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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 3,532 ( 116.6) 619 (     －) 643 (     －)

17年９月中間期 1,630 ( △52.8) △160 (     －) △74 (    － )

18年３月期 4,222 △175 △60

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 492 (     －) 87 16

17年９月中間期 △311 (   　－) △55 14

18年３月期 △236 △41 80

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 5,649,557株 17年9月中間期 5,651,726株 18年3月期 5,650,645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  

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 13,933 12,750 91.5 2,256 82

17年９月中間期 13,159 12,212 92.8 2,161 73

18年３月期 13,458 12,439 92.4 2,201 80

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 5,649,557株 17年9月中間期 5,649,557株 18年3月期 5,649,557株

②期末自己株式数 18年9月中間期 129,138株 17年9月中間期 129,138株 18年3月期 129,138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 6,300  900  750  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）132円75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 － 20.00 20.00

19年３月期（実績） － －
20.00

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、多分に不確実な要素を含んで

おります。実際の業績は、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．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 635 1,231 818

２　受取手形 164 218 172

３　売掛金 1,269 2,482 1,485

４　有価証券 2,736 1,250 2,049

５　たな卸資産 1,186 1,296 1,078

６　繰延税金資産 196 135 123

７　その他 ※２ 62 74 143

貸倒引当金 △16 △29 △31

流動資産合計 6,234 47.4 6,659 47.8 5,840 43.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 791 742 766

(2）土地 2,482 2,086 2,086

(3）その他 154 198 144

計 3,428 3,028 2,997

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア 30 16 22

(2）その他 4 4 4

計 35 21 26

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,974 3,727 4,106

(2）その他 488 498 488

貸倒引当金 △1 △1 △1

計 3,460 4,224 4,593

固定資産合計 6,924 52.6 7,273 52.2 7,617 56.6

資産合計 13,159 100.0 13,933 100.0 13,458 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 150 148 147

２　未払法人税等 16 20 18

３　賞与引当金 166 189 186

４　その他 249 263 234

流動負債合計 582 4.4 622 4.5 586 4.4

Ⅱ　固定負債

１　長期未払金 162 158 162

２　退職給付引当金 166 149 131

３　繰延税金負債 35 253 139

固定負債合計 364 2.8 561 4.0 432 3.2

負債合計 946 7.2 1,183 8.5 1,019 7.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,521 19.2 － － 2,521 18.7

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 3,370 － 3,370

資本剰余金合計 3,370 25.6 － － 3,370 25.1

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 114 － 114

２　任意積立金 5,703 － 5,703

３　中間（当期）未処分
利益

367 － 442

利益剰余金合計 6,184 46.9 － － 6,259 46.5

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

297 2.3 － － 448 3.3

Ⅴ　自己株式 △161 △1.2 － － △161 △1.2

資本合計 12,212 92.8 － － 12,439 92.4

負債資本合計 13,159 100.0 － － 13,458 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

(純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 2,521 18.1 － －

２　資本剰余金

　(1)資本準備金 － 3,370 －

資本剰余金合計 － － 3,370 24.2 － －

３　利益剰余金

  (1)利益準備金 － 114 －

  (2)その他利益剰余金

 　　特別償却準備金 － 2 －

 　　別途積立金 － 5,700 －

     繰越利益剰余金 － 823 －

利益剰余金合計 － － 6,639 47.7 － －

　４　自己株式 － － △161 △1.2 － －

　　  株主資本合計 － － 12,370 88.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
差額金

－ － 379 2.7 － －

 　 評価・換算差額等合計 － － 379 2.7 － －

純資産合計 － － 12,750 91.5 － －

負債純資産合計 － － 13,933 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,630 100.0 3,532 100.0 4,222 100.0

Ⅱ　売上原価 1,158 71.0 2,197 62.2 3,036 71.9

売上総利益 472 29.0 1,334 37.8 1,185 28.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 633 38.8 715 20.3 1,361 32.3

