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1.18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

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       17,354    57.5       2,581   148.5       2,662   122.0
17年 9月中間期       11,022   △18.9       1,039   △47.2       1,199   △43.6

18年 3月期       27,082－        3,529－        3,742－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期        1,709   132.6          88.61－
17年 9月中間期          735   △44.2          38.10－

18年 3月期        2,317－         115.89－

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

2.期中平均株式数(連結)18年 9月中間期     19,285,258株 17年 9月中間期     19,286,586株
18年 3月期     19,286,220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

( 2 )連結財政状態

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       51,607      47,048     91.1       2,439.13
17年 9月中間期       46,853      43,881     93.7       2,275.26

18年 3月期       51,020      46,247     90.6       2,393.75
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期     19,284,988株 17年 9月中間期     19,286,124株

18年 3月期     19,285,551株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 9月中間期       △1,261          403        △580       13,757
17年 9月中間期        2,841         522        △243       16,720

18年 3月期        2,894      △1,034         △437       15,116

( 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    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社    9 － －

( 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    1 － － －

2.19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       31,300       4,100       2,600

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )         134円82銭

記 載 金 額 は 、 百 万 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て 表 示 し て お り ま す 。
上 記 予 想 の 前 提 条 件 そ の 他 関 連 す る 事 項 に つ き ま し て は 、 ４ ペ ー ジ の 「 通 期 の 見 通 し 」 を ご 参
照 く だ さ い 。



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社および連結子会社９社で構成され、半導体製造装置の製造および販売を主な事業内容とし、さ

らに、当該事業に関する保守サービスを展開しております。

　なお、当社グループは当該事業以外に事業の種類のない単一セグメントであります。

　事業の系統図は以下のとおりであります。

 

サービス委託 

保守サービス 

サービス委託 

保守サービス 

サービス委託 

半製品 原材料 半製品 

製品および 
保守サービス 

製品 

製品 

販売および保守サービス会社 
SHINKAWA SINGAPORE PTE. LTD. 

当           社 

㈱新川テクノロジーズ 

得     意     先 

保守サービス会社 
SHINKAWA KOREA CO., LTD. 
SHINKAWA TAIWAN CO., LTD. 
SHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD. 
SHINKAWA PHILIPPINES, INC. 
SHINKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
SHINKAWA (MALAYSIA) SDN. BHD. 
SHINKAWA U.S.A., INC. 

協 力 会 社 

２．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、「最高の品質でお客様に満足を」のスローガンのもと、常に新しい技術の開発に挑戦し、半導体

組立装置メーカーとして、半導体産業の一翼を担い、社会の発展に貢献することを基本方針としております。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、利益を株主、社員、社内留保、設備投資等にバランスよく配分することを基本方針としておりますが、半

導体業界は景気変動が極めて激しいため、内部留保を手厚くしております。株主配当につきましては、従来から安定

配当重視の方針を維持しておりますが、同時に業績に応じた利益還元も考慮してまいります。

(3) 親会社等に関する事項

　当社は、親会社等はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1) 経営成績

　当中間連結会計期間における半導体・エレクトロニクス業界は、携帯電話やパソコン、デジタル家電の需要に支え

られ好調に推移しました。

　当社グループの顧客である半導体メーカーおよび組立専業メーカーにおきましても、液晶関連等、一部の製品分野

では在庫調整に起因する投資抑制の動きが見られましたが、高水準の半導体需要を背景に、全体としては高い投資水

準が持続いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは主力のワイヤボンダの新製品UTC-2000を市場投入し、顧客の高度化する技

術的要求とコストダウン要求に応えるとともに、生産面では顧客の要望する短納期への対応を推進し、拡販に努めて

まいりました。その結果、当社グループの売上高は17,354百万円（前年同期比57.5％増）、営業利益2,581百万円（同

148.5％増）、経常利益2,662百万円（同122.0％増）、中間純利益1,709百万円（同132.6％増）となりました。

 

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　日本では、国内半導体メーカーの受注が拡大したことおよび子会社を経由せずに直接輸出をおこなっている台湾等

の受注が好調であったことから売上が増加し、売上高は17,042百万円（前年同期比56.7％増）、営業利益2,313百万円

（同166.8％増）となりました。

　アメリカでは、売上高は48百万円（前年同期比118.2％増）、営業利益９百万円（前年同期営業損失16百万円）とな

りました。

　アジアでは、シンガポール子会社が担当するシンガポール、マレーシアの顧客からの受注が増加したことから、売

上高は2,949百万円（前年同期比158.2％増）、営業利益266百万円（同236.7％増）となりました。

(2) 財政状態

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,261百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、税金等調整前中間

