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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 12,346 90.0 559 － 528 －

17年９月中間期 6,498 △48.2 △1,510 － △1,388 －

18年３月期 19,641 △3,012 △2,778

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 400 － 16 05 －  

17年９月中間期 △4,557 － △219 55 －  

18年３月期 △5,923 △275 58 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期   9百万円 17年９月中間期 139百万円 18年３月期  226百万円

②期中平均株式数 (連結) 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

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

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

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 36,478 14,036 38.5 561 12

17年９月中間期 35,577 11,764 33.1 566 77

18年３月期 36,602 13,003 35.5 541 43

（注）期末発行済株式数（連結） 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

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

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 963 △256 △455 3,813

17年９月中間期 △183 △714 1,122 3,223

18年３月期 △166 △1,548 2,232 3,588

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 12社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ４社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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 22,000 800 700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　27円98銭

    　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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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、ＴＯＷＡ株式会社（当社）および子会社12社ならびに関連会社４社

の合計17社により構成されており、半導体製造用精密金型、半導体製造装置およびファインプラスチック成形品の製造

販売ならびに製品のアフターサービスを行っております。

　当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

事業区分 主要製品 主要な会社

半導体製造装置事業 半導体製造用精密金型

モールディング装置

シンギュレーション装置 等

当社

TOWA-Intercon Technology,Inc.

他 連結子会社９社、関連会社４社

ファインプラスチック成形品事業 医療器具用パーツ 等 当社

株式会社バンディック

［事業系統図］

事業系統図は次のとおりです。

　（国内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     （海外）

 製造・販売会社 

○TOWA-Intercon Technology,Inc. 

（半導体製造装置） 

※SECRON Co.,Ltd. 

（半導体製造装置） 

 

販売会社 

○TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd. 

○東和半導体設備(上海)有限公司 

○台湾東和半導体設備股分有限公司 
○TOWA Semiconductor Equipment 
  Philippines Corporation 

○TOWA Europe GmbH 

 

製造会社 

○TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd. 

○TOWAM Sdn.Bhd. 

○TOWA 半導体設備(蘇州)有限公司 

※株式会社東進 

（半導体製造装置） 

 

アフターサービス会社 

※巨東精技股分有限公司 

 

Ｔ

Ｏ

Ｗ

Ａ

株

式

会

社

（

製

造

・

販

売

） 
製造会社 
○株式会社バンディック 

（ファインプラスチック成形品） 
 
アフターサービス会社 
○ＴＯＷＡＴＥＣ株式会社 
 
中古装置のリサイクル 
※株式会社サーク 
 

国 内 ユ ー ザ ー 海 外 ユ ー ザ ー 

原材料 

製品 

営業委託 

製品 

営業委託 

保守 

部品販売 

保守 

保守委託 

保守委託 

 中古装置 
半製品 

中古装置 

半製品 

  

 

　（注）１．○…連結子会社

　　　　※…関連会社で持分法適用会社

 ２．人材派遣業務を事業目的としたＴＯＷＡサービス株式会社を平成18年４月３日付にて設立登記（資本金の払

込日は平成18年３月27日）いたしました。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は、超精密金型を創り出してきた「金型関連技術」が当社のコア・コンピタンス（当社の原点であり、高品質

なモノをより安く、お客様が求める時期にお届けする事がメーカーの使命＝モノづくりの原点）であると考えており

ます。この原点に立ち戻って、コア・コンピタンスを活かした事業領域に経営資源を集中し、QCDの最適化を図り、収

益体質を確立してまいります。

　また、「薄型化・微細化・多段化」をテーマに技術革新が続く半導体パッケージ技術の未来を見据え、市場ニーズ

を先取りするソリューション提案型の開発・生産・販売戦略に取り組んでまいります。

 

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、内部留保金の積み増しにより企業体質の強化を図りつつ、株主の皆様への利益還元を実現することを重要

施策の一つとして考えており、業績に応じた利益処分を考慮のうえ、安定的な配当を行うことを基本方針としており

ます。

　なお、当中間期は無配とさせていただきますが、期末配当については連結業績の本格回復を見極めた上で、復配に

向けて検討していく所存です。

(3）中・長期的な経営戦略

　当社グループは『当社のコア・コンピタンスたる「金型関連技術」、「モノづくり」への原点回帰により収益体質

を確立し、「PMシリーズ」をはじめ新製品を世界市場へ投入することによって新たなる成長路線を構築する。』を中

期経営指針と定め、平成18年４月から平成21年３月までの３年間を対象期間とする中期経営計画「Challenge30」をス

タートし、全社一丸となって業績回復に取り組んでいます。

　中期経営計画「Challenge30」の骨子およびその取り組み状況は次のとおりです。

 

① 事業ポートフォリオの見直し

ａ.事業内容を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特化

ｂ.LED市場をはじめとして成長分野へコア・コンピタンスを展開

ｃ.新素材等の開発による新事業領域の開拓

　当社グループは、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

ａ.新製品「PMシリーズ」によるシェア拡大と製品差別化競争への転換

ｂ.世界主要IDM上位10社と台湾系を中心とした大手サブコンの囲い込み強化

ｃ.台湾市場に加え、中国市場と東南アジア市場を重点地域とした営業展開

ｄ.ウォータージェットを新たに加え、シンギュレーション装置分野のシェア奪還

ｅ.今後急速に伸びると予想されるLED市場への製品投入

ｆ.新素材を既存市場および電子部品全般の事業領域にも展開

　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。
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③ QCDの最適化

ａ.既存製品のVE(Value Engineering)

ｂ.海外生産子会社の稼働率向上

ｃ.海外生産子会社を含めた生産体制の最適化による物流コスト低減とリードタイム短縮

ｄ.海外資材調達率の引上げ等による資材購入コストの低減

　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

ａ.第三者割当増資による株主資本の充実

ｂ.海外生産子会社の不動産売却による借入金返済

ｃ.プラットフォーム型先行生産方式の見直しによるたな卸資産の圧縮

ｄ.取引条件見直しによる売掛金回収期間の短縮

　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

ａ.グループ全体人員20％削減（1,000名体制）

ｂ.早期退職優遇制度の導入と転籍出向による人員削減（単体400名体制）

ｃ.TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.の閉鎖と工場売却

ｄ.TOWA-Intercon Technology,Inc.の大幅なリストラ

　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

ａ.CS(Customer Satisfaction)の徹底的追求

ｂ.ES(Employee Satisfaction)の高揚

ｃ.組織の簡素化・フラット化

ｄ.IT導入による省力化、間接人員の削減

　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・ＥＲＰ委員会を立ち上げました。

 

(4）親会社等に関する事項

当社は親会社等を有しておりません。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績

　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拡大と雇用回復による個人消費の増加により、

いざなぎ景気を超える長期間の景気回復局面にあります。

　また、半導体業界におきましても、パソコンや携帯電話、デジタル家電などの半導体需要の増加を受けて、半導体

メーカー各社は生産能力拡大に向けた設備投資を積極化させてきました。

　このような状況のもと、当社グループにおける受注状況は国内を中心に好調に推移し、当中間期の業績は受注高が

前年同期比39億83百万円、46.9％増の124億79百万円、売上高は前年同期比58億48百万円、90.0％増の123億46百万円

となりました。また、経常利益は５億28百万円（前年同期は経常損失は13億88百万円）、中間純利益は４億円（前年

同期は中間純損失45億57百万円）と黒字転換いたしました。　

　なお、同期間の個別業績につきましては、受注高は114億46百万円（前年同期比44億18百万円、62.9％増）、売上高

は101億85百万円（前年同期比50億97百万円、100.2％増）、経常利益は10億59百万円（前年同期は経常損失14億80百

万円）、中間純利益は３億52百万円（前年同期は中間純損失48億38百万円）となりました。

 

