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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 10,645 (114.5) 1,247 (  －  ) 1,134 (  －  )

17年９月中間期 4,962 (△50.4) △1,048 (  －  ) △1,124 (  －  )

18年３月期 11,033 △881 △1,025

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 926 (  －  ) 41 45

17年９月中間期 △1,571 (  －  ) △73 35

18年３月期 △1,436 △66 78

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 22,347,263株 17年9月中間期 21,420,219株 18年3月期  21,503,885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 28,392 9,659 34.0 413 54

17年９月中間期 20,028 7,565 37.8 350 43

18年３月期 22,176 7,758 35.0 359 38

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 23,357,071株 17年9月中間期 21,588,125株 18年3月期 21,587,944株

②期末自己株式数 18年9月中間期  40,088株 17年9月中間期 38,637株 18年3月期 38,818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 21,600  2,150  1,960  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　83円 91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 0.00 0.00 0.00

19年３月期（実績） 5.00 －
25.00

19年３月期（予想） － 20.00

 

 

※　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。
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６．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 ※２ 5,269,362   8,295,319   5,875,704   

２．受取手形 ※６ 216,063   2,234,265   504,176   

３．売掛金 ※２ 5,055,163   5,108,191   5,037,157   

４．棚卸資産  2,560,287   5,356,489   3,702,441   

５．繰延税金資産  103,366   263,767   130,754   

６．その他 ※３ 90,569   119,818   175,484   

　　貸倒引当金  －   △25,120   △7,610   

流動資産合計   13,294,812 66.4  21,352,732 75.2  15,418,107 69.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物 ※1,2 2,513,141   2,364,719   2,428,700   

(2)土地 ※２ 1,654,076   1,654,076   1,654,076   

(3)その他 ※1,2 1,045,126   840,118   845,105   

有形固定資産
合計

 5,212,344  26.0 4,858,914  17.1 4,927,882  22.2

２．無形固定資産  82,271  0.4 707,018  2.4 78,874  0.4

３．投資その他の
資産

          

(1)投資有価証券 ※２ 1,040,510   847,879   1,138,505   

(2)その他  424,559   648,977   634,261   

貸倒引当金  △30,111   △27,361   △27,811   

投資その他の
資産合計

 1,434,958  7.2 1,469,495  5.3 1,744,955  7.9

固定資産合計   6,729,574 33.6  7,035,428 24.8  6,751,712 30.5

Ⅲ　繰延資産   3,725 0.0  4,316 0.0  6,583 0.0

資産合計   20,028,112 100.0  28,392,477 100.0  22,176,402 100.0
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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 ※６ 1,599,060   5,285,800   2,813,395   

２．買掛金  711,134   1,364,194   1,272,900   

３．短期借入金 ※２ 4,804,908   7,819,908   5,062,908   

４．１年内償還予
定社債

 2,311,000   560,000   2,391,000   

５．未払法人税等  22,790   30,133   22,229   

６．賞与引当金  124,627   298,479   214,983   

７．製品保証引当
金

 93,130   156,626   67,331   

８．その他 ※３ 423,656   1,192,721   430,143   

流動負債合計   10,090,308 50.4  16,707,863 58.9  12,274,891 55.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債  730,000   210,000   890,000   

２．長期借入金 ※２ 1,438,000   1,516,999   990,000   

３．退職給付引当
金

 93,979   140,455   129,228   

４．繰延税金負債  91,024   138,381   114,488   

５．その他  19,600   19,600   19,600   

固定負債合計   2,372,603 11.8  2,025,437 7.1  2,143,316 9.7

負債合計   12,462,912 62.2  18,733,300 66.0  14,418,208 65.0
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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

（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   6,574,428 32.9  － －  6,574,428 29.8

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,080,173   －   1,080,173   

資本剰余金合計   1,080,173 5.4  － －  1,080,173 4.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  36,300   －   36,300   

２．中間（当期）未処分
利益又は中間（当
期）未処理損失
（△）

 △296,927   －   △161,964   

利益剰余金合計   △260,626 △1.3  － －  △125,663 △0.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  181,435 0.9  － －  239,570 1.0

