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１．18年9月期の連結業績（平成17年10月1日～平成18年9月30日） 

(1) 連結経営成績                             （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年9月期 

百万円    ％

31,064   （ 27.0 ） 
百万円     ％

4,626  （ 134.0 ） 
     百万円     ％

4,827  （ 118.9 ） 
17年9月期 24,450   （   － ） 1,977  （    － ） 2,205  （    － ） 

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年9月期 

百万円     ％ 

3,042  （ 106.3 ）  
円   銭

158  69  
円   銭

157  66  
％

18.9  
％ 

15.6   
％

15.5  
17年9月期 1,474  （    － ）  160  89  158  47  12.9  9.5   9.0  
(注)1.持分法投資損益 18年9月期  29百万円        17年9月期  14百万円 

2.期中平均株式数（連結）          18年9月期  19,170,887株   17年9月期  8,822,300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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

5.平成18年7月1日付をもって1株につき2株の株式分割を実施いたしました。期間比較のため当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合における1株当たり情報は、当該箇所に記載しております。 

 

(2) 連結財政状態                             （百万円未満切り捨て） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年9月期 

百万円  

36,664    
百万円 

20,527   
％

54.9 
円    銭

1,009   50 
17年9月期 25,427    12,059   47.4 1,343   93 

(注)1.期末発行済株式数（連結）          18年9月期  19,935,986株   17年9月期  8,932,249株 

2.平成18年7月1日付をもって1株につき2株の株式分割を実施いたしました。期間比較のため当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合における1株当たり情報は、当該箇所に記載しております。 

 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況                        （百万円未満切り捨て） 

 
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 

 
18年9月期 

百万円  

1,295    
百万円 

△2,489   
百万円 

3,140   
百万円 

5,901   
17年9月期 2,548    △2,296   2,063   3,907   

 

(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  ５社   持分法適用関連会社数 １社 

 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 （新規） １社 （除外） －社   持分法 （新規） －社 （除外） －社  



 

 

 

２．19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円 

16,300 
36,500 

百万円 

2,100 
5,800 

百万円 

1,300 
3,600 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 180円 58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に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１.企業集団の状況 
 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社５社及び関連会社１社により構成されており、半導

体計測器具、半導体・ＬＣＤ検査機器等の開発・製造・販売を主たる業務としております。 

なお、当社は今年６月米国デラウェア州に当社出資比率100%の子会社、MJC Electronics Corporationを設立いた

しました。 

当社グループの事業内容及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。 

 

(1)半導体機器事業･･･････主要な製品は半導体計測器具、半導体検査機器等であります。 

半導体計測器具･･･当社が開発・製造・販売するほか、子会社旺傑芯微電子（上海）有限公司及び、関連

会社DEMCO PROBE CORP.が製造・販売しております。また、子会社MJC Electronics 

Corporationでは販売を行います。 

半導体検査機器･･･当社が開発・製造・販売しております。 

 

(2)ＦＰＤ機器事業･･･････主要な製品はＬＣＤ検査機器等であります。 
（Flat Panel Display） 

ＬＣＤ検査機器･･･当社が開発・製造・販売するほか、子会社MDK Co.,Ltd.及び美科樂電子股份有限公司

が製造・販売しております。また、子会社邁嘉路微電子（上海）有限公司において保

守をしております。 

 
［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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MJC Electronics 

Corporation 
邁嘉路微電子（上

海）有限公司 
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２.経営方針 
 

(1)経営の基本方針 

当社グループは、技術進歩の早い半導体、ＬＣＤ業界を対象とする製品を製造し販売を行っておりますので、

いかなる環境変化にも対応できるよう、全社を挙げて技術開発と経営の効率化・合理化に取り組み、下記の基

本方針のもとに業績の向上に努めてまいります。 
①蓄積された技術と製造ノウハウを結集し、顧客に最高のベネフィットを提供する。 

②常に技術開発に注力し、新技術の実現に努める。 

③全社員が自己実現を図り、創造性豊かな企業文化を構築する。 
 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確立