①事業の種類別セグメントの業績概況

  ［半導体製造装置事業］

　当事業の当社グループの事業全体に占める割合は90％を超えており（当中間期の売上高比で95.4％）、当事業にお

ける業績概況につきましては、前に記載のとおりです。

　当事業における受注高は119億１百万円（前年同期比39億72百万円、50.1％増）、売上高は117億77百万円（前年同

期比58億55百万円、98.9％増）、営業利益は４億94百万円（前年同期は営業損失15億85百万円）となりました。

   [ファインプラスチック成形品事業］

　ファインプラスチック成形品事業（医療器具用パーツ等）は、医療費抑制および医療費の個人負担増による影響か

ら、引き続き単価の引き下げがあったため、受注高は５億78百万円（前年同期比10百万円、1.9％増）、売上高は５億

68百万円（前年同期比７百万円、1.2％減）、営業利益は65百万円（前年同期比10百万円、13.9％減）となりました。

 

②所在地別セグメントの業績概況

   ［日本］

　当セグメントは、日本国内の他、台湾や東南アジア等、当社が海外販売子会社および現地の代理店の営業活動を通

じて、直接輸出・販売しているものも含んでおります。

　国内を中心に受注が好調に推移したため、売上高は99億４百万円（前年同期比47億２百万円、90.4％増）となり、

収益面につきましても、営業利益は11億19百万円（前年同期は営業損失14億24百万円）となりました。

   ［アジア］

　当セグメントにおける外部顧客に対する売上高は部品および保守サービスが中心であり、売上高は２億88百万円（前

年同期比２億38百万円、475.0％増）となりました。また、生産子会社の稼働率向上等により、営業利益は１億32百万

円（前年同期は営業損失１億56百万円）となりました。

 　［北米］

　TOWA-Intercon Technology,Inc.のシンギュレーション装置の売上は増加したもののコンペジターとの競合激化によ

る採算性の低下等により、売上高は21億38百万円（前年同期比８億93百万円、71.7％増）、営業損失は５億57百万円

（前年同期は営業利益22百万円）となりました。
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(2）通期の見通し

  当社グループをとりまく半導体業界は、一部で投資に対する慎重感があるものの、メモリーメーカーは今後も設備

投資を継続していくものと見込まれるため、全般的に堅調な推移を予想しております。

  このような環境下、当社グループの総力を上げて取り組んでいる中期経営計画「Challenge30」の実施による効果は

着実に成果につながってきており、いかなる環境下においても利益を生み出す強い企業体質の定着を目指し、グルー

プ一丸となって推進していく所存です。連結業績につきましては、売上高220億円、経常利益８億円、当期純利益７億

円、また個別業績につきましては、売上高190億円、経常利益13億円、当期純利益５億50百万円を予想しています。

  なお、期末配当については連結業績の本格回復を見極めた上で、復配に向けて検討していく所存です。

なお、前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のでご承知おきい

ただきますようお願いいたします。

(3) 財政状態

  当中間期における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、たな卸資産の増加、仕入債務の

減少、長期借入金の返済や短期借入金の純減による資金の減少があったものの、税金等調整前中間純利益を５億45百

万円計上したことや、その他流動資産の減少、第三者割当増資による株式の発行、社債の発行による資金の増加によ

り、当中間期末には、前期末に比べ２億25百万円増加し、38億13百万円（前年同期比５億90百万円、18.3％増）とな

りました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

      当中間期における営業活動による資金の増加は、９億63百万円（前年同期比11億47百万円増）となりました。これ

は主にたな卸資産の増加による資金の減少が３億86百万円（前年同期比13億77百万円増）、仕入債務の減少による資

金の減少が２億93百万円（前年同期比１億82百万円減）となったものの、税金等調整前中間純利益を５億45百万円計

上したことやその他流動資産の減少による資金の増加３億17百万円（前年同期比67百万円増）、減価償却費６億８百

万円（前年同期比51百万円減）等によるものであります。

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間期において投資活動による資金の減少は、２億56百万円（前年同期比４億58百万円増）となりました。これ

は機械装置やソフトウェアの購入により、有形・無形固定資産の取得による支出が２億50百万円（前年同期比４億29

百万円減）となったこと等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）

当中間期において財務活動の結果使用した資金は４億55百万円（前年同期比15億77百万円減）となりました。これ

は長期借入による収入２億10百万円（前年同期比37億90百万円減）、社債の発行による収入３億52百万円（前年同期

比６億26百万円減）、第三者割当増資による株式の発行による収入８億円（前年同期比８億円増）があったものの、

短期借入金の純減額６億44百万円（前年同期比21億88百万円増）、長期借入金の返済による支出９億20百万円（前年

同期比１億２百万円減）、社債の償還による支出２億50百万円（前年同期比２億50百万円増）等によるものでありま

す。
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（早期事業再生に資するキャッシュフロー指標群）

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19年３月期
中間

自己資本比率（％） 51.3 44.2 41.7 35.5 38.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
38.3 69.5 41.8 57.3 53.6

債務償還年数（年） － 21.5 － － 16.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
－ 3.1 － － 6.9

　※自己資本比率：自己資本／総資産

    時価ベースの自己資本比率：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

    １．いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

    ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．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。

 

(4) 事業等のリスク 

　当社が認識している事業等のリスクとして、次のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項につきま

しては、本資料の発表日現在において判断したものです。

 

① 半導体製造業界の設備投資動向（以下、シリコンサイクル）による経営成績への影響

　当社グループの経営成績はシリコンサイクルの影響を受けており、さらに、これらの業界の設備投資は、半導体の

世界的な需要動向および技術革新に影響を受けております。

　当社グループはシリコンサイクルに適切に対応すべく、日頃より受発注管理を徹底し、無駄な在庫を持たないよう

留意するとともに、仕掛品在庫の長期滞留化を抑えるべく努めております。また業界動向に留意し、適切なレベルで

の設備投資を実施するとともに、過剰な設備投資にならないよう努めております。

　また当社グループは、日頃から顧客や外部機関等からの情報を分析することにより急激な設備投資動向の変動を予

測し、適切な経営判断を行うよう努力しておりますが、当社グループの予想以上にシリコンサイクルが急激に下降し

た場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

② 為替リスク

　当社の半導体製造装置事業は海外顧客への売上比率が高く、為替リスクを回避するために円建て取引にて行うこ

とを原則としておりますが、一部外貨建て取引も存在し、その比率は年々増加の傾向にあります。従いまして、急

激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

③ 新製品開発リスク

　当社グループは、主力の半導体製造装置事業におけるモールディング技術やシンギュレーション技術、新素材等の

最先端技術について積極的な研究開発投資および研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造

するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において高い

市場シェアの獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により、当社グループ

の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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④ 競合による販売価格の下落

　当社グループの扱う半導体製造装置事業は、国内外を問わず厳しい競合状態にあるため、販売単価の低下が進んで

おり、コスト面での対応が必要な状況となっております。今後一層の価格低下が進むものと予想される中で市場の

シェアを維持、拡大していくため、コストの削減を進め、価格低下に対応していく方針ですが、他社との競合による

販売価格の下落は、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤ 借入金への依存度

　当社グループの当中間期末有利子負債の総資産に占める割合は43.3％であります。今後、借入金比率の削減による

財務体質の強化に努める方針でありますが、急速かつ大幅な金利変動があれば、当社グループの業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