純利益2,571百万円、減価償却費435百万円に対し、売上債権の増加額3,385百万円、たな卸資産の増加額262百万円、

仕入債務の減少額762百万円の資金の減少要因があったことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、403百万円のプラスとなりました。その主な要因は、定期預金の預入による

支出2,355百万円と有形固定資産の取得による支出585百万円のマイナス要因があった一方、定期預金の払い戻しによ

る収入2,613百万円、投資有価証券の売却等による収入900百万円のプラス要因があったことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、580百万円のマイナスとなりました。主な要因は、配当金の支払578百万円

によるものです。

　以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ1,383百万円減少し13,757

百万円となりました。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

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18年９月

中間期

自己資本比率（％） 95.6 91.8 95.5 90.6 91.1

時価ベースの自己資本

比率（％）
85.5 116.1 101.4 122.9 99.4

債務償還年数 － － － － －

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
－ － － － －
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(3) 通期の見通し

①　業績

　通期の見通しにつきましては、携帯電話やパソコン、デジタル家電の需要が引き続き堅調に推移するものと見ら

れますが、一方、電子部品・半導体の在庫指数が上昇傾向にあることから、下期には短期的な在庫調整から景気の

踊り場に向かうことも想定されます。

　平成19年３月期の連結売上高は31,300百万円、経常利益4,100百万円、当期純利益2,600百万円を見込んでおりま

す。

②　利益配分の見通し

　配当につきましては、１株につき中間配当10円、期末配当30円とし、年間配当40円を予定しております。

（注意事項）

　本資料における業績予想に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成した予想です。実際の業績は、

今後のさまざまな要因によって大きく異なる結果となる可能性があることをご承知置きください。
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移
平成18年３月期（連結）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満四捨五入）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

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

平成17年４月
～平成18年３月

売上高（百万円） 3,616 7,406 6,987 9,073 27,082

売上総利益（百万円） 1,077 2,527 2,493 3,212 9,309

営業利益（百万円） △63 1,101 1,007 1,484 3,529

経常利益（百万円） 44 1,155 1,061 1,482 3,742

税金等調整前四半期（当期）

純利益（百万円）
50 1,149 1,061 1,482 3,742

四半期（当期）純利益

（百万円）
30 704 656 926 2,317

１株当たり四半期（当期）

純利益（円）
1.57 36.53 34.02 48.01 115.89

総資産（百万円） 45,670 46,853 48,648 51,020 51,020

株主資本（百万円） 42,587 43,881 44,934 46,247 46,247

１株当たり株主資本（円） 2,208.11 2,275.26 2,329.90 2,393.75 2,393.75

受注高（百万円） 4,341 7,858 8,876 9,220 30,294

平成19年３月期（連結）

第１四半期 第２四半期

平成18年４月
～平成18年６月

平成18年７月
～平成18年９月

売上高（百万円） 8,082 9,271

売上総利益（百万円） 2,804 3,263

営業利益（百万円） 1,220 1,361

経常利益（百万円） 1,196 1,466

税金等調整前四半期純利益

（百万円）
1,196 1,375

四半期純利益（百万円） 786 923

１株当たり四半期純利益

（円）
40.76 47.85

総資産（百万円） 51,038 51,607

純資産（百万円） 46,139 47,048

１株当たり純資産（円） 2,392.01 2,439.13

受注高（百万円） 9,227 5,749
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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（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 19,921 16,337 17,954

