
－  － 
 

 

1

 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月17日 

上場会社名 ジオマテック株式会社 上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号 ６９０７ 本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.geomatec.co.jp）  
代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名       松﨑 隆造  
問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理部長  
 氏 名       中村 和正 ＴＥＬ （０４５）２２２－５７２０ 
決算取締役会開催日  平成18年11月17日  
米国会計基準採用の有無  無 
 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 （百万円未満は切捨表示）

 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 8,051 （   9.3） △247 （  －） △208 （  －） 
17年９月中間期 7,368 （△31.2） △100 （  －） △36 （  －） 
1 8 年 ３ 月 期 13,942  △769  △602  

 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 △5,902 （  －） △653 36 － 
17年９月中間期 △37 （  －） △4 12 － 
1 8 年 ３ 月 期 △492  △53 81 － 

（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 9,033,963株 17年9月中間期 9,152,100株 18年3月期 9,152,072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 23,251 17,926 77.1 2,030 98 
17年９月中間期 30,278 24,631 81.4 2,691 38 
1 8 年 ３ 月 期 29,235 24,560 84.0 2,683 61 

（注）期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期8,826,320株 17年9月中間期 9,152,100株 18年3月期 9,152,020株 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 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 642 270  △557  6,897 
17年９月中間期 1,071 △1,934  △359  7,150 
1 8 年 ３ 月 期 1,588 △2,700 △747 6,543 

 (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 １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 

 (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 

 ２．19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 16,900 △100 △5,800 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △657円13銭 

※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想
数値と異なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び連結子会社１社で構成され、フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）用基板、光学機

器用部品、その他製品の製造及び販売を主たる業務としております。 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）原材料（成膜対象となる基板等）については、得意先から支給される場合と自社で調達する場合

があり製品によって様々ですが、上記は一般的な例を表示しております。 

 

２．経営方針 

(1）経営の基本方針 

 当社グループは、「社会への薄膜の応用」という基本理念のもと、真空成膜技術を活用した製品・サービスの

提供を通じて社会の様々な要望に応え社会の発展に寄与しつつ、利益及び企業価値の増大を目指しております。 

 現在、主力製品であるＦＰＤ用基板、光学機器用部品は、それぞれの業界において高いシェアを誇り、携帯電

話をはじめ各種モバイル機器、液晶プロジェクター、リアプロジェクションテレビなどに使用され、広く顧客の

信頼を得ております。 

 当社グループは、今後とも「顧客志向」「株主重視」を念頭に置きながら、先端技術の開発・普及に積極的に

貢献してまいる所存でございます。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

 当社グループは、株主各位への利益還元を充実させていくことを経営の基本方針としております。 

 利益配分につきましては、業績に応じた配当を実施してまいりますとともに、将来の事業展開と、経営環境の

変化に備えた経営基盤の強化に必要な内部留保を確保してまいります。 

 

(3) 目標とする経営指標等 

 当社グループの主要製品である液晶表示装置（ＬＣＤ）業界は、最終製品市場の動向と液晶パネル生産との需

給バランスに起因する景気の循環変動の激しい業界であり、当社グループの業績は、その影響を大きく受けるこ

とと、ほぼ100％受注生産という業態特性のため、当該期の市場動向に基づいた利益計画の達成を目標にしてお

り、目標とするＲＯＥ等の経営指標は設定しておりません。 

 

(4) 中長期的な経営戦略 

 当社グループは、「主導的な技術開発、提案力、生産性による真空成膜製品の付加価値の追求」を中期的方針

として、ＦＰＤ、光学部品をはじめとした様々な分野の製品に対し、真空成膜技術における強い競争力と存在感

をもった企業を目指し、以下の項目を実施してまいります。 

① 成膜技術を軸とした事業展開 

・ディスプレイ関連分野への競争力のある事業展開 
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・非ディスプレイ関連分野への積極的な関与 

・国内及び海外生産拠点の生産性の向上 

② 将来に向けての技術開発、顧客への対応 

・顧客ニーズに合わせた薄膜技術の積極的な提案 

・新規成膜製品、成膜周辺技術の事業化の推進 

・技術・市場調査能力の向上 

・知的財産力の強化及び顧客との技術的連携の強化 

③ ステークホルダー、ＣＳＲに対する活動 

・企業倫理遵守の徹底 

・株主各位への利益還元の充実 

・自然環境への配慮、地域社会に貢献する活動の推進 

・企業内環境のさらなる向上のための制度整備の推進 

 