　当社グループは、資金調達の効率化および安定化を図るため、取引銀行６行と当座貸越契約およびコミットメント

ライン契約等（当中間期末現在の極度額合計90億43百万円）を締結しております。これらの契約には財務制限条項の

取り決めがあります。これに抵触した場合、借入金の繰上返済の請求を受けることがあり、当社グループの財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥ 固定資産の減損処理

　前連結会計年度において固定資産に対する減損会計の導入により連結で31億36百万円、個別で22億88百万円を特別

損失に計上いたしましたが、今後の地価の動向および収益状況によっては、さらに減損処理が必要となる可能性があ

ります。

 

⑦ 国際的活動および海外進出に潜在するリスク

　当社グループの生産および販売活動は、アメリカ、ヨーロッパおよびアジア等の日本国外でも行われております。

これらの海外市場への事業進出には次に掲げるようないくつかのリスクが内在しております。

a.予期しない法律または規制の変更

b.不利な政治または経済要因

c.人材の採用と確保の難しさ

d.未整備の技術インフラが、製造等の当社グループの活動に悪影響を及ぼす、または当社グループの製品やサービス

に対する顧客の支持を低下させる可能性

e.潜在的に不利な税影響

f.テロ、戦争、デモ、天災その他の要因による社会的混乱

 

⑧ 中国進出に潜在するリスク

　当社グループは競争力のある製品の製造とコスト削減、販売活動の促進のために、中華人民共和国の蘇州市に製造

子会社を、上海市に販売子会社をそれぞれ有しております。しかし、中国における政治または法環境の変化、労働力

の不足、ストライキ、反日感情の悪化、経済状況の変化など、予期せぬ事象により生産設備の管理やその他の事業の

遂行に問題が生じる可能性があります。さらに、中国でSARS（重症急性呼吸器症候群）が再び蔓延した場合、この伝

染病の状況によっては、生産の遅れ、部品調達や工場操業が困難になるなどの問題が発生する可能性があります。従

いまして、これらの事象は業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨ 特定の主要顧客、地域への依存によるリスク

　当社グループは国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーと取引を行っておりますが、

大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、

販売競争の激化によって当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。　

　また地域別では、台湾地域の顧客に対する売上比率が高い傾向が続いていることから、台湾地域の経済状況や政治

情勢の変化によって、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑩ キーパーソンの確保や育成

　当社グループの将来の成長と成功は有能なエンジニアやキーパーソンに大きく依存するため、技術の高いエンジニ

アやその他のキーパーソンの新たな確保と育成は当社グループの成功には重要であり、キーパーソンを確保または育

成できなかった場合には、当社グループの将来の成長、業績および財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

　一方、最新技術の経験を持つ有能なエンジニアの積極的な採用は、採用コストと人件費を時には大きく押し上げる

可能性があります。また、既存従業員の継続的な再研修はコストの増加を伴いますが、高水準の技術革新と進歩を維

持するために必要となる可能性があります。これらのコストの増加は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

 

⑪ 知的財産保護の限界

　当社グループは他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、当社グループ独自の技術とノ

ウハウの一部は、特定の地域では法的制限のため知的財産権による完全な保護が不可能、または限定的にしか保護さ

れない状況にあります。そのため、第三者が当社グループの知的財産を使って類似した製品を製造するのを効果的に

防止できない可能性があります。また、他社が類似する、もしくは当社グループより優れている技術を開発したり、

当社グループの特許や企業秘密を模倣、または解析調査することを防止できない可能性があります。さらに、当社グ

ループの将来の製品または技術は、将来的に他社の知的財産権を侵害しているとされる可能性があります。

 

⑫ 災害や停電等による影響

　当社グループは製造ラインやコンピューターシステムの中断による潜在的なマイナス影響を最小化するために、全

ての設備における定期的な災害防止検査と設備点検を行っております。しかし、生産設備やコンピューターシステム

で発生する災害、停電またはその他の中断事象による影響を完全に防止または軽減できる保証はありません。従いま

して大規模な地震や、コンピューターの稼動およびその他の操業を中断する事象が発生した場合、生産能力や業務活

動が著しく低下する可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 3,223,233 3,813,961 3,588,955

２．受取手形および売
掛金

※1,3 5,907,662 8,980,848 8,725,123

３．たな卸資産 7,846,446 5,729,510 5,400,271

４．繰延税金資産 14,778 16,761 17,161

５．その他 637,636 364,993 675,924

貸倒引当金 -28,964 -144,229 -113,514

流動資産合計 17,600,793 49.5 18,761,847 51.4 18,293,922 50.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物および構築
物

※１ 13,274,884 13,403,589 13,406,446

減価償却累計額 7,067,656 6,207,228 7,530,562 5,873,027 7,331,755 6,074,691

(2) 機械装置および
運搬具

8,027,623 7,985,329 8,325,641

減価償却累計額 5,543,584 2,484,038 5,527,331 2,457,998 5,739,031 2,586,610

(3) 土地 ※１ 4,668,838 4,643,335 4,648,369

(4) 建設仮勘定 51,510 37,803 1,706

(5) その他 2,146,958 2,168,245 2,176,796

減価償却累計額 1,717,047 429,910 1,777,669 390,575 1,739,710 437,085

有形固定資産合計 13,841,527 38.9 13,402,740 36.8 13,748,464 37.6

２．無形固定資産

(1) ソフトウェア 576,934 492,176 604,552

(2) その他 88,207 665,141 1.9 88,936 581,113 1.6 91,532 696,085 1.9

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 2,909,124 3,192,409 3,318,142

(2) 繰延税金資産 30,633 38,649 37,880

(3) その他 530,217 3,469,976 9.7 501,704 3,732,764 10.2 507,957 3,863,980 10.5

固定資産合計 17,976,645 50.5 17,716,618 48.6 18,308,530 50.0

資産合計 35,577,438 100.0 36,478,466 100.0 36,602,452 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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．支払手形および買
掛金

2,255,707 3,076,670 3,404,522

２．短期借入金 ※1.2 8,575,599 6,586,086 7,351,638

３．１年以内返済予定
長期借入金

※１ 1,532,593 2,265,616 2,013,733

４．１年以内償還予定
社債

200,000 572,000 500,000

５．未払金 690,362 594,046 579,141

６．未払法人税等 65,748 191,026 80,268

７．製品保証引当金 60,000 94,000 70,000

８．賞与引当金 305,484 301,679 244,687

９．その他 739,492 1,323,672 879,724

流動負債合計 14,424,988 40.5 15,004,797 41.1 15,123,715 41.3

Ⅱ　固定負債

１．社債  800,000 1,938,000 1,900,000

２．長期借入金 ※１ 6,475,014 4,266,590 5,175,636

３．繰延税金負債 307,559 427,652 495,481

４．退職給付引当金 700,631 662,971 716,145

５．役員退職慰労引当
金

624,837 25,108 21,187

６．その他 216,790 116,543 167,153

固定負債合計 9,124,834 25.7 7,436,865 20.4 8,475,604 23.2

負債合計 23,549,822 66.2 22,441,662 61.5 23,599,320 64.5

（少数株主持分）

少数株主持分 262,796 0.7 － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,531,976 21.2 － － 8,532,627 23.3

Ⅱ　資本剰余金 7,446,843 20.9 － － 8,446,191 23.0

Ⅲ　利益剰余金 -3,471,339 -9.7 － － -4,837,091 -13.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