Ⅴ　自己株式   △10,211 △0.1  － －  △10,315 △0.0

資本合計   7,565,199 37.8  － －  7,758,194 35.0

負債資本合計   20,028,112 100.0  － －  22,176,402 100.0

           
           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１.　資本金  － － 7,075,928 24.9 － －

２.　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 1,581,673 －

資本剰余金合計 － － 1,581,673 5.6 － －

３.　利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 36,300 －

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 － 764,274 －

利益剰余金合計  － － 800,575 2.8 － －

４.　自己株式  － － △11,092 △0.0 － －

株主資本合計  － － 9,447,084 33.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 212,091 0.7 － －

評価・換算差額等合計 － － 212,091 0.7 － －

純資産合計 － － 9,659,176 34.0 － －

負債純資産合計 － － 28,392,477 100.0 － －

           

－ 33 －



(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   4,962,057 100.0  10,645,166 100.0  11,033,413 100.0

Ⅱ　売上原価   4,626,905 93.2  8,011,411 75.3  9,221,542 83.6

売上総利益   335,151 6.8  2,633,754 24.7  1,811,871 16.4

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  1,383,294 27.9  1,386,401 13.0  2,693,397 24.4

営業利益又は営業
損失（△）

  △1,048,142 △21.1  1,247,352 11.7  △881,525 △8.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  43,950 0.9  35,108 0.3  88,034 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  120,699 2.5  148,456 1.4  232,181 2.1

経常利益又は経常
損失（△）

  △1,124,891 △22.7  1,134,004 10.6  △1,025,672 △9.3

Ⅵ　特別利益 ※３  29,036 0.6  － －  30,937 0.3

Ⅶ　特別損失 ※4,5  425,628 8.6  288,997 2.7  426,558 3.9

税引前中間純利益
又は税引前中間
（当期）純損失
（△）

  △1,521,483 △30.7  845,006 7.9  △1,421,293 △12.9

法人税、住民税及
び事業税

 9,035   9,035   18,070   

法人税等調整額  40,549 49,584 1.0 △90,266 △81,231 △0.8 △3,258 14,811 0.1

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△）

  △1,571,068 △31.7  926,238 8.7  △1,436,105 △13.0

前期繰越利益   1,274,140   －   1,274,140  

中間（当期）未処
理損失（△）

  △296,927   －   △161,964  
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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
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
6,574,428 1,080,173 1,080,173 36,300 △161,964 △125,663 △10,315 7,518,623

中間会計期間中の変動額

新株の発行 501,500 501,500 501,500     1,003,000

中間純利益     926,238 926,238  926,238

自己株式の取得       △777 △777

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　　　　 　（千円）
501,500 501,500 501,500 － 926,238 926,238 △777 1,928,461

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
7,075,928 1,581,673 1,581,673 36,300 764,274 800,575 △11,092 9,447,084

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）
239,570 239,570 7,758,194

中間会計期間中の変動額

新株の発行   1,003,000

中間純利益   926,238

自己株式の取得   △777

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△27,479 △27,479 △27,479

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
△27,479 △27,479 1,900,982

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
212,091 212,091 9,659,176
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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

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

  移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

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）

 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） 

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）

(2）棚卸資産

製品・仕掛品

…個別法による原価法

(2）棚卸資産

　　　　　 同左

 

(2）棚卸資産

同左

 

主要原材料

…移動平均法による原価法

 

 

 

 

補助原材料

…総平均法による原価法

 

 

 

 

貯蔵品

…最終仕入原価法による原価法

 

 

 

 

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（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。

(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（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。

(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（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年～47年

構築物………………7年～40年

機械及び装置………2年～15年

車両及び運搬具……4年～ 7年

工具器具及び備品…2年～20年

建物…………………7年～47年

構築物………………7年～40年

機械及び装置………2年～15年

車両及び運搬具……4年～ 7年

工具器具及び備品…2年～20年

建物…………………3年～47年

構築物………………7年～40年

機械及び装置………2年～15年

車両及び運搬具……4年～ 7年

工具器具及び備品…2年～20年

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

営業権については５年で毎期均等

償却する方法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

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

　定額法を採用しております。

のれんについては５年の定額法を

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

内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっており

ます。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

営業権については５年で毎期均等

償却する方法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

 