(5) 対処すべき課題 

 当社グループの主力製品であるＦＰＤ用基板において、携帯電話用カラー液晶パネル向けの比率が高くなって

きており、特定分野への集中によって、市場の需給バランスの影響を大きく受けるリスクが増大しております。

これを回避するため、他のＦＰＤ関連製品の受注を積極的に進めてまいります。 

 さらに、光学機器用部品、その他製品に関しても同様に積極的な受注活動を行うことにより、携帯電話用カ

ラー液晶パネル向けの比率を相対的に引き下げるよう努めてまいります。 

 

(6) 内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な

考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

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わが国経済は、雇用や所得環境の改善により個人消費が回復傾向で推移するとと

もに設備投資なども活発化しており、景気は全般的に回復基調で推移いたしました。 

 このような環境の中、当社グループ製品の主力市場である中小型カラー液晶表示装置（ＬＣＤ）市場につきま

しては、ＢＲＩＣｓ市場におけるカラー携帯電話の普及拡大に伴い、中小型液晶パネル市場の増加は見られたも

のの、当社主力製品であるＳＴＮ用パネルに大きな伸びが見られなかったため低調に推移いたしました。 

 一方、光学機器用部品の主力市場であるプロジェクター市場につきましては、大画面テレビの普及に伴い、部

品需要は回復傾向は見られたものの大画面テレビの低価格化の影響により低調に推移いたしました。 

 このような状況の中、当社グループの主力製品であるＦＰＤ用基板につきましては、携帯電話に加え、その他

の中小型向けＦＰＤ用基板の受注活動に積極的に取り組みましたが、価格低下が続いていることから低調に推移

いたしました。 

 一方、光学機器用部品につきましては、中国子会社の増産体制、生産性向上・低コスト化を進めておりました

が、販売価格の下落により低調に推移いたしました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は、80億51百万円（前年同期比9.3％増）、経常損失は２億８百万円

（前年同期は36百万円の経常損失）となりました。 

 なお、売上高が増加しておりますが、これは基板材料を有償で支給されている一部得意先からの受注量が増加

したものであり、加工賃の増加には寄与しておりません。 

 また、ＦＰＤ用基板に関しましては、中小型液晶パネル市場において価格下落が進行する中、当社製品の販売

価格も大幅に下落し、収益性が低下しております。このような状況は、今後も継続すると予測されており、収益

性の改善を見込むのは厳しい状況にあります。また、期初においては通期の営業黒字を見込んでおりましたが、

直近の状況を織り込んで修正した通期計画は、二期連続の営業赤字が避けられない見通しとなりました。 

 以上のような状況から減損の兆候が生じていると認識し、減損損失の判定を行ったところ、ＦＰＤ用基板製造

設備を中心に51億13百万円の減損損失を計上するにいたりました。また、これに伴い繰延税金資産を全額取り崩

したことにより、中間純損失は59億２百万円（前年同期は37百万円の中間純損失）となりました。 



－  － 
 

 

4

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、主力のカラー携帯電話用ＩＴＯ膜において、ＳＴＮパネル用の受注量に減少は

ありましたが、基板材料を有償で支給されている一部得意先からの受注量の増加により増収となりました。また、

ＯＬＥＤ用基板、タッチパネル用基板につきましても、受注数量が堅調に推移したことにより増収となりました。

この結果、売上高は57億４百万円（前年同期比10.4％増）となりました。 

（光学機器用部品） 

 光学機器用部品につきましては、ホームシアター用途も含めたフロントプロジェクター向けや、高画質リアプ

ロジェクションテレビ向けなどで受注量は概ね順調に推移いたしましたが、他の薄型大画面テレビとの価格競争

により低価格化が進んでおり、当社製品の販売価格も下落したことから低調に推移いたしました。この結果、売

上高は18億８百万円（前年同期比5.2％増）となりました。 

（その他） 

 その他の当社グループ製品につきましては、ＹＡＧレーザー用関連製品、計測機器向け光量加減フィルター、

その他曇り止め用デフロスターなどを中心に販売活動を展開した結果、売上高は５億38百万円（前年同期比

12.3％増）となりました。 

 

(2）財政状態 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計期間末に比べ

３億54百万円増加し、当中間連結会計期間末には68億97百万円となりました。 

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

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、６億42百万円（前年同期比40.1％減）となりました。 

 前年同期より経常損失が拡大したことや前連結会計期間末に比べ売上債権が増加したこと等により、営業活動

におけるキャッシュ・フローは前年同期比４億29百万円の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、２億70百万円（前年同期は19億34百万円の使用）となりました。 

 これは主に投資有価証券の償還・売却による収入額５億14百万円と有形固定資産取得による支出額２億58百万

円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、５億57百万円（前年同期比54.9％増）となりました。 

 これは主に自己株式の取得による支出額４億８百万円と配当金の支払額２億72百万円によるものであります。 

 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 77.2 80.6 81.4 84.0 77.1 

時価ベースの自己資本比率
（％） 

78.4 59.2 42.3 51.2 44.2 

債務償還年数（年） 0.7 0.7 1.1 1.2 1.8 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ（倍） 121.6 124.7 96.7 82.7 49.4 