550,435 1.5 － － 760,715 2.1

Ⅴ　為替換算調整勘定 -288,332 -0.8 － － 106,035 0.3

Ⅵ　自己株式 -4,764 -0.0 － － -5,346 -0.0

資本合計 11,764,819 33.1 － － 13,003,132 35.5

負債、少数株主持分
および資本合計

35,577,438 100.0 － － 36,602,452 100.0

－ 11 －



前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 24.5 － －

２．資本剰余金  － － 3,115,022 8.5 － －

３．利益剰余金  － － 1,289,106 3.6 － －

４．自己株式  － － -5,712 -0.0 － －

株主資本合計  － － 13,331,043 36.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 661,935 1.8 － －

２．為替換算調整勘定  － － 43,823 0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － 705,759 1.9 － －

Ⅲ　新株予約権  － － － － － －

Ⅳ　少数株主持分  － － － － － －

純資産合計  － － 14,036,803 38.5 － －

負債純資産合計  － － 36,478,466 100.0 － －

－ 12 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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 6,498,032 100.0 12,346,221 100.0 19,641,113 100.0

Ⅱ　売上原価 5,824,259 89.6 9,502,502 77.0 17,278,352 88.0

売上総利益 673,772 10.4 2,843,718 23.0 2,362,761 12.0

Ⅲ　販売費および一般管
理費

１．販売手数料 196,728 297,949 608,826

２．貸倒引当金繰入額 22,794 53,393 141,357

３．製品保証引当金繰
入額

－ 24,000 －

４．役員報酬 201,882 136,835 378,543

５．給与手当 479,345 472,851 967,510

６．賞与引当金繰入額 106,777 110,128 88,442

７．退職給付費用 21,125 5,992 32,476

８．役員退職慰労引当
金繰入額

24,729 3,127 46,984

９．研究開発費 58,049 105,185 364,009

10．減価償却費 127,403 99,858 236,786

11．支払手数料 182,558 237,279 332,900

12．連結調整勘定調整
額 

－ － 598,219

13．その他 762,477 2,183,870 33.6 737,401 2,284,004 18.5 1,579,606 5,375,663 27.3

営業利益（－は営
業損失）

-1,510,098 -23.2 559,713 4.5 -3,012,902 -15.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,599 3,791 5,049

２．受取配当金 24,683 21,678 27,646

３．受取保険金 244 20,203 261

４．為替差益 116,401 41,108 287,232

５．持分法による投資
利益

139,533 9,125 226,859

６．賃貸料収入 － 16,730 －

７．雑収入 24,273 306,736 4.7 36,039 148,677 1.2 92,498 639,548 3.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 147,727 155,232 300,647

２．社債発行費償却 21,500 7,769 72,977

３．株式交付費 － 1,925 －

４．雑損失 15,484 184,712 2.9 14,727 179,654 1.4 31,614 405,239 2.1

経常利益（－は経
常損失）

-1,388,074 -21.4 528,737 4.3 -2,778,594 -14.1

－ 13 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 5,286 800 14,656

２．貸倒引当金戻入益 615 20,887 297

３．製品保証引当金戻
入益

13,000 － 3,000

４．投資有価証券売却
益 

－ － 153,059

５．役員退職慰労引当
金戻入益

 － 18,901 0.3 － 21,687 0.2 625,906 796,919 4.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ 97 582 1,190

２．固定資産除却損 ※３ 5,374 4,504 32,394

３．投資有価証券評価
損

2,344 － 3,119

４．投資有価証券売却
損

－ － 60

５．構造改善特別損失 ※４ － － 547,995

６．前期損益修正損 ※５ － － 235,666

７．操業損失  ※６ 54,044 － 59,137

８．減損損失 ※７ 2,933,290 2,995,152 46.1 － 5,086 0.1 3,136,449 4,016,013 20.5

税金等調整前中間
純利益（－は税金
等調整前中間（当
期）純損失）

-4,364,325 -67.2 545,337 4.4 -5,997,687 -30.5

法人税、住民税お
よび事業税

58,715 82,464 102,907

法人税還付額 － 8,921 －

過年度法人税等 － 76,449 －

法人税等調整額 143,091 201,807 3.0 -4,682 145,309 1.2 131,944 234,852 1.2

少数株主利益（－
は少数株主損失）

-8,796 -0.1 － － -309,452 -1.5

中間純利益（－は
中間（当期）純損
失）

-4,557,335 -70.1 400,028 3.2 -5,923,087 -30.2

－ 14 －



(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 7,446,843 7,446,843

Ⅱ　資本剰余金増加高

  １．転換社債転換による
増加

－ － 999,347 999,347

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

7,446,843 8,446,191

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,085,996 1,085,996

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．中間（当期）純損失 4,557,335 4,557,335 5,923,087 5,923,087

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

-3,471,339 -4,837,091

－ 15 －



　　中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
8,532,627 8,446,191 -4,837,091 -5,346 12,136,381

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 400,000 400,000   800,000

資本準備金取崩し（千円）  -5,731,168 5,731,168  －

役員賞与（千円）   -5,000  -5,000

中間純利益（千円）   400,028  400,028

自己株式の取得（千円）    -365 -365

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
400,000 -5,331,168 6,126,197 -365 1,194,662

平成18年９月30日　残高

（千円）
8,932,627 3,115,022 1,289,106 -5,712 13,331,043

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
760,715 106,035 866,751 － 13,003,132

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円）     800,000

損失処理（千円）     －

役員賞与（千円）     -5,000

中間純利益（千円）     400,028

自己株式の取得（千円）     -365

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

-98,780 -62,211 -160,991  -160,991

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
-98,780 -62,211 -160,991 － 1,033,671

平成18年９月30日　残高

（千円）
661,935 43,823 705,759 － 14,036,803

－ 16 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年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

税金等調整前中間純
利益（－は税金等調
整前中間（当期）純
損失）

-4,364,325 545,337 -5,997,687

減価償却費 659,050 608,047 1,349,372

減損損失 2,933,290 － 3,136,449

連結調整勘定償却額 － － 598,219

社債発行費償却 21,500 7,769 72,977

株式交付費 － 1,925 －

貸倒引当金の増加
（－減少） 

－ 32,506 106,488

賞与引当金の増加
（－減少）

50,481 57,009 -10,370

退職給付引当金の増
加（－減少）

22,555 -53,433 32,477

役員退職慰労引当金
の増加（－減少）

24,729 3,921 -578,921

製品保証引当金の増
加（－減少）

-13,000 24,000 -3,000

受取利息および配当
金

-26,283 -25,470 -32,696

支払利息 147,727 155,232 300,647

為替差損（－差益） 359 -18,848 -24,799

持分法投資損失（－
利益）

-139,533 -9,125 -226,859

投資有価証券評価損 2,344 － 3,119

投資有価証券売却損
（－売却益）

－ － -152,999

構造改善特別損失 － － 547,995

有形固定資産除却損 5,374 4,504 32,394

有形固定資産売却損
（－売却益）

-5,188 -218 -13,466

売上債権の減少（－
増加）

2,210,909 78,248 -393,205

たな卸資産の減少
（－増加）

-1,764,020 -386,132 432,118

その他流動資産の減
少（－増加）

250,051 317,353 226,933

－ 17 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年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）