 

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、貸倒懸念債権およ

び破産更生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
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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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当中間

会計期間の負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

　         同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。

(3）役員賞与引当金 

　役員賞与の支給に備えるため、

役員賞与支給見込額のうち当中間

会計期間の負担額を計上しており

ます。

　なお当該引当金は、商法施行規

則第43条の規定に基づくものであ

ります。  

 (3）役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、役

員賞与支給見込額のうち当中間会

計期間の負担額を計上しておりま

す。なお当中間会計期間における

計上はありません。 

(3）役員賞与引当金 

　役員賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

当該引当金は、商法施行規則第43

条の規定に基づくものでありま

す。

　なお当事業年度における計上は

ありません。 

 

 

 

 

 

 　 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務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

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）に

よる定率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）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

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）に

よる定率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。

(5）製品保証引当金

  製品販売後の無償サービス費用

の支出に備えるため、売上高を基

準として過去の実績に基づき計上

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
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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）

４．外貨建の資産及び負債の

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。

　           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。

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．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 

  消費税等の会計処理は、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 

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

り税引前中間純損失は396,205千円増加しており

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。

 　　　  ────────

 

（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。これにより税

引前中間純損失は396,205千円増加しておりま

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）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

9,659,176千円であります。

　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。

 　　　　────────

 

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）

　「1年内償還予定社債」は、前中間期まで、流動負債の「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ました。

　なお、前中間期末の「1年内償還予定社債」の金額は120,000千円であ

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．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 4,350,616千円  4,830,204千円    4,616,645千円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産

(1）担保差入資産 (1）担保差入資産 (1）担保差入資産

現金及び預金 1,259,600千円

売掛金 745,626千円

建物 2,498,602千円

 (152,591千円)

土地 1,653,592千円

 (121,320千円)

有形固定資産

「その他」
40,420千円

 (40,420千円)

投資有価証券 543,045千円

計 6,740,886千円

 (314,332千円)

現金及び預金 1,259,600千円

売掛金   1,462,344千円

建物   2,351,999千円

 (144,136千円)

土地 1,653,592千円

 (121,320千円)

有形固定資産

「その他」
 28,944千円

 (28,944千円)

投資有価証券 563,471千円

計  7,319,951千円

 ( 294,401千円)

現金及び預金 1,259,600千円

売掛金   837,816千円

建物   2,415,139千円

 (147,912千円)

土地   1,653,592千円

 　 (121,320千円)

有形固定資産

「その他」
33,560千円

 (33,560千円)

投資有価証券 620,148千円

計  6,819,857千円

 (302,792千円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団の

担保に供している資産であります。

　上記のうち（　）内書は、工場財団の

担保に供している資産であります。

　上記のうち（　）内書は、工場財団の担

保に供している資産であります。

   

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 3,424,908千円

長期借入金 813,000千円

計 4,237,908千円

短期借入金   5,094,908千円

長期借入金 617,000千円

計 5,711,908千円

短期借入金   3,762,908千円

長期借入金 715,000千円

計  4,477,908千円

※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、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。

※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、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※３．　　　　―――――

 

４．    ――――――  ４． 受取手形割引高 1,086,750千円 ４．受取手形割引高 374,050千円

  ５．平成14年７月に発行した2006年満期円

貨建転換社債型新株予約権付社債の償還

期限が平成18年９月30日となっているこ

とから、同社債償還のバックアップライ

ンとして、平成17年９月30日付けで、株

式会社東京都民銀行他16行と総額

2,200,000千円の貸出コミットメントライ

ン契約を締結しています。

　なお当中間会計期間末における借入実

行残高はありません。　　 

 

　５．運転資金の効率的な調達を行うため株

式会社りそな銀行と総額500,000千円の貸

出コミットメントライン契約を締結して

おります。　

　当中間会計期末における借入実行残高

は次のとおりであります。

 

貸出コミットメント

の総額
 500,000千円

借入実行残高   500,000千円

借入未実行残高   0千円

 

 