営業利益又は営業
損失(△)

△160 △9.8 619 17.5 △175 △4.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 92 5.6 81 2.3 186 4.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 6 0.4 56 1.6 70 1.6

経常利益又は経常
損失(△)

△74 △4.6 643 18.2 △60 △1.4

Ⅵ　特別利益 ※３ － － 2 0.1 140 3.3

Ⅶ　特別損失 ※４,５ 321 19.7 － － 321 7.6

税引前中間純利益
又は税引前中間(当
期)純損失(△)

△396 △24.3 645 18.3 △241 △5.7

法人税、住民税及
び事業税

4 4 9

法人税等調整額 △89 △85 △5.2 148 153 4.4 △14 △5 △0.1

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(△)

△311 △19.1 492 13.9 △236 △5.6

前期繰越利益 678 － 678

中間(当期)未処分
利益

367 － 442
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
2,521 3,370 3,370 114 3 5,700 442 6,259 △161 11,990

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩（百

万円）
    △1  1 －   

剰余金の配当（百万円）       △112 △112  △112

中間純利益（百万円）       492 492  492

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）(百万円）

          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
    △1  380 379  379

平成18年９月30日　残高

（百万円）
2,521 3,370 3,370 114 2 5,700 823 6,639 △161 12,370

 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

（百万円）
448 448 12,439

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（百万円）
   

剰余金の配当（百万円）   △112

中間純利益（百万円）   492

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）(百万円）

△68 △68 △68

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△68 △68 310

平成18年９月30日　残高

（百万円）
379 379 12,750
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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

同左

(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)

　時価のないもの

移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

　時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品及び仕掛品

　個別法に基づく原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

原材料

移動平均法に基づく原価法

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）

　ただし、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

(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

　ただし、ソフトウェア（自社

利用分）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

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒による損失に備

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

　従業員賞与の支払に備えるた

め将来の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

　従業員賞与の支払に備えるた

め将来の支給見込額のうち当事

業年度の負担額を計上しており

ます。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

(105百万円）については、15

年による按分額を戻入処理して

おります。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産に基づき

計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

(105百万円）については、15

年による按分額を戻入処理して

おります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）役員退職引当金

─────

(追加情報）　

  役員退職時の退職金の支払に

備えるため、役員退職慰労金規

程による算定額の全額を計上し

ておりましたが、経営改革の一

環として平成17年６月29日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て、役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。なお、当該株主

総会までの期間に対する役員退

職慰労金相当額は、長期未払金

として表示しております。

 (4）　　───── (4）役員退職引当金

─────

(追加情報）　

  役員退職時の退職金の支払に

備えるため、役員退職慰労金規

程による算定額の全額を計上し

ておりましたが、経営改革の一

環として平成17年６月29日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て、役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。なお、当該株主

総会までの期間に対する役員退

職慰労金相当額は、長期未払金

として表示しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理方法によって

おります。

同左 同左

５．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

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321百万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。これにより税引前当期純損失は 

321百万円増加しております。

  なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

───── （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12,750百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

─────
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───── ───── (株式会社テセックサービスとの合併

契約について)