仕入債務の増加（－
減少）

-110,835 -293,661 915,887

その他流動負債の増
加（－減少）

67,190 74,430 -109,718

その他の固定負債の
増加（－減少）

3,598 -14,844 -41,258

役員賞与の支払額 － -5,000 －

その他 56,804 32,875 69,825

小計 32,780 1,136,429 239,924

利息および配当金の
受取額

32,688 28,576 44,520

利息の支払額 -132,657 -139,131 -284,562

法人税等の支払額 -116,601 -62,619 -166,075

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

-183,790 963,254 -166,193

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有価証券の取得によ
る支出

－ － -501,103

有価証券の売却によ
る収入

－ － 501,136

投資有価証券の取得
による支出

-3,164 -3,219 -6,323

投資有価証券の売却
による収入

－ － 275,154

連結子会社株式の追
加取得による支出

－ － -544,530

その他の投資にかか
る支出

-3,796 -240 -5,893

その他の投資の回収
による収入

－ 800 7,218

有形・無形固定資産
の取得による支出

-680,367 -250,409 -1,240,182

有形・無形固定資産
の売却による収入

8,044 31,991 33,893

その他 -35,412 -35,334 -67,649

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

-714,697 -256,411 -1,548,280

－ 18 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年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）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増額 -2,832,645 -644,642 -4,224,563

長期借入による収入 4,000,000 210,000 4,000,000

長期借入金の返済に
よる支出

-1,023,014 -920,565 -1,868,873

社債の発行による収
入

978,500 352,230 2,431,537

社債の償還による支
出

－ -250,000 -100,000

第三者割当による新
株の発行による収入

－ 800,000 －

転換社債型新株予約
権付社債の発行によ
る収入 

－ － 1,995,484

自己株式の取得によ
る支出 

-367 -365 -950

その他 － -1,925 -71

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,122,473 -455,267 2,232,563

Ⅳ　現金および現金同等物
に係る換算差額

39,277 -26,567 110,894

Ⅴ　現金および現金同等物
の増加額（－減少額）

263,263 225,006 628,985

Ⅵ　現金および現金同等物
の期首残高

2,959,970 3,588,955 2,959,970

Ⅶ　現金および現金同等物
の中間期末（期末）残
高

3,223,233 3,813,961 3,588,955

－ 19 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　当社グループは、前連結会計年度ま

で２期連続して営業キャッシュ・フロー

がマイナスになるとともに、前連結会

計年度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、当社グループは、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、当中間連結会計期

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

　当社グループは、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。

 

 

 

 

　当社グループ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、当社グループは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、当連結会計年

度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。

　当社グループは、このような当社グ

ループ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。 

 

－ 20 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 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。 

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。 

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。

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。

　連結財務諸表は、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連結

財務諸表には反映しておりません。 
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 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・ＥＲＰ委員会を立ち上げま

した。

　中間連結財務諸表は、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

中間連結財務諸表には反映しておりま

せん。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しており、

連結子会社数は次の11社でありま

す。

・株式会社バンディック

・ＴＯＷＡＴＥＣ株式会社

・TOWAM Sdn.Bhd.

・TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd.

・TOWA Singapore Mfg.

Pte.Ltd.

・TOWA-Intercon

Technology,Inc.

・東和半導体設備（上海）有限公

司

・TOWA半導体設備（蘇州）有限公

司

・台湾東和半導体設備股分有限公

司

・TOWA Semiconductor

Equipment Philippines

Corporation

・TOWA Europe GmbH

子会社はすべて連結しており、

連結子会社数は次の12社でありま

す。

・株式会社バンディック

・ＴＯＷＡＴＥＣ株式会社

  ・ＴＯＷＡサービス株式会社

・TOWAM Sdn.Bhd.

・TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd.

・TOWA Singapore Mfg.

Pte.Ltd.

・TOWA-Intercon

Technology,Inc.

・東和半導体設備（上海）有限公

司

・TOWA半導体設備（蘇州）有限公

司

・台湾東和半導体設備股分有限公

司

・TOWA Semiconductor

Equipment Philippines

Corporation

・TOWA Europe GmbH

 子会社はすべて連結しており、

連結子会社数は次の12社でありま

す。

・株式会社バンディック

・ＴＯＷＡＴＥＣ株式会社

・ＴＯＷＡサービス株式会社

  ・TOWAM Sdn.Bhd.

・TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd.

・TOWA Singapore Mfg.

Pte.Ltd.

・TOWA-Intercon

Technology,Inc.

・東和半導体設備（上海）有限公

司

・TOWA半導体設備（蘇州）有限公

司

・台湾東和半導体設備股分有限公

司

・TOWA Semiconductor

Equipment Philippines

Corporation

・TOWA Europe GmbH

 ＴＯＷＡサービス株式会社につ

きましては、当連結会計年度にお

いて新たに設立したことにより、

連結の範囲に含めることといたし

ました。

 ２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用会社は次の４社で

あります。

（関連会社） SECRON Co.,Ltd.

 　　　　　　株式会社東進

巨東精技股分有限

公司

 　　　　　　株式会社サーク

(1)　　　　　同左 (1) 　　　　 同左

 (2)持分法非適用会社はありません。(2)　　　　　同左 (2)　　　　　同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd.、

TOWA Semiconductor Equipment

Philippines Corporationおよび

TOWA Europe GmbHの中間決算日は

９月30日、その他の連結子会社の

中間決算日は６月30日でありま

す。

 

　中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

　ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　ＴＯＷＡサービス株式会社、

TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd.、

TOWA Semiconductor Equipment

Philippines Corporationおよび

TOWA Europe GmbHの中間決算日は

９月30日、その他の連結子会社の

中間決算日は６月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

　ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　ＴＯＷＡサービス株式会社、

TOWA Asia-Pacific Pte.Ltd.、

TOWA Semiconductor Equipment

Philippines Corporationおよび

TOWA Europe GmbHの決算日は３月

31日、その他の連結子会社の決算

日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。

　ただし、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準お

よび評価方法

１）有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

　中間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。）

１）有価証券

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。）

１）有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

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

①製品

主として個別法による低価法

２）たな卸資産

①製品

同左

２）たな卸資産

①製品

同左

②原材料

主として移動平均法による低

価法

②原材料

同左

②原材料

同左

③仕掛品

主として個別法による低価法

③仕掛品

同左

③仕掛品

同左

④貯蔵品

主として最終仕入原価法

④貯蔵品

同左

④貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

１）有形固定資産

　当社および国内連結子会社は

定率法、在外連結子会社は定額

法によっております。

　ただし、当社および国内連結

子会社については、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、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。

建物および構築物　２～50年

機械装置および

運搬具　　　　　　２～10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

　当社および連結子会社は定額

法によっております。

　ただし、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）重要な繰延資産の処理方

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要な引当金の計上基準 １）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、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。

１）貸倒引当金

同左

１）貸倒引当金

同左

２）賞与引当金

　当社および一部の連結子会社

は、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

３）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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

により翌連結会計年度から費用

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、当連結会計年度末における

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、各連結

会計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

により翌連結会計年度から費用

処理しております。

４）役員退職慰労引当金

　当社および一部の連結子会社

では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

連結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

　一部の連結子会社では役員の

退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく当中間連結会計期

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

　当社および一部の連結子会社

では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、当社においては、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

　当社では、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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）重要な外貨建の資産また

は負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結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。な

お、在外子会社等の資産および

負債は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益

および費用は中間連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分お

よび資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しており

ます。

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結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。な

お、在外子会社等の資産および

負債は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益

および費用は中間連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定および少

数株主持分に含めて計上してお

ります。

　外貨建金銭債権債務は、連結

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。なお、

在外子会社等の資産および負債

は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益およ

び費用は連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分および資本

の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

(6）重要なリース取引の処理

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(7）重要なヘッジ会計の方法 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。