　５．平成14年７月に発行した2006年満期円貨

建転換社債型新株予約権付社債の一部が未

転換であり、その償還期限が平成18年９月

30日となっていることから、同社債償還の

バックアップラインとして、平成17年９月

30日付けで、株式会社東京都民銀行他16行

と総額2,200,000千円の貸出コミットメン

トライン契約を締結しています。

　なお、本契約の当事業年度末における借

入実行残高はありません。

　運転資金の効率的な調達を行うため株式

会社りそな銀行と総額500,000千円の貸出

コミットメントライン契約を締結しており

ます。　

　なお事業年度末における借入実行残高は

ありません。

 

※６．　　　　────────  ※６．中間期末日満期手形

 　　　当中間期末日は金融機関の休業日であ

るため、当中間期末日に満期となる手形

については、同日決済されたものとして

処理しており、その金額は次のとおりで

あります。

 支払手形     6,306千円

 受取手形 135,702千円

 ※６．　　　　──────── 
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当中間期中の発行済株式数の増減

 

発行形態 発行株式数（株） １株当たりの発行価格（円） １株当たりの資本組入額（円）

 新株予約権付社債に係る　　

新株予約権の行使

(2006年満期）

1,336,440 578.4 290.0

 新株予約権付社債に係る　　

新株予約権の行使

(2007年満期）

433,957 530.0 265.0
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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 245千円

受取配当金 5,031千円

資産賃貸収入 22,261千円

受取利息 573千円

受取配当金 4,039千円

資産賃貸収入       20,017千円

受取利息 459千円

受取配当金 6,576千円

資産賃貸収入 43,515千円

※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 64,131千円

手形売却損 12,582千円

支払手数料 18,210千円

支払利息       73,921千円

手形売却損       30,249千円

支払利息 138,922千円

社債発行費償却    4,533千円

手形売却損  26,486千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

賞与引当金戻入益 28,789千円       ――――――    賞与引当金戻入益 27,939千円

貸倒引当金戻入益 1,900千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの  ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損  

　建物  17,600千円

　車両及び運搬具 11千円

計 17,611千円

減損損失 396,205千円

子会社株式評価損     288,997千円 減損損失 396,205千円

※５．減損損失

　減損損失を把握するにあたっては、生

産設備、販売管理設備、賃貸設備（賃貸

物件ごと）、遊休設備にグルーピングし

て実施しております。

　京都府京都市に所有する土地は、賃貸

設備であり、近年の地価下落により帳簿

価額を現時点での不動産鑑定評価に基づ

く正味売却価額(256,990千円)まで減額

し345,351千円の減損損失を計上してお

ります。

　三重県津市に所有する土地は、現在遊

休資産になっているため、帳簿価額を現

時点での路線価に基づく正味売却価額

(10,725千円)まで減額し、50,854千円の

減損損失を計上しております。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

※５　　　　―――――― ※５．減損損失

　減損損失を把握するにあたっては、

生産設備、販売管理設備、賃貸設備（賃

貸物件ごと）、遊休設備にグルーピン

グして実施しております。

　京都府京都市に所有する土地は、賃

貸設備であり、近年の地価下落により

帳簿価額を現時点での不動産鑑定評価

に基づく正味売却価額(256,990千円)ま

で減額し345,351千円の減損損失を計上

しております。

　三重県津市に所有する土地は、現在

遊休資産になっているため、帳簿価額

を現時点での路線価に基づく正味売却

価額(10,725千円)まで減額し、50,854

千円の減損損失を計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

　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 262,102千円

無形固定資産 28,000千円

有形固定資産  213,558千円

無形固定資産   20,856千円

有形固定資産  548,669千円

無形固定資産  43,197千円

（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） 38,818 1,270 ─ 40,088

 　　　　合計 38,818 1,270  ─ 40,088

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,270株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 

 

－ 41 －



（リース取引関係）

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）

　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

　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

　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、減損損失累計額相当額およ

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、減損損失累計額相当額およ

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）

建物 5,124 2,013 3,111

有形固定資産
「その他」

213,917 110,178 103,738

無形固定資産 33,161 20,828 12,333

合計 252,202 133,019 119,182

 