２．受取手形及び売掛金 ※１ 5,821 12,103 8,684

３．たな卸資産 2,996 4,546 4,252

４．繰延税金資産 1,034 508 667

５．その他 221 299 565

６．貸倒引当金 △41 △85 △62

流動資産合計 29,953 63.9 33,708 65.3 32,061 62.8

Ⅱ　固定資産

(1) 有形固定資産

１．建物及び構築物 ※３ 11,441 11,586 11,454

減価償却累計額 △8,336 3,105 △8,718 2,868 △8,534 2,921

２．機械装置及び運
搬具

1,320 1,811 1,651

減価償却累計額 △1,125 194 △1,331 479 △1,223 428

３．土地 4,929 4,929 4,929

４．その他 1,568 1,542 1,604

減価償却累計額 △1,382 186 △1,361 181 △1,361 243

有形固定資産合計 8,414 18.0 8,457 16.4 8,521 16.7

(2）無形固定資産

１．その他 157 63 160

無形固定資産合計 157 0.3 63 0.1 160 0.3

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 5,504 6,616 7,996

２．繰延税金資産 1,364 555 279

３．その他 1,462 2,210 2,004

４．貸倒引当金 △1 △1 △1

投資その他の資産
合計

8,329 17.8 9,379 18.2 10,278 20.1

固定資産合計 16,900 36.1 17,899 34.7 18,959 37.2

資産合計 46,853 100 51,607 100 51,020 100
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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（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 1,772 2,216 2,940

２．未払法人税等 87 784 145

３．製品保証引当金 311 277 290

４．その他の引当金 － 72 －

５．その他 522 804 1,196

流動負債合計 2,692 5.7 4,153 8.0 4,571 9.0

Ⅱ　固定負債

１．その他の引当金 271 252 192

２．その他 2 153 1

固定負債合計 272 0.6 405 0.8 193 0.4

負債合計 2,964 6.3 4,559 8.8 4,764 9.3

－ 7 －



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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 8 0.0 － － 9 0.0

           

（資本の部）

Ⅰ　資本金 8,360 17.8 － － 8,360 16.4

Ⅱ　資本剰余金 8,907 19.0 － － 8,907 17.5

Ⅲ　利益剰余金 26,714 57.0 － － 28,103 55.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

1,553 3.3 － － 2,395 4.7

Ⅴ　為替換算調整勘定 △15 △0.0 － － 122 0.2

Ⅵ　自己株式 △1,639 △3.5 － － △1,640 △3.2

資本合計 43,881 93.7 － － 46,247 90.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

46,853 100 － － 51,020 100

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   － －  8,360 16.2  － －

　２．資本剰余金   － －  8,907 17.3  － －

　３．利益剰余金   － －  29,152 56.5  － －

　４．自己株式   － －  △1,642 △3.2  － －

　　株主資本合計   － －  44,777 86.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価

差額金
  － －  2,064 4.0  － －

　２．為替換算調整勘定   － －  198 0.4  － －

評価・換算差額等合

計
  － －  2,262 4.4  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  9 0.0  － －

純資産合計   － －  47,048 91.2  － －

負債純資産合計   － －  51,607 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間

（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

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 11,022 100 17,354 100 27,082 100

Ⅱ　売上原価 7,418 67.3 11,286 65.0 17,773 65.6

売上総利益 3,604 32.7 6,067 35.0 9,309 34.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．営業サービス費 119 210 592

２．従業員給与賞与 551 816 1,301

３．製品保証引当金繰入
額

311 277 290

４．その他の引当金繰入
額

9 146 55

５．試験研究費 568 854 1,298

６．その他 1,007 2,565 23.3 1,182 3,486 20.1 2,244 5,780 21.3

営業利益 1,039 9.4 2,581 14.9 3,529 13.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 18 43 54

２．受取配当金 66 52 99

３．為替差益 87 － 97

４．その他 37 208 1.9 23 118 0.7 54 304 1.1

Ⅴ　営業外費用

１．為替差損 － 17 －

２．たな卸資産廃棄損 43 7 81

３．賃貸原価 － 9 9

４．その他 5 48 0.4 3 37 0.2 1 91 0.3

経常利益 1,199 10.9 2,662 15.3 3,742 13.8

Ⅵ　特別損失

１．無形固定資産除却損  ※１ － － － 91 91 0.5 － － －

税金等調整前中間
（当期）純利益

1,199 10.9 2,571 14.8 3,742 13.8

法人税、住民税及び
事業税

41 753 125

法人税等調整額 423 464 4.2 110 862 5.0 1,300 1,425 5.3

少数株主利益又は少
数株主損失（△）

△0 △0.0 △0 △0.0 △0 △0.0

中間（当期）純利益 735 6.7 1,709 9.8 2,317 8.6

           

－ 9 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   8,907  8,907

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高   8,907  8,907

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   26,270  26,270

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  735 735 2,317 2,317

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  241  434  

２．役員賞与  50 291 50 484

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   26,714  28,103
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

 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　　
（百万円）

8,360 8,907 28,103 △1,640 43,730

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △579  △579

役員賞与（注）   △82  △82

中間純利益   1,709  1,709

自己株式の取得    △2 △2

自己株式の処分  0  0 0

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　 （百万円)