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…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

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

同左

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。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

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。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

(8）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

同左 同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な

預金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ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））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、税金等調整前中間純損失は

2,881,825千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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

税金等調整前当期純損失は2,939,240

千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　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14,036,803千円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

─────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間末まで、投資事業有限責任組合への

出資持分（当中間連結会計期間末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、前連結

会計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、前中間連結会計期間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。

（中間連結貸借対照表）

─────

（中間連結損益計算書）

─────

（中間連結損益計算書）

　当中間連結会計期間より「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、前連結会計年度まで新株の発行に係る費用

は「新株発行費償却」としておりましたが、当中間連結会

計期間より「株式交付費」としております。

追加情報

　　該当事項はありません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりであります。

※１．担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりであります。

※１．担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産

受取手形および売掛

金(売掛金)
   884,960千円

建物および構築物

（建物）
 3,851,093千円

土地  2,601,428千円

計  7,337,481千円

建物および構築物

（建物）
 3,552,030千円

土地  2,579,696千円

計  6,131,686千円

建物および構築物

（建物）
 3,773,736千円

土地  2,616,700千円

計  6,390,436千円

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

短期借入金  1,074,960千円

１年以内返済予定長

期借入金
   625,229千円

長期借入金  1,318,201千円

計  3,018,390千円

短期借入金    180,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
657,716千円

長期借入金 748,524千円

計  1,586,240千円

短期借入金    247,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
   765,263千円

長期借入金    898,938千円

計  1,911,201千円

※２．当社および連結子会社（４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13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。

　当中間連結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。

※２．当社および連結子会社（３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６行と当座貸越契約およびコミッ

トメントライン契約等を締結しておりま

す。

　当中間連結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

等に係る借入未実行残高は次のとおりで

あります。

※２．当社および連結子会社（３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６行と当座貸越契約およびコミッ

トメントライン契約等を締結しておりま

す。

　当連結会計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等に

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 14,943,674千円

借入実行残高 12,004,781千円

差引額 2,938,892千円

当座貸越極度額およびコミットメント

ライン契約等の総額    9,043,890千円

借入実行残高    6,586,086千円

差引額    2,457,803千円

当座貸越極度額およびコミットメント

ライン契約等の総額     9,850,958千円

借入実行残高     6,341,959千円

差引額     3,508,998千円

※３．　　　　───── ※３．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間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、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

　　　 受取手形　　              5,896千円

※３．　　　　─────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

※１．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

※１．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

機械装置および

運搬具
      5,241千円

その他  44千円

計  5,286千円

機械装置および

運搬具
        713千円

その他  87千円

計       800千円

機械装置および

運搬具
     14,408千円

その他    247千円

計      14,656千円

※２．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

機械装置および

運搬具
97千円

その他  －千円

計  97千円

機械装置および

運搬具
  582千円

計    582千円

機械装置および

運搬具
     811千円

土地 198千円

その他  180千円

計    1,190千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

建物および構築

物
1,917千円

機械装置および

運搬具
2,094千円

その他 1,361千円

計 5,374千円

建物および構築

物
111千円

機械装置および

運搬具
3,179千円

土地 433千円

その他 780千円

計 4,504千円

建物および構築

物
2,387千円

機械装置および

運搬具
16,230千円

土地 5,238千円

その他 8,538千円

計 32,394千円

※４．　　　───── ※４．　　　───── ※４．ウェハ洗浄装置やボンダー関連

装置事業からの撤退および人員削

減等に伴う費用を構造改善特別損

失として特別損失に計上しており

ます。

※５．　　　───── ※５．　　　───── ※５．前期損益修正損の内訳は、過年

度売上期間帰属修正額118,990千

円および棚卸資産評価修正額

116,676千円であります。 

※６．TOWA半導体設備（蘇州）有限公

司において、半導体製造装置事業

の操業度が著しく低下したことに

伴って発生した費用を操業損失と

して特別損失に計上しております。

※６．　　　───── ※６．TOWA半導体設備（蘇州）有限公

司において、半導体製造装置事業

の操業度が著しく低下したことに

伴って発生した費用を操業損失と

して特別損失に計上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※７．減損損失

　　　当中間連結会計期間において、

当社グループ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

TOWA Singapore

Mfg.Pte.Ltd.

 （シンガポール）

半導体製造装

置および半導

体製造用等精

密金型の製造

設備

 建物 644,362

※７．　　　─────  ※７．減損損失

　　　 当連結会計期間において、当

社グループ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

TOWA Singapore

Mfg.Pte.Ltd. 

（シンガポール）

半導体製造装

置および半導

体製造用等精

密金型の製造

設備

建物 722,907

TOWA-Intercon

Technology,Inc.

（米国）

半導体製造用

装置の製造設

備

土地および

建物
124,614

　　　当社グループは、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

いては各会社および遊休資産（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、当社およびTOWA 

Singapore Mfg.Pte.Ltd.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

能限度額まで減額し、当該減少額

を減損損失（2,933,290千円）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1,697,269千円および機械装置

274,671千円であります。  

　　　当社グループは、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

いては各会社および遊休資産（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、TOWA 

Singapore Mfg.Pte.Ltd.および

TOWA-Intercon Technology,Inc.

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

額を回収可能限度額まで減額し、

当該減少額を減損損失

（3,136,449千円）として特別損

失に計上しました。

　その内訳は、土地993,359千円、

建物1,868,418千円および機械装

置274,671千円であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

     なお、当資産グループの回収可

能価額は、当社においては使用価

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。一方、

TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.に

おいては建物の鑑定評価を取得し、

正味売却価額にて評価しておりま

す。

     なお、当資産グループの回収可

能価額は、当社においては使用価

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。一方、

TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.お

よびTOWA-Intercon 

Technology,Inc.においては建物

の鑑定評価を取得し、正味売却価

額にて評価しております。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注）１ 24,021,832 1,000,000 － 25,021,832

合計 24,021,832 1,000,000 － 25,021,832

自己株式

普通株式　（注）２ 5,576 438 － 6,014

合計 5,576 438 － 6,014

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,000,000株は、第三者割当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438株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　　　該当事項はありません。

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

      該当事項はありません。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金および現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

現金および現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

現金および現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金および預金勘定  3,223,233千円

預入期間が３か月を超える

積立預金
－

現金および現金同等物 3,223,233

現金および預金勘定  3,813,961千円

預入期間が３か月を超える

積立預金
－

現金および現金同等物 3,813,961

現金および預金勘定  3,588,955千円

預入期間が３か月を超える

積立預金
－

現金および現金同等物 3,588,955
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）

機械装置お
よび運搬具

44,388 36,373 8,014

その他 58,782 27,258 31,523

ソフトウェ
ア

15,745 11,246 4,498

計 118,915 74,878 44,037

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置お
よび運搬具

44,388 43,771 616

その他 50,146 30,437 19,709

ソフトウェ
ア

15,745 14,396 1,349

計 110,280 88,604 21,675

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置お
よび運搬具

44,388 40,072 4,315

その他 58,782 35,053 23,728

ソフトウェ
ア

15,745 12,821 2,924

計 118,915 87,947 30,968

（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 （注）　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       25,163千円

１年超 18,873

計 44,037

１年内       13,085千円

１年超 8,589

計 21,675

１年内       19,609千円

１年超 11,358

計 30,968

（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 （注）　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 ３．支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料       12,915千円