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）

建物 5,124 2,745 2,379

有形固定資産
「その他」

138,777 58,331 80,446

無形固定資産 9,954 2,746 7,207

合計 153,855 63,822 90,033

 

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）

建物 5,124 2,379 2,745

有形固定資産
「その他」

201,657 116,429 85,227

無形固定資産 26,825 17,744 9,080

合計 233,606 136,553 97,053

※なお、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等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額

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

１年以内 44,019千円

１年超 75,163千円

合計 119,182千円

１年以内 32,893千円

１年超 57,139千円

合計 90,033千円

１年以内 33,868千円

１年超 63,185千円

合計 97,053千円

　なお、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．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

支払リース料 26,737千円

減価償却費相当額 26,737千円

支払リース料 19,311千円

減価償却費相当額 19,311千円

支払リース料 52,861千円

減価償却費相当額 52,861千円

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

（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。

 （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。

 （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。 

（有価証券関係）

　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）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）における子会社株式

で時価のあるものはありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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平成１９年３月期第２四半期決算に関する補足資料 

 平成18年11月14日

 エス・イー・エス株式会社

 東京都国立市東１-４-13大和国立ビル

 

１．最近における四半期毎の業績の推移（連結） 
平成19年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成18年4月～平成18年6月 平成18年7月～平成18年9月 平成18年10月～平成18年12月 平成19年1月～平成19年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 4,072 6,806 －  －

売 上 総 利 益 910 1,051 －  －

営 業 利 益 214 158 －  －

経 常 利 益 137 89 －  －

税金等調整前当期純利益 137 521 －  －

当 期 純 利 益 205 710 －  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 9 52 30 75 － － － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8 06 27 12 － － － －

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 28,657 28,529 －  －

純 資 産 8,480 9,781 －  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 376 38 418 76 － － － －

 

平成18年３月期  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成17年4月～平成17年6月 平成17年7月～平成17年9月 平成17年10月～平成17年12月 平成18年1月～平成18年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 3,034 3,637 1,878  5,343

売 上 総 利 益 209 475 177  1,576

営 業 利 益 △560 △654 △560  683

経 常 利 益 △617 △718 △614  649

税金等調整前当期純利益 △589 △1,143  △613  650

当 期 純 利 益 △611 △1,080 △527  628

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 △28 66 △56 06 △24 46 29 12

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － － － － － － 23 76

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 23,990 22,461 23,717  25,659

純 資 産 8,558 7,585 7,108  7,749

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 398 19 351 36 329 26 358 98

－  － 
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２．最近における四半期毎の業績の推移(単体) 

平成19年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成18年4月～平成18年6月 平成18年7月～平成18年9月 平成18年10月～平成18年12月 平成19年1月～平成19年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 3,997 6,647 －  －

売 上 総 利 益 971 1,662 －  －

営 業 利 益 396 850 －  －

経 常 利 益 348 784 －  －

税 引 前 当 期 純 利 益 349 495 －  －

当 期 純 利 益 324 601 －  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 15 01 26 07 － － － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12 26 22 99 － － － －

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 25,668 29,486 －  －

純 資 産 8,605 9,659 －  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 381 92 413 54 － － － －

 

平成18年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成17年4月～平成17年6月 平成17年7月～平成17年9月 平成17年10月～平成17年12月 平成18年1月～平成18年3月

  百万円 百万円 百万円  百万円

売 上 高 2,079 2,882 1,764  4,307 

売 上 総 利 益 15 319 236  1,240 

営 業 利 益 △628 △419 △353  520 

経 常 利 益 △666 △458 △394  493 

税 引 前 当 期 純 利 益 △638 △882 △393  494 

当 期 純 利 益 △643 △927 △397  532 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 △30 13 △48 12 △18 42 24 67

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － － － － － － 20 13

  百万円 百万円 百万円  百万円

総 資 産 20,324 20,028 21,124  22,176 

純 資 産 8,390 7,565 7,219  7,758 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 390 37 350 43 334 42 359 38

 
 