－ 0 1,048 △2 1,047

平成18年９月30日　残高　
（百万円）

8,360 8,907 29,152 △1,642 44,777

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　　
（百万円）

2,395 122 2,516 9 46,256

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △579

役員賞与（注）     △82

中間純利益     1,709

自己株式の取得     △2

自己株式の処分     0

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）

△331 76 △255 0 △255

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　 （百万円)

△331 76 △255 0 792

平成18年９月30日　残高
（百万円）

2,064 198 2,262 9 47,048

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(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

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間

（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益

1,199 2,571 3,742

減価償却費 331 435 740

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

△83 60 △152

貸倒引当金の増加額 1 23 21

その他の引当金の増
加額

69 59 37

受取利息及び受取配
当金

△84 △95 △153

為替差損（△差益） △26 5 △1

たな卸資産廃棄損 43 － －

有形固定資産売却益 － － △0

有形固定資産除却損 － － 1

無形固定資産除却損 － 91 －

売上債権の減少額
（△増加額）

124 △3,385 △2,636

たな卸資産の減少額
（△増加額）

280 △262 △958

仕入債務の増加額
（△減少額）

1,219 △762 2,272

その他 △211 105 △47

未収消費税等の減少
額

36 － －

役員賞与の支払額 △50 △82 △50

小計 2,847 △1,239 2,815

利息及び配当金の受
取額

83 94 151

法人税等の支払額 △89 △117 △72

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,841 △1,261 2,894
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前中間連結会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間

（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入によ
る支出

△3,201 △2,355 △2,649

定期預金の払戻によ
る収入

3,544 2,613 3,385

有形固定資産の取得
による支出

△272 △585 △619

有形固定資産の売却
による収入

16 1 47

無形固定資産の取得
による支出

△122 △12 △147

投資有価証券の取得
による支出

△50 △100 △1,123

投資有価証券の売却
等による収入

600 900 600

貸付けによる支出 － △15 △10

貸付金の回収による
収入

6 14 19

その他の投資にかか
る支出

－ △76 △538

その他の投資の回収
による収入

0 17 1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

522 403 △1,034

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

自己株式の取得によ
る支出

△2 △2 △3

自己株式の売却によ
る収入

－ 0 －

配当金の支払額 △241 △578 △433

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△243 △580 △437
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前中間連結会計期間

（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間

（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

42 55 135

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

3,162 △1,383 1,559

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

13,558 15,116 13,558

Ⅶ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

－ 23 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

16,720 13,757 15,116
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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

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社は、

㈱エスケーティー（現社名：㈱新川

テクノロジーズ）、

SHINKAWA KOREA CO., LTD.、

SHINKAWA TAIWAN CO., LTD.、

SHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD.、

SHINKAWA SINGAPORE PTE. LTD.、

SHINKAWA (THAILAND) CO., LTD.、

SHINKAWA (MALAYSIA) SDN. BHD.

およびSHINKAWA U.S.A., INC.

の８社であり、すべての子会社を連

結しております。

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社は、

㈱新川テクノロジーズ、

SHINKAWA KOREA CO., LTD.、

SHINKAWA TAIWAN CO., LTD.、

SHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD.、

SHINKAWA PHILIPPINES, INC.、

SHINKAWA SINGAPORE PTE. LTD.、

SHINKAWA (THAILAND) CO., LTD.、

SHINKAWA (MALAYSIA) SDN. BHD.

およびSHINKAWA U.S.A., INC.

の９社であり、すべての子会社を連

結しております。

　上記のうち、SHINKAWA 

PHILIPPINES, INC.については、当

中間連結会計期間より事業活動を開

始したため、連結の範囲に含めてお

ります。

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社は、

㈱新川テクノロジーズ、

SHINKAWA KOREA CO., LTD.、

SHINKAWA TAIWAN CO., LTD.、

SHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD.、

SHINKAWA SINGAPORE PTE. LTD.、

SHINKAWA (THAILAND) CO., LTD.、

SHINKAWA (MALAYSIA) SDN. BHD.

およびSHINKAWA U.S.A., INC.

