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。ただし、特例処理によ

っている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省

略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．中間キャッュ・

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

能な預金および容易に換金可

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ヵ月以内

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 

９．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 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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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））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。 

  

 ―――――――― 

（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））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） 

 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」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 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

会計基準委員会 平成17年12月９日  

企業会計基準適用指針第８号)を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は7,708,877千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間末における

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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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

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．有形固定資産の減価償却累計

額      19,141,538千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額       19,708,694千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額      19,433,628千円 

※２．消費税等の取り扱い 

 仮払消費税等および仮受消費

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。 

※２．消費税等の取り扱い 

同左 

※２．  ────── 

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 

受取利息 0千円

受取補償金 1,311千円

受取利息 132千円

受取補償金 337千円

受取雇用助成金  1,018千円

受取利息 94千円

受取補償金等 1,682千円

受取雇用助成金  2,176千円

※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 16,335千円

支払手数料 20,835千円

支払利息 11,063千円

支払手数料 3,205千円

支払利息 30,335千円

支払手数料 17,092千円

株式上場関連費

用 

 34,150千円

新株発行費  18,447千円

※３．   ────── ※３．特別利益 ※３．特別利益 

 固定資産売却益 4,401千円 固定資産売却益 727千円

※４．特別損失 ※４．特別損失 ※４．特別損失 

固定資産廃却損 30,836千円

固定資産売却損 10,164千円

固定資産廃却損 79千円

固定資産売却損 503千円

固定資産廃却損 31,816千円

固定資産売却損 10,164千円

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産 417,796千円

無形固定資産 44,338千円

有形固定資産 377,994千円

無形固定資産 45,197千円

有形固定資産 849,087千円

無形固定資産 89,439千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加3,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加30株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 （注）１ 7,312,000 3,000 － 7,315,000 

合計 7,312,000 3,000 － 7,315,000 

自己株式     

普通株式 （注）２ 90 30 － 120 

合計 90 30 － 120 

３．配当に関する事項  

（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６月28日 

定時株主総会 
普通株式 73,119 10.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

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） 

※ 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 

（平成17年９月30日現在） 

※ 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 

（平成18年９月30日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 286,749千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
－千円

現金及び現金同等物 286,749千円

現金及び預金勘定 1,073,479千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△700,000千円

現金及び現金同等物 373,479千円

現金及び預金勘定 1,861,514千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△1,200,000千円

現金及び現金同等物 661,514千円
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① リース取引 

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．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 

(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 

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間 
期末残高 
相当額 

機械及
び装置 

8,521,096 3,306,227 5,214,868 

工具器
具備品 

35,509 19,539 15,970 

車 両 
運搬具 

2,866 812 2,054 

ソフト
ウェア 

69,278 26,289 42,989 

合計 8,628,751 3,352,868 5,275,882 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間 
期末残高 
相当額 

機械及
び装置 

11,431,654 4,045,306 7,386,347

工具器
具備品 

40,687 26,721 13,966

車 両 
運搬具 

2,866 1,385 1,481

ソフト
ウェア 

61,622 32,419 29,203

合計 11,536,831 4,105,832 7,430,998

取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

機械及
び装置 

10,308,308 4,270,882 6,037,426

工具器
具備品 

52,278 34,674 17,603

車 両 
運搬具 

2,866 1,098 1,767

ソフト
ウェア 

61,622 25,908 35,713

合計 10,425,076 4,332,564 6,092,511

(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 1,715,134千円

１年超 3,701,605千円

合計 5,416,740千円

１年内 2,270,127千円

１年超 5,422,463千円

合計 7,692,590千円

１年内 1,931,021千円

１年超 4,335,456千円

合計 6,266,478千円

(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、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(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 892,830千円

減価償却費相当額 856,625千円

支払利息相当額 48,672千円

支払リース料 1,154,776千円

減価償却費相当額 1,156,237千円

支払利息相当額 58,595千円

支払リース料 1,900,532千円

減価償却費相当額 1,843,978千円

支払利息相当額 99,325千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 496,524千円

１年超 912,420千円

合計 1,408,944千円

１年内 565,891千円

１年超 850,934千円

合計 1,416,825千円

１年内 521,405千円

１年超 959,155千円

合計 1,480,561千円
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② 有価証券 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

③ デリバティブ取引 

④ 持分法投資損益 

 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）および前事業年度（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。 

⑤ ストック・オプション等 

 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）、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）および前事業年度（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。 

  

 

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） 

 貸借対照表計上額  貸借対照表計上額  貸借対照表計上額 

その他有価証券    

非上場株式 －千円  5,000千円  5,000千円 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

 中間期末残高がないため、該当事

項はありません。 

同左 

  

 期末残高がないため、該当事項は

ありません。 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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 867.35円

１株当たり中間純利益

金額 
38.45円

１株当たり純資産額 1,053.86円

１株当たり中間純利益

金額 
15.71円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
15.64円

１株当たり純資産額 1,048.21円

１株当たり当期純利益

金額 
90.70円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
89.96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、ス

トックオプション制度導入に伴う

新株予約権残高がありますが、当

社株式は非上場・非登録であり、

期中平均株価が把握できませんの

で記載しておりません。 

  

  
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株当たり中間（当期）純

利益金額 
      

中間（当期）純利益金額 

（千円） 
246,051 114,881 587,349 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

（うち利益処分による役員

賞与金） 
(－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円） 
246,051 114,881 587,349 

普通株式の期中平均株式数 

（千株） 
6,400 7,314 6,475 

        

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額 

（千円） 
－ － － 

普通株式増加数 

（千株） 
－ 33 52 

（うち新株予約権） (－) (33) (52) 

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）純利益金

額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の

数602個） 

－ － 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は製造原価によっております。 

３．半導体テストハウス事業は、サービスの提供にあたり製品の生産を行っていないため、生産実績について記載

すべき事項はありません。 

  

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．半導体テストハウス事業は、概ね受注から納品までの期間が短く、受注管理を行う必要が乏しいため、受注高

および受注残高についての記載を省略しております。 

  

 （注）１．最近２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。 

（注）１．神鋼商事株式会社は商社であり同社向けの販売については、最終顧客は全て半導体メーカー

であります。 

   ２．当中間会計期間の沖電気工業株式会社の販売実績及び総販売実績に対する割合につきまして

は、総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載を省略しております。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(1）生産実績  

事業部門 
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） 

半導体設計事業（千円） 203,524 296,138 488,888 

(2）受注状況  

事業部門 

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） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

半導体設計事業 252,427 45,795 372,752 77,310 571,468 17,520 

(3）販売実績  

事業部門 

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） 

金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％)

半導体テス

トハウス事

業 

テスト 4,651,114 74.8 5,167,806 78.9 9,784,862 75.4 

アセンブリ 1,348,806 21.7 1,069,170 16.3 2,622,607 20.2 

小計 5,999,921 96.5 6,236,976 95.2 12,407,470 95.6 

 半導体設計事業 218,266  3.5 312,962  4.8 565,583  4.4 

合計 6,218,187 100.0 6,549,939 100.0 12,973,053 100.0 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社東芝 1,173,965 18.9 1,195,470 18.3 

神鋼商事株式会社 888,485 14.3 1,109,091 16.9 

ソニーセミコンダクター

九州株式会社 
968,834 15.6 1,108,161 16.9 

沖電気工業株式会社 1,065,249 17.1 － － 
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