減価償却費相当額 12,915

支払リース料       12,349千円

減価償却費相当額 12,349

支払リース料       25,984千円

減価償却費相当額 25,984

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
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②　有価証券

（前中間連結会計期間）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 1,068,543 1,872,570 804,027

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 50,000 90,500 40,500

その他 － － －

(3)その他 10,050 9,932 -118

合計 1,128,593 1,973,002 844,409

　（注）当中間連結会計期間において、減損処理の対象となったその他有価証券で時価のあるものはありません。

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行う

こととしております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 204,335

その他 6,242
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（当中間連結会計期間）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 1,012,680 2,095,168 1,082,487

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 1,012,680 2,095,168 1,082,487

　（注）当中間連結会計期間において、減損処理の対象となったその他有価証券で時価のあるものはありません。

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行う

こととしております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 203,879

その他 8,546
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（前連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 1,009,461 2,256,391 1,246,930

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 1,009,461 2,256,391 1,246,930

　（注）前連結会計年度において、減損処理の対象となったその他有価証券で時価のあるものはありません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこと

としております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

776,724 153,092 60

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 203,879

その他 5,765
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容

当社グループの利用しているデリバティ

ブ取引は、為替予約取引および金利スワッ

プ取引であります。

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容

同左

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容

同左

②取引に対する取組方針

当社グループのデリバティブ取引は、将

来の為替・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。

②取引に対する取組方針

同左

②取引に対する取組方針

同左

③取引の利用目的

当社グループのデリバティブ取引は、外

貨建取引等の将来の為替変動リスクを回避

する目的や借入金利等の将来の金利市場に

おける変動リスクを回避する目的で利用し

ております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッ

ジ会計を行っております。

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。

  金利スワップについては、特例処理を採

用しております。

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…貸付金の為替相場および

　　　　　　　　　借入金の金利

ヘッジ方針

外貨建債権債務の為替リスクを回避する

目的で、また、金利リスク低減ならびに金

融収支改善のため対象債権債務のヘッジを

行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

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

効性の評価は省略しております。

③取引の利用目的

同左

③取引の利用目的

同左

④取引に係るリスクの内容

当社グループが利用している為替予約取

引および金利スワップ取引には、為替相場

の変動によるリスク、市場金利の変動によ

るリスクはほとんどないと認識しておりま

す。

なお、取引の契約先はいずれも信用度の

高い国内金融機関であるため、相手方の債

務不履行によるリスクはほとんどないと認

識しております。

④取引に係るリスクの内容

同左

④取引に係るリスクの内容

同左

⑤取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理について

は、取引権限等を定めた社内ルールに従い、

経理担当部門が決裁担当者の承認を得て

行っております。

⑤取引に係るリスク管理体制

同左

⑤取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているため、記載

を省略しております。

２．取引の時価等に関する事項

同左

２．取引の時価等に関する事項

同左
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

半導体製造装
置事業

（千円）

ファインプラ
スチック成形
品事業

（千円）

計
（千円）

消去または全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,922,479 575,553 6,498,032 － 6,498,032

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 5,922,479 575,553 6,498,032 － 6,498,032

営業費用 7,508,095 500,034 8,008,130 － 8,008,130

営業利益（－は営業損失） -1,585,616 75,518 -1,510,098 － -1,510,098

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

半導体製造装置事業

 

半導体製造用精密金型、モールディング装置、リード加工装置、

シンギュレーション装置、ボンダー関連装置等

ファインプラスチック成形品事業 医療器具用パーツ等

 　　　 ３．会計処理の方法の変更

　　　　　　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より

　　　　　　固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この変更により、従来と同一の方法を採用した場

　　　　　　合に比べ、「半導体製造装置事業」の営業費用は51,465千円減少し、営業損失は同額減少しております。
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　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

半導体製造装
置事業

（千円）

ファインプラ
スチック成形
品事業

（千円）

計
（千円）

消去または全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 11,777,798 568,422 12,346,221 － 12,346,221

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 11,777,798 568,422 12,346,221 － 12,346,221

営業費用 11,283,125 503,381 11,786,507 － 11,786,507

営業利益 494,673 65,040 559,713 － 559,713

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

半導体製造装置事業

 

半導体製造用精密金型、モールディング装置、シンギュレー

ション装置等

ファインプラスチック成形品事業 医療器具用パーツ等
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

半導体製造装
置事業

（千円）

ファインプラ
スチック成形
品事業

（千円）

計
（千円）

消去または全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 18,479,964 1,161,149 19,641,113 － 19,641,113

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 18,479,964 1,161,149 19,641,113 － 19,641,113

営業費用 21,636,260 1,017,755 22,654,016 － 22,654,016

営業利益（－は営業損失） -3,156,296 143,393 -3,012,902 － -3,012,902

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。

 　　　 ２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

半導体製造装置事業

 

半導体製造用精密金型、モールディング装置、リード加工装置、

シンギュレーション装置、ボンダー関連装置等

ファインプラスチック成形品事業 医療器具用パーツ等

  　　　３．会計処理の方法の変更

　　　　　　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、前連結会計年度より固定資産の減損に

　　　　　　係る会計基準を適用しております。この変更により、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、「半導体

　　　　　　製造装置事業」の営業費用は197,209千円減少し、営業損失は同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

項目
日本

（千円）
アジア
（千円）

北米
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去または
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,202,677 50,174 1,245,180 － 6,498,032 － 6,498,032

(2)セグメント間の内部売上高 101,632 1,400,428 325,871 35,955 1,863,887 (1,863,887) －

計 5,304,310 1,450,602 1,571,051 35,955 8,361,919 (1,863,887) 6,498,032

営業費用 6,728,519 1,607,312 1,548,624 23,910 9,908,366 (1,900,235) 8,008,130

営業利益(－は営業損失) -1,424,208 -156,709 22,426 12,044 -1,546,446 36,348 -1,510,098

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア　……　シンガポール、マレーシア、フィリピン、台湾、中国

(2）北　米　……　米国

(3）その他　……　ドイツ

３．会計処理の方法の変更

　　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より

　　固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この変更により、従来と同一の方法を採用した場

　　合に比べ、「日本」の営業費用は51,465千円減少し、営業損失は同額減少しております。
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当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

項目
日本

（千円）
アジア
（千円）

北米
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去または
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 9,904,727 288,500 2,138,188 14,804 12,346,221 － 12,346,221

(2)セグメント間の内部売上高 74,539 3,017,331 259,291 27,077 3,378,240 (3,378,240) －

計 9,979,267 3,305,831 2,397,480 41,882 15,724,461 (3,378,240) 12,346,221

営業費用 8,859,963 3,173,490 2,954,806 33,458 15,021,718 (3,235,211) 11,786,507

営業利益(－は営業損失) 1,119,304 132,341 -557,325 8,423 702,742 (143,028) 559,713

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア　……　シンガポール、マレーシア、フィリピン、台湾、中国

(2）北　米　……　米国

(3）その他　……　ドイツ

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

項目
日本

（千円）
アジア
（千円）

北米
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去または
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 16,340,199 157,472 3,138,653 4,788 19,641,113 － 19,641,113

(2)セグメント間の内部売上高 247,753 4,335,133 554,435 72,761 5,210,083 (5,210,083) －

計 16,587,952 4,492,605 3,693,089 77,549 24,851,197 (5,210,083) 19,641,113

営業費用 17,877,468 4,831,568 5,159,731 55,195 27,923,964 (5,269,948) 22,654,016

営業利益(－は営業損失) -1,289,515 -338,962 -1,466,642 22,353 -3,072,767 59,864 -3,012,902

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア　……　シンガポール、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、中国