の８社であります。

(2) 非連結子会社は、SHINKAWA 

PHILIPPINES, INC.の１社でありま

す。

（連結の範囲から除いた理由）

　SHINKAWA PHILIPPINES, INC.は、

小規模であり、かつ、当連結会計年

度中は事業活動を行っておらず、総

資産、売上高、当期損益および利益

剰余金等はいずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項

　　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

同左

２．持分法の適用に関する事項

同左

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社のうち、SHINKAWA

(SHANGHAI) CO., LTD.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当たっ

ては、中間決算日現在の財務諸表を

利用しております。ただし、中間連

結決算日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

　その他の連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と一致しておりま

す。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３．連結子会社の決算日等に関する事

項

　連結子会社のうち、SHINKAWA

(SHANGHAI) CO., LTD.の決算日は12

月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

決算日現在の財務諸表を利用してお

ります。ただし、連結決算日までの

期間に発生し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。

　その他の連結子会社の決算日は連

結決算日と一致しております。
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前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結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）

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結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）

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

　たな卸資産のうち、製品及び

仕掛品は個別法に基づく原価法、

半製品及び原材料は移動平均法

に基づく低価法によっておりま

す。

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

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

　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　10年～25年

その他　　　　　３年～４年

(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

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

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエア

については社内における利用可

能期間（３年）による定額法に

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) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　貸倒引当金は、売掛債権及び

貸付金等の貸倒損失に備えるた

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

額の設定を行っております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　製品保証引当金

　販売済製品に係る一定期間内

の無償サービスに要する費用の

発生に備えるため、実績率を基

にした会社所定の基準により設

定を行っております。

②　製品保証引当金

同左

②　製品保証引当金

同左
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前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

③　　　　――――― ③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見

込額の当中間連結会計期間負担

額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号平成17年

11月29日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ72百万円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

③　　　　―――――

④　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

退職給付債務及び年金資産の見

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。

なお、数理計算上の差異につ

いては、発生の翌事業年度に一

括費用処理しております。

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、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異につ

いては、発生の翌事業年度に一

括費用処理しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

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

子会社等の資産及び負債は中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は中間

連結会計期間の平均為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は少数

株主持分及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。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

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

子会社等の資産及び負債は中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は中間

連結会計期間の平均為替相場によ

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

及び少数株主持分に含めて計上し

ております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　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

社等の資産及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、収益及び費用は連結会計年度

の平均為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び

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。
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前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　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。

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

(5) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

②　役員非適格退職年金に関する

事項

(イ)当社は、昭和62年５月１日

より役員非適格退職年金制度

を採用しております。

②　役員非適格退職年金に関する

事項

―――――

②　役員非適格退職年金に関する

事項

(イ)当社は、昭和62年５月１日

より役員非適格退職年金制度

を採用しております。

(ロ)平成17年９月30日現在の年

金資産の額は、165百万円で

あります。

 (ロ)平成18年３月31日現在の年

金資産の額は、165百万円で

あります。

――――― （追加情報）

　平成18年６月29日の定時株主総

会において、役員退職慰労金規則

の廃止およびこれに伴う取締役お

よび監査役に対する退職慰労金の

打ち切り支給を決議いたしました。

なお、従来採用しておりました役

員非適格退職年金につきましては

払込を停止し、役員が退職した時

点で解約するとともに打ち切り支

給額を支給することとなっており

ます。

　これに伴い、打ち切り支給額137

百万円を新たに長期未払金に計上

しております。

―――――

５．中間連結キャッシュ・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

金からなっております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

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
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

（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））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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）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、47,039百万であります。

　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。

―――――

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）

───── （中間連結損益計算書）

　「貸借原価」は、前中間連結会計期間は、営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間において営業外費用の総額の100分の10を超え

たため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「賃貸原価」の金額は５

百万円であります。
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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．　　　――――― ※１．中間連結会計期間末日の満期手

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、

次の満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれております。

受取手形 22百万円

※１．　　　―――――

　２．　　　――――― 　２．受取手形の裏書譲渡高は、４百

万円であります。

　２．受取手形の裏書譲渡高は、５百

万円であります。

※３．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物及

び構築物14百万円であります。

※３．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物及

び構築物14百万円であります。

※３．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物及

び構築物14百万円であります。

（中間連結損益計算書関係）

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．　　　――――― ※１．無形固定資産除却損の内訳

ソフトウェア 91百万円

※１．　　　―――――
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（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（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 20,048 － － 20,048

合計 20,048 － － 20,048

 自己株式     

 　　普通株式 762 1 0 763

合計 762 1 0 763

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 579 30  平成18年３月31日  平成18年６月29日