（注）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 

※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 有利子負債は、中間連結（連結）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。 
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※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、中間連結（連結）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」及び「利息の支払額」を使用しております。 

 

(3）通期の見通し 

 今後のわが国経済の見通しにつきましては、株式相場の不透明感、不安定な原油価格など不安要素が散見して

おりますが、個人消費の拡大や企業業績の改善に伴う設備投資の増加など、景気は全般的に回復基調で推移する

ものと予測されております。 

 このような状況の中で当社グループの主力市場である中小型ＬＣＤ市場においては、ＢＲＩＣｓ市場における

カラー携帯電話の普及は今後とも見込めておりますが、当社主力製品であるＳＴＮ用パネルについて大きな伸び

が期待できない事から厳しい状況が続くものと予想されております。 

 一方、プロジェクター市場につきましても、プラズマテレビや液晶テレビなどとのシェア獲得競争の影響によ

り厳しい状況が予想されております。 

 このような状況のもとで当社グループは、携帯電話に加え、その他の中小型向けＦＰＤ用基板の受注活動を積

極的に行うとともに、更なる生産性向上・低コスト化を進めてまいります。 

また、成膜技術を応用した新分野への展開に注力し、業績の回復、企業価値の向上に努める所存でございます。 

 当社グループの通期の連結業績といたしましては、売上高は169億円、経常損失は１億円、当期純損失は58億

円を予想しております。 

 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財務状況に影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあります。 

 なお、以下の項目には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末において判

断したものであります。 

① 特定の市場、製品への依存 

 当社グループ製品の主力市場である中小型ＬＣＤ市場（特に携帯電話用カラー液晶パネル向け）に対する依存

度が高まっており（グループ総売上高の約60％）市場の需給バランスの影響を受けるリスクが増大しております。 

② 市場環境の変化 

 中小型ＬＣＤ市場において、海外パネルメーカーの生産拡大により当社グループの主な取引先である国内液晶

パネルメーカーの生産が減少する可能性もあり、その場合、当社グループの受注も減少するものと思われます。 

③ 価格の急激な下落 

 以上のような状況が複合的に起こった場合、生産の減少をくい止めるべく販売単価の大きな下落が起きる可能

性があります。生産数量の減少と単価の下落が同時に起きた場合は、当社収益も大きな影響を受けるものと予想

されます。 
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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．現金及び預金   5,950,372   5,697,530   5,343,446  

２．受取手形及び売
掛金 ※３  4,450,823   4,247,356   3,520,354  

３．有価証券   1,200,176   1,200,352   1,200,265  

４．たな卸資産   1,081,308   1,161,991   1,187,468  

５．繰延税金資産   137,361   －   326,986  

６．その他   143,335   222,123   495,353  

貸倒引当金   △4,149   △4,115   △4,018  

流動資産合計   12,959,229 42.8  12,525,239 53.9  12,069,856 41.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築
物 ※２ 4,185,114   2,582,234   4,139,729   

(2）機械装置及び
運搬具  5,898,951   2,200,026   5,868,091   

(3）土地 ※２ 3,028,183   2,499,625   3,028,183   

(4）その他  930,569 14,042,818  323,474 7,605,361  428,887 13,464,891  

２．無形固定資産   48,287   46,178   48,381  

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券  2,525,511   2,376,480   2,958,002   

(2）繰延税金資産  9,408   －   －   

(3）その他  704,919   706,838   704,743   

貸倒引当金  △12,129 3,227,709  △8,581 3,074,737  △10,356 3,652,390  

固定資産合計   17,318,816 57.2  10,726,277 46.1  17,165,663 58.7 

資産合計   30,278,045 100.0  23,251,517 100.0  29,235,520 100.0 
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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．支払手形及び買
掛金   1,657,117   1,876,988   1,304,445  

２．短期借入金   240,000   270,000   240,000  

３．１年内返済予定
長期借入金 ※２  839,913   604,476   643,395  

４．未払法人税等   31,411   26,752   －  

５．賞与引当金   297,023   214,457   271,986  

６．設備関係支払手
形   548,704   39,986   119,663  

７．繰延税金負債   －   28,205   －  

８．その他   403,194   341,037   489,717  

流動負債合計   4,017,364 13.2  3,401,903 14.6  3,069,207 10.5 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  1,182,682   1,124,666   993,004  

２．退職給付引当金   215,629   253,837   249,787  

３．役員退職慰労引
当金   230,597   252,158   240,758  

４．繰延税金負債   －   292,874   122,275  

固定負債合計   1,628,908 5.4  1,923,536 8.3  1,605,824 5.5 

負債合計   5,646,273 18.6  5,325,440 22.9  4,675,032 16.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   4,043,850 13.4  － －  4,043,850 13.8 