　当社は、平成18年３月28日開催の取

締役会において、当社の親会社等であ

る株式会社テセックサービスと平成18

年10月１日を合併期日とする合併契約

を締結することを決議し、同日合併契

約書に調印いたしました。

　合併契約の概要は以下のとおりであ

ります。

　(1)合併の目的

　株式会社テセックサービスは、当社

製品の国内特定顧客に対する販売代理

店として、半導体検査装置の販売を主

要業務としており、製販一体化により

販売の効率化と顧客対応サービスの向

上を図るためであります。

　(2)合併の期日

　平成18年10月１日

　(3)合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式

で、株式会社テセックサービスは解散

します。

　(4)合併の比率

　株式会社テセックサービスの株式１

株に対して当社の株式19.86株を割当

交付します。

　(5)合併に際して発行する当社の新

     株

　株式会社テセックサービスが保有す

る当社の株式を合併と同時に自己株式

としたうえで、株式会社テセックサー

ビスの株主に割り当てますので、合併

による新株の発行はありません。

　なお、合併比率に基づく同社株主へ

の割り当て株式の総数は1,874,784株

となります。

　(6)合併交付金

　合併交付金はありません。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　(7)引き継ぐ資産・負債の額

　株式会社テセックサービスは、平成

17年11月30日現在の貸借対照表その他

同日現在の計算を基礎とし、これに合

併期日に至るまでの増減を加減した資

産、負債および権利義務の一切を合併

期日において当社に引き継ぎます。

　なお、株式会社テセックサービスの

平成17年11月30日現在の財政状況およ

び最近中間事業年度(平成17年６月1日

から平成17年11月30日まで)の営業の

状況は次のとおりです。

資産合計 173百万円

負債合計 9

資本合計 164

売上高 12

経常利益 35

中間純利益 32
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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　有形固定資産減価償却累計額

          2,737百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

               2,783百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

          2,758百万円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　        ─────

 

（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  0百万円

受取配当金 10

有価証券利息 46

為替差益 14

投資有価証券売却益 14

受取利息   0百万円

受取配当金 17

有価証券利息 49

為替差益 4

投資有価証券売却益 3

受取利息    0百万円

受取配当金 47

有価証券利息 89

為替差益 21

投資有価証券売却益 14

※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

たな卸資産評価損   1百万円

たな卸資産廃棄損 3

たな卸資産評価損   36百万円

たな卸資産廃棄損 14

たな卸資産評価損   14百万円

たな卸資産廃棄損 51

※３　　　　　　───── ※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

貸倒引当金戻入額    2百万円 固定資産売却益  140百万円

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

減損損失  321百万円 減損損失 321百万円

※５  減損損失

　　　当中間会計期間において、以下の資産

　　について減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

 東京都武蔵村山市 遊休資産 土地

 長野県伊那市 遊休資産 土地

　当社は、他の資産又は資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位に拠っ

て資産をグループ化して減損の検討を行っ

ております。

　その結果、上記の資産については、それ

ぞれ遊休状態にあり将来の用途が定まって

いないため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（321百万

円）として特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額については、不動産

鑑定評価額を基準とした正味売却価額によ

り測定しております。

※５ 　　　　　───── ※５  減損損失

      当事業年度において、当社グループは

    以下の資産について減損損失を計上いた

    しました。

場所 用途 種類

 東京都武蔵村山市 遊休資産 土地

 長野県伊那市 遊休資産 土地

　当社グループは、他の資産又は資産グルー

プのキャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位に

拠って資産をグループ化して減損の検討を行っ

ております。

　その結果、上記の資産については、それぞ

れ遊休状態にあり将来の用途が定まっていな

いため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（321百万円）として特

別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額については、不動産鑑

定評価額を基準とした正味売却価額により測

定しております。

　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   49百万円

無形固定資産 13

有形固定資産   45百万円

無形固定資産 6

有形固定資産  100百万円

無形固定資産 21
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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 129,138 － － 129,138

合計 129,138 － － 129,138

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）

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

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

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

累計額相当額及び期末残高相当額

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

その他
(工具器
具備品)

百万円
14

百万円
4

百万円
10

合　計 14 4 10

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

その他
(工具器
具備品)

百万円
14

百万円
7

百万円
7

合　計 14 7 7

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期　　末
残　　高
相 当 額

工具器具
備　　品

百万円
14

百万円
5

百万円
8

合　計 14 5 8

（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。

（注）　　　　　　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   2百万円

1年超 7

合 計 10

1年内    2百万円

1年超 4

合 計 7

1年内    2百万円

1年超 5

合 計 8

（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。

（注）　　　　　　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．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料   1百万円