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

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月17日

取締役会
普通株式 193 利益剰余金 10  平成18年９月30日  平成18年12月８日

（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
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

現金及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

現金及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

現金及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）

現金及び預金勘定 19,921百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△ 3,201百万円

現金及び現金同等物 16,720百万円

現金及び預金勘定    16,337百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△ 2,581百万円

現金及び現金同等物 13,757百万円

現金及び預金勘定 17,954百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△ 2,837百万円

現金及び現金同等物 15,116百万円
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①　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 1,921 4,541 2,619

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 963

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 2,071 5,552 3,481

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 満期保有目的の債券

　　非上場外国債券 1,000

(2) その他有価証券  

　　非上場株式 63

　合計 1,063

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 1,971 6,009 4,038

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 満期保有目的の債券

　　非上場外国債券 1,000

(2) その他有価証券  

　　非上場株式 987

　合計 1,987
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②　デリバティブ取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

③　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（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）、当中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）及び前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

　当社グループは、半導体製造装置の製造、販売および販売済製品の保守サービスを事業として行っており、

当該事業以外に事業の種類がない単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を作成しておりま

せん。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）

日本
（百万円）

アメリカ
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 10,112 15 895 11,022 － 11,022

(2)セグメント間の内部売上高 762 8 247 1,017 (1,017) －

計 10,874 22 1,142 12,038 (1,017) 11,022

営業費用 10,007 38 1,064 11,109 (1,125) 9,983

営業利益（△営業損失） 867 △16 79 930 109 1,039

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

日本
（百万円）

アメリカ
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 14,766 14 2,574 17,354 － 17,354

(2)セグメント間の内部売上高 2,277 35 375 2,686 (2,686) －

計 17,042 48 2,949 20,040 (2,686) 17,354

営業費用 14,729 39 2,683 17,451 (2,678) 14,773

営業利益 2,313 9 266 2,589 (8) 2,581

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

日本
（百万円）

アメリカ
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 24,462 31 2,589 27,082 － 27,082

(2）セグメント間の内部売上高 2,225 14 654 2,894 (2,894) －

　計 26,687 45 3,243 29,976 (2,894) 27,082

営業費用 23,491 75 2,851 26,417 (2,865) 23,552

営業利益（△営業損失） 3,196 △29 392 3,558 (29) 3,529
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　（注）１．国又は地域は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アメリカ……アメリカ合衆国

(2) アジア………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、タイ王国、マレーシア、

　　　　　　　　シンガポール共和国

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3) ③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去または全社」の営業費用は72百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 7,613 64 7,677

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 11,022

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
69.1 0.6 69.7

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 10,331 193 10,523

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 17,354

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
59.5 1.1 60.6

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 19,100 196 19,296

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 27,082

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
70.5 0.7 71.3

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア……………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国ほか

(2) その他の地域……アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、ポルトガル共和国ほか

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

－ 24 －



５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

品目

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

ワイヤボンダ 5,338 48.8 11,233 65.0 14,548 53.2

ダイボンダ 2,531 23.1 2,773 16.0 6,034 22.1

テープボンダ 1,319 12.1 1,484 8.6 3,013 11.0

フリップチップボンダ 259 2.4 67 0.4 514 1.9

その他装置 29 0.3 188 1.1 177 0.6

補修部品 1,464 13.4 1,536 8.9 3,045 11.1

合計 10,939 100.0 17,281 100.0 27,331 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

品目

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

ワイヤボンダ 6,453 1,989 10,077 2,537 16,986 3,490

ダイボンダ 2,625 990 2,772 963 6,303 1,271

テープボンダ 1,226 715 565 207 3,276 1,109

フリップチップボンダ 367 108 20 10 571 57

その他装置 57 29 141 33 242 65

補修部品 1,470 542 1,403 280 2,917 416

合計 12,198 4,371 14,976 4,030 30,294 6,407

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

品目

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

ワイヤボンダ 5,428 49.2 11,030 63.6 14,459 53.4

ダイボンダ 2,557 23.2 3,080 17.7 5,953 22.0

テープボンダ 1,279 11.6 1,466 8.5 2,936 10.8

フリップチップボンダ 280 2.5 67 0.4 535 2.0

その他装置 29 0.3 172 1.0 177 0.7

補修部品 1,449 13.1 1,539 8.9 3,021 11.2

合計 11,022 100.0 17,354 100.0 27,082 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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