Ⅱ 資本剰余金   8,297,350 27.4  － －  8,297,350 28.4 

Ⅲ 利益剰余金   11,699,249 38.6  － －  11,244,487 38.5 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金   654,625 2.2  － －  910,693 3.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △62,873 △0.2  － －  64,658 0.2 

Ⅵ 自己株式   △430 △0.0  － －  △551 △0.0 

資本合計   24,631,771 81.4  － －  24,560,488 84.0 

負債及び資本合計   30,278,045 100.0  － －  29,235,520 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  4,043,850 17.4  － － 

２ 資本剰余金   － －  8,297,350 35.7  － － 

３ 利益剰余金   － －  5,067,528 21.8  － － 

４ 自己株式   － －  △408,863 △1.8  － － 

株主資本合計   － －  16,999,865 73.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券
評価差額金   － －  887,516 3.8  － － 

２ 為替換算調整勘
定   － －  38,694 0.2  － － 

評価・換算差額等
合計   － －  926,211 4.0  － － 

純資産合計   － －  17,926,076 77.1  － － 

負債純資産合計   － －  23,251,517 100.0  － － 
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(2）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（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   7,368,023 100.0  8,051,495 100.0  13,942,775 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,376,660 86.5  7,270,758 90.3  12,513,530 89.7 

売上総利益   991,362 13.5  780,736 9.7  1,429,244 10.3 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 ※１  1,091,397 14.9  1,028,554 12.8  2,198,923 15.8 

営業損失（△）   △100,034 △1.4  △247,818 △3.1  △769,678 △5.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  3,092   4,664   4,321   

２．受取配当金  25,556   36,222   56,810   

３．賃貸料収入  18,313   17,346   35,424   

４．為替差益  24,614   －   96,816   

５．その他  15,500 87,078 1.2 22,678 80,910 1.0 28,062 221,435 1.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  11,704   12,747   20,581   

２．売上割引  2,184   1,190   3,839   

３．賃貸施設管理費  7,482   7,327   15,437   

４．為替差損  －   8,612   －   

５．子会社工場移転
費用  －   －   9,640   

６．その他  2,167 23,538 0.3 11,839 41,716 0.5 4,636 54,135 0.4 

経常損失（△）   △36,494 △0.5  △208,623 △2.6  △602,378 △4.3 

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入
益  1,769 1,769 0.0 1,676 1,676 0.0 3,673 3,673 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産処分損 ※２ 7,137   379   94,937   

２．減損損失 ※３ －   5,113,969   29,540   

３．投資有価証券評
価損  － 7,137 0.1 19,634 5,133,983 63.7 － 124,478 0.9 

税金等調整前中
間（当期）純損
失（△） 

  △41,863 △0.6  △5,340,930 △66.3  △723,182 △5.2 

法人税、住民税
及び事業税  15,272   7,135   17,370   

法人税等調整額  △19,385 △4,113 △0.1 554,332 561,467 7.0 △248,040 △230,670 △1.7 

中間（当期）純
損失（△）   △37,750 △0.5  △5,902,398 △73.3  △492,512 △3.5 
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(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 

（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   8,297,350  8,297,350   

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高   8,297,350  8,297,350   

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   12,036,363  12,036,363   

Ⅱ 利益剰余金減少高        

１．中間（当期）純損失  37,750  492,512    

２．配当金  274,563  274,563    

３．役員賞与  24,800 337,113 24,800 791,875   

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高   11,699,249  11,244,487   
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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（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 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 4,043,850 8,297,350 11,244,487 △551 23,585,136 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △274,560  △274,560 

中間純損失   △5,902,398  △5,902,398 

自己株式の取得    △408,312 △408,312 

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 
（千円） － － △6,176,958 △408,312 △6,585,270 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 4,043,850 8,297,350 5,067,528 △408,863 16,999,865 

      
 

評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 910,693 64,658 975,351 24,560,488 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △274,560 

中間純損失    △5,902,398 

自己株式の取得    △408,312 

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） △23,177 △25,963 △49,140 △49,140 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） △23,177 △25,963 △49,140 △6,634,411 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 887,516 38,694 926,211 17,926,076 

     
（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 

（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（当期）純損失(△)  △41,863 △5,340,930 △723,182 

減価償却費  907,744 778,618 1,877,699 

減損損失  － 5,113,969 29,540 

有形固定資産処分損  7,137 379 94,937 

投資有価証券評価損  － 19,634 － 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △1,769 △1,676 △3,673 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △48,226 △57,529 △73,264 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  45,308 4,050 79,466 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  22,170 11,400 32,331 