－  － 
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３．四半期ごとの受注推移 

①（前連結）        （単位：百万円未満切捨）

平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 3,311 1,622 2,289 3,977 2,959 3,487 4,506 1,489 2,794 5,810 4,047 6,312 8,076

その他装置 1,185 980 915 1,120 291 325 1,153 56 109 1,206 977 95 325

修理・部品 541 431 227 337 385 360 312 332 330 310 319 336 327

計 5,037 3,034 3,432 5,435 3,637 4,173 5,972 1,878 3,234 7,328 5,343 6,744 8,728

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期)

新規受注 3,520 4,174 3,235 7,370 

受注取り消し △87 △0 △0 △626 

受注高 3,432 4,173 3,234 6,744 

 

 

②（当連結）        （単位：百万円未満切捨）

平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 8,076 3,782 6,577 10,871 6,246 6,236 10,860 － － － － － －

その他装置 325 52 279 552 151 △57 343 － － － － － －

修理・部品 327 237 637 727 407 564 884 － － － － － －

計 8,728 4,072 7,494 12,150 6,806 6,743 12,088 － － － － － －

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期)

新規受注 7,494 7,267 － － 

受注取り消し △0 △523 － － 

受注高 7,494 6,743 － － 

*第2四半期の受注取り消しには、エス･イー･テクノが連結対象から外れたことによる取り消し分、△520百万円を含む。 

 

③（前単体）        （単位：百万円未満切捨）

平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 2,973 1,621 2,237 3,589 2,523 2,951 4,018 1,479 3,238 5,777 4,016 6,270 8,031

その他装置 131 84 4 52 56 224 220 19 71 271 51 105 325

修理・部品 489 373 213 329 302 279 306 264 250 293 238 273 327

計 3,595 2,079 2,455 3,971 2,882 3,456 4,545 1,764 3,560 6,341 4,307 6,649 8,684

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期)

新規受注 2,543 3,456 3,561 7,275 

受注取り消し △87 △0 △0 △626 

受注高 2,455 3,456 3,560 6,649 

 

 

－  － 
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④（当単体）        （単位：百万円未満切捨）

平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 8,031 3,774 6,330 10,587 6,243 6,516 10,860 － － － － － －

その他装置 325 45 43 323 39 59 343 － － － － － －

修理・部品 327 178 596 745 364 431 811 － － － － － －

計 8,684 3,997 6,970 11,656 6,647 7,007 12,016 － － － － － －

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期)

新規受注 6,970 7,009 － － 

受注取り消し △0 △2 － － 

受注高 6,970 7,007 － － 

 

４．第２９期第２四半期 地域別・装置別・ウエーハサイズ別・出荷予定別 受注残高 

（当連結） 

①（地域別）   （単位：百万円未満切捨）

 日本 韓国 台湾 中国 その他 計 

受注残高 1,998 2,854 1,111 4,653 1,469 12,088

 
②（装置別）   （単位：百万円未満切捨）

 多槽式 単槽式 枚葉式 その他 計 

受注残高 10,397 0 588 1,102 12,088

 
③（ウエーハサイズ別）  （単位：百万円未満切捨）

 300mm 200mm その他 計 

受注残高 10,029 965 1,093 12,088

 
④（出荷予定別）   （単位：百万円未満切捨）

   

2006年12月迄出荷 2007年1月～3月出荷 2007年4月以降出荷 
計 

受注残高 6,317 4,758 1,012 12,088

 

 

（当単体） 

①（地域別）   （単位：百万円未満切捨）

 日本 韓国 台湾 中国 その他 計 

受注残高 1,998 2,854 1,039 4,653 1,469 12,016

 
②（装置別）   （単位：百万円未満切捨）

 多槽式 単槽式 枚葉式 その他 計 

受注残高 10,397 0 588 1,030 12,016

 
③（ウエーハサイズ別）  （単位：百万円未満切捨）

 300mm 200mm その他 計 

受注残高 10,029 965 1,021 12,016

 
④（出荷予定別）   （単位：百万円未満切捨）

   

2006年12月迄出荷 2007年1月～3月出荷 2007年4月以降出荷 
計 

受注残高 6,272 4,731 1,012 12,016

 

－  － 
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