(2）北　米　……　米国 

(3）その他　……　ドイツ

３．会計処理の方法の変更

　　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、前連結会計年度より固定資産の

　　減損に係る会計基準を適用しております。この変更により、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、

   「日本」の営業費用は182,927千円減少し、営業損失は同額減少しております。また、「アジア」の営業

　　費用は14,281千円減少し、営業損失は同額減少しております。
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ｃ．海外売上高

期別 アジア (内台湾) (内中国)
(内マレーシ

ア) 
(内その他
アジア)

北米 その他 計

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１

日

至　平成17年９月30

日)

Ⅰ　海外売上高

(千円)
5,137,493 (2,440,281) (－) (739,627) (1,957,584) 176,523 32,141 5,346,158

Ⅱ　連結売上高

(千円)
－ (－) (－) (－) (－) － － 6,498,032

Ⅲ　海外売上高

の連結売上

高に占める

割合（％）

79.1 (37.6) (－) (11.4) (30.1) 2.7 0.5 82.3

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１

日

至　平成18年９月30

日)

Ⅰ　海外売上高

(千円)
8,787,646 (4,007,682)(1,724,711) (1,588,079) (1,467,173) 138,236 95,100 9,020,983

Ⅱ　連結売上高

(千円)
－ (－) (－) (－) (－) － － 12,346,221

Ⅲ　海外売上高

の連結売上

高に占める

割合（％）

71.2 (32.4) (14.0) (12.9) (11.9) 1.1 0.8 73.1

前連結会計年度

(自　平成17年４月１

日

至　平成18年３月31

日)

Ⅰ　海外売上高

(千円)
15,644,123 (7,582,490)(2,465,021) (1,887,671) (3,708,940) 578,689 115,268 16,338,080

Ⅱ　連結売上高

(千円)
－ (－) (－) (－) (－) － － 19,641,113

Ⅲ　海外売上高

の連結売上

高に占める

割合（％）

79.7 (38.6) (12.6) (9.6) (18.9) 2.9 0.6 83.2

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

従来、「（内その他アジア）」に含めていた中国の売上高が連結売上高の10%以上となったため、

前連結会計年度より「（内中国）」として区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の中国の売上高は723,072千円であります。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア　……　韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、香港、中国、インドネシア、

イスラエル

(2) 北　米　……　米国、メキシコ

(3) その他　……　ドイツ、マルタ、ポルトガル、アイルランド

３．海外売上高は当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

４．（　）内はアジア地域の内数であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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    566円77銭

１株当たり中間純損失   219円55銭

１株当たり純資産額    561円12銭

１株当たり中間純利益    16円05銭

１株当たり純資産額    541円43銭

１株当たり当期純損失   275円58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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当たり当期

純損失を計上しているため記載してお

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。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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） -4,557,335 400,028 -5,923,087

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）

-4,557,335 400,028 -5,923,087

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

───── ───── ─────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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日開催の当社取締役

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。その概要は次のとお

りであります。

 １．発行総額　2,000,000,000円

 ２．発行価額　額面100円につき金100

　　　　　　　 円

 ３．払込期日　平成17年11月25日

 ４．償還期限　平成19年11月22日に社

　　　　　　　 債額面金額の100%で償

　　　　　　　 還

 ５．利率　　　本社債には、利息を付

　　　　　　　 さない。

 ６．本新株予約権の目的となる株式の

　 種類および数

（1）種類　当社普通株式

（2）数　　本新株予約権の行使により

　　　　　 当社が当社普通株式を新た

　　　　　 に発行またはこれに代えて

　　　　　 当社の有する当社普通株式

　　　　　 を移転（以下、当社普通株

　　　　　 式の発行または移転を「交

　　　　　 付」という。）する数は、

　　　　　 行使請求に係る本社債の発

　　　　　 行価額の総額を下記８

　　　　　（2）記載の転換価額で除し

　　　　　 て得られる最大整数とす

　　　　　 る。この場合に１株未満の

　　　　　 端数を生じたときはこれを

　　　　　 切り捨て、現金による調整

　　　　　 は行わない。

 ７．本新株予約権の総数　40個

 ８．本新株予約権の行使に際して払込

   をなすべき額

（1）本社債の発行価額と同額とす

　 る。

（2）新株予約権の行使に際して払込

　 をなすべき１株あたりの額（以下

　「転換価額」という。）は、当初

　 金680円とする。ただし、 転換価

　 額は下記８（3）（4）に定めると

　 ころに従い修正または調整される

　 ことがある。

───── 　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。

１．発行新株式数

　　普通株式　1,000,000株

２．発行価額

　　１株につき金800円

３．発行価額の総額

　　800,000,000円

４．資本組入額

　　１株につき金400円

５．資本組入額の総額

　　400,000,000円

６．払込期日

　　平成18年４月18日

７．配当起算日

　　平成18年４月１日

８．割当先および株式数

　　坂東和彦　1,000,000株

９．資金使途

　　研究開発費およびＩＴ投資
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （3）本新株予約権付社債の発行後、毎

月第２金曜日（以下「決定日」とい

う。）の翌取引日以降、転換価額は、

決定日まで（当日を含む）の５連続

取引日（ただし、終値のない日は除

き、決定日が取引日でない場合には、

決定日の直前の取引日までの５連続

取引日とする。以下「時価算定期

間」という。）の株式会社大阪証券

取引所における当社普通株式の普通

取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値の90%に相当する金

額に修正される。なお、時価算定期

間内に、下記（4）で定める転換価

額の調整事由が生じた場合には、修

正後転換価額は、本新株予約権付社

債の社債要項に従い当社が適当と判

断する値に調整される。

 （4）転換価額は、本新株予約権付社債

の発行後、当社が時価を下回る発行

価額または処分価額をもって当社普

通株式を新たに発行しまたは当社の

有する当社普通株式を処分する場合

には、次に定める算式により調整さ

れる。なお、次の算式において、

「既発行株式」は当社の発行済普通

株式数から、当社の有する当社普通

株式数を控除した数とする。

既発行
株式数

＋

新発行・
処分株式数

×
１株当たりの
発行・処分価額

調整後
転換価
額

＝
調整前
転換価
額

×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

 　　 また、転換価額は、当社普通株式

の分割もしくは併合または時価を下

回る価額をもって当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証

券または当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権もしくは新株予約

権付社債の発行が行われる場合等に

も適宜調整される。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ９．新株予約権の行使期間

 　　 平成17年11月28日から平成19年

　　　11月21日まで。

  10．新株予約権の行使の条件

　　　新株予約権の一部行使はできな

　　　いものとする。

  11．資金の使途

　　　借入金の返済に充当
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

半導体製造装置事業 11,912,073 182.9

ファインプラスチック成形品事業 568,422 98.8

合計 12,480,495 176.1

　（注）１．金額は販売金額によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間の取引はありません。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同期比
（％）

受注残高（千円）
前年同期比
（％）

半導体製造装置事業 11,901,413 150.1 7,389,261 129.3

ファインプラスチック成形品事業 578,199 101.9 100,825 121.5

合計 12,479,613 146.9 7,490,086 129.2

　（注）１．金額は販売金額によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間の取引はありません。

４．当社グループ製品はすべて受注生産であります。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

半導体製造装置事業 11,777,798 198.9

ファインプラスチック成形品事業 568,422 98.8

合計 12,346,221 190.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引はありません。
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