受取利息及び受取配当金  △28,649 △40,886 △61,132 

支払利息  11,704 12,747 20,581 

為替差損益（差益：△）  － △634 △274 

売上債権の増減額（増加：△）  △42,567 △731,445 902,680 

たな卸資産の増減額（増加：△）  41,756 22,514 △52,172 

その他資産の増減額（増加：△）  △1,355 △80,747 10,519 

仕入債務の増減額（減少：△）  162,616 573,745 △195,412 

未払消費税等の増減額（減少：△）  76,706 56,665 42,039 

その他負債の増減額（減少：△）  △29,257 △83,119 △36,693 

役員賞与の支払額  △24,800 － △24,800 

小計  1,056,656 256,755 1,919,188 

利息及び配当金の受取額  28,642 40,142 61,143 

利息の支払額  △11,079 △13,004 △19,210 

法人税等の支払額  △22,451 △7,606 △392,780 

法人税等の還付額  19,808 365,928 19,808 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,071,576 642,215 1,588,150 

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  △400 △400 △400 

定期預金の払出による収入  400 400 400 

有形固定資産の取得による支出  △1,305,933 △258,524 △2,068,988 

有形固定資産の売却による収入  20,780 9,403 21,065 

無形固定資産の取得による支出  △250 △2,782 △2,027 

投資有価証券の取得による支出  △1,296,673 △4,721 △1,305,384 

投資有価証券の売却・償還による収入  640,000 514,890 643,000 

貸付けによる支出  △6,766 △2,890 △20,015 

貸付金の回収による収入  14,646 15,192 31,381 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,934,196 270,568 △2,700,968 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  240,000 30,000 240,000 

長期借入れによる収入  200,000 520,000 280,000 

長期借入金の返済による支出  △527,296 △427,257 △993,492 

自己株式の取得による支出  － △408,312 △120 

配当金の支払額  △272,702 △272,202 △273,441 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △359,988 △557,771 △747,053 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  17,881 △841 48,297 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,204,737 354,171 △1,811,575 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  8,354,887 6,543,312 8,354,887 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  7,150,149 6,897,483 6,543,312 
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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 連結子会社の数 １社 同左 同左 

  吉奥馬科技（無錫）有限公司   

２．持分法の適用に関する事

項 

 当社は非連結子会社及び関連会

社を有していないため、該当事項

はありません。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の吉奥馬科技（無

錫）有限公司の中間決算日は、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、同決算日現在の財務諸

表を使用しております。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。 

同左  連結子会社の吉奥馬科技（無

錫）有限公司の決算日は、12月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、１月１

日から連結決算日３月31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。 

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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

同左  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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

同左 同左 

 ② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

 製品、原材料、仕掛品 製品、原材料、仕掛品 製品、原材料、仕掛品 

  総平均法による原価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原

価法 

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） 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(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 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  当社は定率法（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）は

定額法）を採用し、在外連結

子会社は定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

同左 同左 

  建物及び構築物 15～40年

機械装置及び運
搬具 ８～10年

  

  

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法 同左 同左 

  なお、ソフトウェア（自社

利用）については、社内にお

ける見込利用可能期間（５

年）による定額法によってお

ります。 

  

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

  売上債権、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

を計上しております。 

同左 同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充て

るため、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間負担

額を計上しております。 

同左  従業員の賞与の支給に充て

るため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度負担額を

計上しております。 
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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） 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 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。 

 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（５年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しておりま

す。 

同左  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。 

 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（５年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

充てるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

同左  役員の退職慰労金の支給に

充てるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 (4）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 

(4）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 

(4）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、在外子会社の資産及び

負債並びに収益及び費用は、中

間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は資本

の部における為替換算調整勘定

に含めております。 

同左  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、在外子会社の資産及び

負債並びに収益及び費用は、決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含

めております。 

 (5）税効果会計 (5）税効果会計 (5）   ────── 
  中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、連

結会計年度の利益処分において

予定している特別償却準備金の

積立て及び取崩しを前提とし

て、当中間連結会計期間に係る

金額を計算しております。 

 中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、連

結会計年度において予定してい

る特別償却準備金の積立て及び

取崩しを前提として、当中間連

結会計期間に係る金額を計算し

ております。 

 

 (6）重要なリース取引の処理方法 (6）重要なリース取引の処理方法 (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）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理方法  消費税等の会計処理方法  消費税等の会計処理方法 

  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

預金及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

短期的な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））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。これにより税金等調整前当期