減価償却費相当額 1

支払リース料    1百万円

減価償却費相当額 1

支払リース料   2百万円

減価償却費相当額 2

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
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額  2,161.73円

１株当たり中間純損失     55.14円

１株当たり純資産額 2,256.82円

１株当たり中間純利益     87.16円

１株当たり純資産額 2,201.80円

１株当たり当期純損失 41.80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、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（百万円）
△311 492 △236

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間純利益又は普通株式

に係る中間（当期）純損失（△）（百万

円）

△311 492 △236

期中平均株式数（千株） 5,651 5,649 5,650
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  （重要な後発事象） 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、資産の効率化を図るため、

固定資産の譲渡を行いました。

 （1）譲渡資産の内容

 　　 遊休土地　45,458.39㎡

 （2）所在地

 　　 長野県伊那市大字西箕輪2640番

　　　地他

 （3）譲渡先名称

 　　 伊那市土地開発公社

 （4）譲渡日

 　　 平成17年10月24日

 （5）譲渡価額

 　　 536百万円

　当事業年度の損益計算書において固

定資産売却益140百万円を特別利益とし

て計上する予定であります。

　当社は、平成18年10月１日をもって、

当社を存続会社、株式会社テセック

サービスを消滅会社とする吸収合併に

より、両社の事業を統合いたしました。

当社は、事業統合に際し、新株発行に

代えて代用自己株式（普通株式）

1,874,784株を、株式会社テセックサー

ビスの最終株主名簿に記載された株主

に対して、その所有する株式１株につ

き19.86株の割合で割当交付いたしま

した。

　当社は企業結合の会計処理にあたり、

「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年３月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」(企業会計

基準委員会　企業会計基準適用指針第

10号　平成17年12月27日）を適用し、

具体的には当社を取得企業、株式会社

テセックサービスを被取得企業とした

パーチェス法を適用しております。

──────

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容、

企業結合を行った主な理由、企業

結合日、企業結合の法的形式、結

合後企業の名称

①被取得企業の名称及び事業の内容

　被取得企業　株式会社テセックサー

ビス

　事業の内容　半導体検査装置の販売

代理業等

②企業結合を行った主な理由

　株式会社テセックサービスは、当社

製品の国内特定顧客に対する販売代理

店として、半導体検査装置の販売を主

要業務としておりますが、製販一体化

により販売の効率化と顧客対応サービ

スの向上を図るためであります。

③企業結合日

　平成18年10月１日

④企業結合の法的形式

　当社を存続会社とし、株式会社テ

セックサービスを消滅会社とする吸収

合併方式

⑤結合後企業の名称

　株式会社テセック
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2) 被取得企業の取得原価及びその内

訳。交付した株式の種類別の交換

比率及びその算定方法、交付株式

数及び評価額

　　　被取得企業の取得原価は、2,793

百万円であり、その内訳は代用自

己株式1,874,784株（普通株式）

であります。

　　　株式割当比率につきましては、

株式会社テセックサービスの株式

１株に対して当社の株式19.86株

を割当交付いたしました。

　　　算定方法につきましては、第三

者機関が算定した結果を参考とし

て、当事者間において決定しまし

た。

　なお、被取得企業である株式会

社テセックサービスの取得原価に

つきましては、合併覚書調印日直

前の時価を基礎に算定しておりま

す。

(3) 発生したのれん又は負ののれんの

金額、発生原因、償却の方法及び

償却期間

①負ののれんの金額　　　240百万円

　

②発生原因

　企業結合時の時価純資産が取得原価

を上回ったため、その差額を負ののれ

んとして認識しております。

③償却方法及び償却期間

　発生時から５年定額法で償却してお

ります。

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び

引き受けた負債の額並びにその主

な内訳

流動資産 流動負債

72百万円 0百万円 

 固定資産 固定負債 

2,962百万円 －百万円 

資産計 負債計 

3,034百万円 0百万円 

　（注）固定資産のうち2,962百万円

は当社株式1,875,000株であ

ります。
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