純損失は29,540千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については各資産の

金額から直接控除しております。 

（作業屑売却収入の会計処理） 

 従来、製造工程で発生する作業屑の売却収

入につきましては、営業外収益として処理し

ておりましたが、当中間連結会計期間より製

造費用の控除項目として処理する方法に変更

いたしました。この変更は、原材料の市況高

騰により金額的な重要性が増したことや今後

も継続的に発生が見込まれることから、損益

区分をより適切にするため行ったものであり

ます。 

 なお、この変更により従来の方法によった

場合に比べ、営業損失が53,742千円減少し、

経常損失及び税金等調整前中間純損失がそれ

ぞれ2,412千円増加しております。 

────── （作業屑売却収入の会計処理） 

 従来、製造工程で発生する作業屑の売却収

入につきましては、営業外収益として処理し

ておりましたが、当連結会計年度より製造費

用の控除項目として処理する方法に変更いた

しました。この変更は、原材料の市況高騰に

より金額的な重要性が増したことや今後も継

続的に発生が見込まれることから、損益区分

をより適切にするため行ったものでありま

す。 

 なお、この変更により従来の方法によった

場合に比べ、営業損失が94,740千円減少し、

経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれ

ぞれ1,976千円増加しております。 

────── （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）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、17,926,076千円であります。 

 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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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） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

31,602,607千円 38,223,948千円 32,325,309千円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

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 
 

建物及び構築

物 

2,751,473千円

土地 2,261,079千円

 計 5,012,553千円
  

 
建物及び構築

物 

1,265,214千円

土地 1,732,522千円

 計 2,997,736千円
  

 
建物及び構築

物 

2,635,620千円

土地 2,261,079千円

 計 4,896,700千円
  

(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 
 

長期借入金 1,182,095千円

（１年内返済予定長期借入金
を含む） 

  

 
長期借入金 1,085,642千円

（１年内返済予定長期借入金
を含む） 

  

 
長期借入金 932,899千円

（１年内返済予定長期借入金
を含む） 

  
なお、上記借入金の根抵当権極度額は

2,719,000千円であります。 

なお、上記借入金の根抵当権極度額は 

2,719,000千円であります。 

なお、上記借入金の根抵当権極度額は 

2,719,000千円であります。 

※３     ────── ※３ 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ふくま

れております。 

  受取手形    12,067千円 

※３     ────── 

 

（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 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 
 

荷造運賃 98,100千円 

給料手当 147,715千円 

賞与引当金繰入額 38,761千円 

退職給付費用 20,767千円 

役員退職慰労引当金繰
入額 22,170千円 

研究開発費 292,150千円 
  

 
荷造運賃 82,587千円 

給料手当 139,389千円 

賞与引当金繰入額 25,767千円 

退職給付費用 19,611千円 

役員退職慰労引当金繰
入額 11,400千円 

研究開発費 277,280千円 
  

 
荷造運賃 187,415千円 

給料手当 340,223千円 

賞与引当金繰入額 35,163千円 

退職給付費用 41,645千円 

役員退職慰労引当金繰
入額 32,331千円 

研究開発費 600,800千円 
  

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 
 

機械装置及び運搬具 4,684千円 

土地 2,361千円 

その他 91千円 

計 7,137千円 
  

 
その他 379千円 

計 379千円 

  

  
  

 
建物及び構築物 44,865千円 

機械装置及び運搬具 26,690千円 

工具器具備品 21,019千円 

土地 2,361千円 

計 94,937千円 
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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     ────── ※３．減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

※３．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 
 

    

   
 

   
 

   
 

  

 
用途 場所 種類 減損損失額 

（千円）

工場 宮城県
栗原市 

機械装置 
1,486,412 

工場 兵庫県
赤穂市 

機械装置、
建物及び
土地等 

3,487,477 

店舗 
(３件) 

宮城県
仙台市 

建物及び
構築物等 140,079 

  

 
用途 場所 種類 減損損失額 

（千円）

店舗 
(１件) 

宮城県
大崎市 

建物及び
構築物等 29,540 

  

  資産のグルーピングについては、継続し

て収支を把握している工場単位を基礎に工

場間の相互補完性を考慮して行っておりま

す。また、賃貸用資産、店舗については、

個々の物件を資産グループとしておりま

す。 

 上記工場については、製品の販売価格が

大幅に下落しており、今後も収益性の回復

が見込めないことから、ＦＰＤ用基板製造

設備を中心に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として特別

損失に計上しました。 

 上記店舗については、継続して営業損失

を計上する見込みであり、今後の収益回復

の可能性も低いため、資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上しました。 

 なお、上期減損損失の科目別内訳は、建

物及び構築物1,411,734千円、機械装置及

び運搬具3,110,192千円、土地528,557千

円、その他63,484千円であります。 

 また、主として回収可能価額は使用価値

により測定しており、使用価値は将来

キャッシュ・フローを7.5％で割り引いて

算定しております。 

 資産のグルーピングについては、継続し

て収支を把握している工場単位を基礎に工

場間の相互補完性を考慮して行っておりま

す。また、賃貸用資産、店舗については、

個々の物件を資産グループとしておりま

す。 

 上記店舗は、継続して営業損失を計上し

ており、今後の収益回復の可能性も低いた

め、資産の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として特別損

失に計上しました。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、使用価値

は将来キャッシュ・フローを6.5％で割り

引いて算定しております。 
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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（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 9,152,400 － － 9,152,400 

合計 9,152,400 － － 9,152,400 

自己株式     

普通株式（注） 380 325,700 － 326,080 

合計 380 325,700 － 326,080 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加325,700株は、市場買付により取得したものであります。 

 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

 
（決議） 株式の種類 配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 普通株式 274,560 30 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

 

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 

 
（決議） 株式の種類 配当金の総額 （千円） 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 132,394 利益剰余金 15 平成18年９月30日 平成18年12月７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 
（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 5,950,372千円

預入期間が３か月を超
える定期預金 △400千円

有価証券勘定（コマー
シャル・ペーパー、マ
ネー・マネージメン
ト・ファンド） 

1,200,176千円

現金及び現金同等物 7,150,149千円
  

 
現金及び預金勘定 5,697,530千円

預入期間が３か月を超
える定期預金 △400千円

有価証券勘定（コマー
シャル・ペーパー、マ
ネー・マネージメン
ト・ファンド） 

1,200,352千円

現金及び現金同等物 6,897,483千円
  

 
現金及び預金勘定 5,343,446千円

預入期間が３か月を超
える定期預金 △400千円

有価証券勘定（コマー
シャル・ペーパー、マ
ネー・マネージメン
ト・ファンド） 

1,200,265千円

現金及び現金同等物 6,543,312千円
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（リース取引関係） 

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．リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 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 
 

 
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） 

工具器
具備品 

249,013 214,256 34,757 

その他 3,000 2,700 300 

合計 252,013 216,956 35,057 

  

 

 
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） 

工具器
具備品 

150,624 137,753 12,871 

合計 150,624 137,753 12,871 

  

 

 
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） 

工具器
具備品 

205,941 185,036 20,904 

合計 205,941 185,036 20,904 

  

 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 44,053千円

１年超 31,711千円

合計 75,765千円
  

 
１年内 21,166千円

１年超 10,545千円

合計 31,711千円
  

 
１年内 30,719千円

１年超 20,161千円

合計 50,881千円
  

 ３．支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

 
 

支払リース料 27,874千円

減価償却費相当
額 14,605千円

支払利息相当額 1,818千円
  

 
支払リース料 20,040千円

減価償却費相当
額 8,033千円

支払利息相当額 802千円
  

 
支払リース料 54,074千円

減価償却費相当
額 28,719千円

支払利息相当額 3,084千円
  

 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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率法に

よっております。 

同左 同左 

 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

同左 同左 

 （減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損

損失はありませんので、減損損

失累計額相当額等減損損失に係

る項目の記載は省略しておりま

す。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

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（千円） 中間連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

(1）株式 402,887 1,182,212 779,325 

(2）その他 1,118,818 1,127,201 8,383 

合計 1,521,705 2,309,414 787,708 

 

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（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

コマーシャル・ペーパー 699,956 

(2）その他有価証券  

非上場株式 216,097 

マネー・マネージメント・ファンド 500,219 

 

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（千円） 中間連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

(1）株式 387,637 1,524,754 1,137,117 

(2）その他 819,975 845,628 25,652 

合計 1,207,613 2,370,383 1,162,770 

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について19,634千円減損処理を行っております。 

 

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（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

コマーシャル・ペーパー 699,720 

(2）その他有価証券  

非上場株式 6,097 

マネー・マネージメント・ファンド 500,631 

 

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（千円） 連結貸借対照表計上額
（千円） 差額（千円） 

(1）株式 405,071 1,616,377 1,211,305 

(2）その他 1,122,345 1,125,528 3,182 

合計 1,527,416 2,741,905 1,214,488 

 

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（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

コマーシャル・ペーパー 699,951 

(2）その他有価証券  

非上場株式 216,097 

マネー・マネージメント・ファンド 500,313 
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（デリバティブ取引関係） 

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） 

  該当事項はありません。 

 

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） 

  該当事項はありません。 

 

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） 

  該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

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） 

  該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

（1）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） 

 
ＦＰＤ用 
基板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 計（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,169,073 1,719,537 479,411 7,368,023 － 7,368,023 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 － － － － － － 

計 5,169,073 1,719,537 479,411 7,368,023 － 7,368,023 

営業費用 4,793,772 1,593,234 415,259 6,802,266 665,791 7,468,057 

営業利益又は営業損失（△） 375,300 126,303 64,152 565,756 （665,791） △100,034 

 

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） 

 
ＦＰＤ用 
基板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 計（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,704,292 1,808,970 538,233 8,051,495 － 8,051,495 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 － － － － － － 

計 5,704,292 1,808,970 538,233 8,051,495 － 8,051,495 

営業費用 5,609,108 1,682,885 410,491 7,702,485 596,828 8,299,313 

営業利益又は営業損失（△） 95,183 126,084 127,742 349,010 （596,828） △247,818 
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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） 

 
ＦＰＤ用 
基板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 計（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,515,372 3,451,415 975,986 13,942,775 － 13,942,775 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 － － － － － － 

計 9,515,372 3,451,415 975,986 13,942,775 － 13,942,775 

営業費用 9,238,573 3,366,580 802,174 13,407,327 1,305,125 14,712,453 

営業利益又は営業損失（△） 276,799 84,835 173,812 535,447 （1,305,125） △769,678 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、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等 

 ＦＰＤ用基板事業 
携帯電話、携帯情報端末、デジタルカメラ、アミューズメント機器、ノート
型パソコン、液晶モニター、カーナビゲーション、タッチパネル等の表示用
基板 

 光学機器用部品事業 液晶プロジェクター、光通信機器、ステッパー、医療用機器、照明用機器、
測定機器等の光学機器用部品 

 その他の事業 ディスプレイフィルター、太陽電池、デフロスター、測定器用光量加減フィ
ルター等の基板、Ｆθレンズ、ビームエキスパンダーレンズ、飲食店事業 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  前中間連結会計期
間（千円） 

当中間連結会計期
間（千円） 

前連結会計年度
（千円） 主な内容 

 
消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額 

665,791 596,828 1,305,125 
総務・経理部門等
の管理部門に係る
費用であります。 

 

（2）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）、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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

（3）海外売上高 

 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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

2,691円38銭 2,030円98銭 2,683円61銭 

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

4円12銭 653円36銭 53円81銭 

 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。 

同左  潜在株式調整後１株当たり純利益

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（当期）純利益金額又は１株当たり中間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（当期）純損失（△）（千円） △37,750 △5,902,398 △492,512 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （ －） （ －） （ －） 

普通株式に係る中間（当期）純損失
（△）（千円） △37,750 △5,902,398 △492,512 

期中平均株式数（株） 9,152,100 9,033,963 9,152,072 

 

（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） 

 当社は、平成17年10月28日開催の

取締役会において、当社の連結子会

社である吉奥馬科技（無錫）有限公

司の第一工場を閉鎖し、新設した同

社第二工場へ生産機能の集約を図る

ことを決議いたしました。 

 閉鎖する第一工場は賃借工場のた

め建物は貸し主への返還を予定し、

主な生産設備は既に新工場へ移設い

たしました。 

 なお、建物に付帯する子会社所有

の設備等（当中間連結会計期間末の

帳簿価額は107,725千円）について

は、新たな借り主に譲渡する予定で

あります。 

────── ────── 

 



－  － 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績   
（単位：千円） 

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） 

期  別 
 
 
 
区  分 金  額 構成比(％) 金  額 構成比(％) 金  額 構成比(％) 

ＦＰＤ用基板 5,326,988 74.1 5,691,434 71.3 9,543,179 70.7 

光学機器用部品 1,664,363 23.1 1,782,835 22.4 3,454,187 25.6 

その他 198,047 2.8 505,577 6.3 493,989 3.7 

合計 7,189,399 100.0 7,979,846 100.0 13,491,356 100.0 

 （注）１．金額は販売価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。 

 

(2) 受注実績   
（単位：千円） 

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） 

期  別 
 
 
 
区  分 受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高 

ＦＰＤ用基板 5,438,456 800,021 6,278,647 1,108,669 9,519,048 534,313 

光学機器用部品 1,813,447 318,266 1,818,939 217,094 3,434,184 207,125 

その他 286,822 35,616 341,060 47,614 574,378 41,404 

合計 7,538,726 1,153,904 8,438,647 1,373,378 13,527,611 782,844 

 （注）１．金額は販売価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) 販売実績   
（単位：千円） 

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） 

期  別 
 
 
 
区  分 金  額 構成比(％) 金  額 構成比(％) 金  額 構成比(％) 

ＦＰＤ用基板 5,169,073 70.2 5,704,292 70.8 9,515,372 68.2 

光学機器用部品 1,719,537 23.3 1,808,970 22.5 3,451,415 24.8 

その他 479,411 6.5 538,233 6.7 975,986 7.0 

合計 7,368,023 100.0 8,051,495 100.0 13,942,775 100.0 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