と自己資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても業績、配当性向等を総合的に勘案のうえ安定

した配当を継続することを基本方針としております。内部留保金につきましては、事業拡大に伴う設備投資や

研究開発投資等に活用することにより、業績の向上と財務体質の強化を図ってまいります。 

 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを資本政策上の重要課題と認識しており、す

でに平成10年２月より投資単位を1,000株から100株に引き下げております。なお、今後のさらなる投資単位の

引き下げにつきましては、株式市場の動向、業績及び株価等を勘案して慎重に対処してまいる所存であります。 
 

 

(4)目標とする経営指標 

当社グループは、株主価値重視の観点から、ＲＯＥ(自己資本利益率)等の指標の向上を目標とし、それを通

じて企業価値の増大に努めていく所存であります。株主から預かった資本から得られる利益を極大化すること

を企業存続の目的として経営諸活動の方向を集中させるよう努めております。また、フリー・キャッシュ・フ

ローを有望な事業の研究開発や設備投資に投下して、さらに将来のフリー・キャッシュ・フローにつなげるこ

とにより、将来にわたる企業価値の増大を目指していきたいと考えております。 
 
 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、下記の基本方針のもとに、全社員がベクトルを合わせて中長期的な企業の発展と自己実現

を図ってまいります。 

①コンタクト技術をコアコンピタンスとした既存事業の発展と収益性を確保する。 

②新技術の導入と新製品開発による新規事業を展開する。 

③顧客ニーズを満たす品質、サービスを提供する。 

④創造性豊かな企業文化を構築する。 

 
 

(6)会社の対処すべき課題 

当社グループは、技術進歩が早く生産動向の変動が大きい業界向けの製品を製造し販売を行っておりますの

で、いかなる環境変化にも対応できる安定的な収益基盤の確立と営業キャッシュ・フローの改善を目指し、下

記の施策を重点的に推進してまいります。 

①製品開発力の向上 

成長性のある製品の開発に重点的に投資し、他社の追随を許さぬ競争力の高い独自の製品を生み出すとと

もに、開発時間の短縮、効率化のため他社との技術提携やアウトソーシングの利用も積極的に進める。 

②技術力の向上 

高度化する顧客ニーズに迅速かつ的確に対応するため、エンジニアの育成を図り一層の技術力の強化を図

る。 

③原価の低減 

ＶＥ（Value Engineering）設計力の向上、製造プロセスの改善、外部資源の積極的な活用、部品の内製

化、海外生産拠点の活用等により徹底した原価低減を図る。 

④海外販売体制の強化 

営業力の強化を図り、納期対応及びメンテナンスレベルを維持するため、海外現地生産を含め海外拠点を

強化する。 
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(7)親会社等に関する事項 
該当事項はありません。 

 

(8)内部管理体制の整備・運用状況 

当事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を参照下さい。 

 

(9)その他、会社の経営上の重要な事項 
該当事項はありません。 
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３.経営成績及び財政状態 
 

(1)経営成績 
当連結会計年度における経営環境は、薄型テレビや携帯音楽プレーヤー、ゲーム機等デジタル家電が前年度に

引き続き好調であったことから、一部デバイスメーカーにおいて春頃より液晶パネルに関連する電子部品の在庫

調整や設備投資抑制があったものの、当連結会計年度への影響は軽微に止まり、通期では概ね堅調に推移いたし

ました。 

このような状況の下、当社グループは、新製品の受注・販売及び量産化、既存製品の生産能力の向上や営業力・

サービス力の強化、顧客ニーズに対応するための新技術や新製品の開発に精力的に取り組みました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高31,064百万円（前期比27.0%増）、営業利益4,626百万円（前期比

134.0%増）、経常利益4,827百万円（前期比118.9%増）、当期純利益3,042百万円（前期比106.3%増）となり、全

て過去最高となりました。 

 
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。 

 

①半導体機器事業 
当事業におきましては、半導体の画期的ビッグヒットとなったフラッシュメモリー向けに開発した１２イ

ンチウェーハ対応次世代プローブカード及びＢＩＳＴテストシステムの製品化が成功したことで、新製品に

よる受注・売上が大幅に増加し、春頃より生じた薄型テレビ及び携帯電話用ＬＣＤドライバー向けプローブ

カードの需要低迷も十分に吸収し、通期において受注・売上はともに大変好調に推移いたしました。また利

益面においても、新製品による売上増加の他、従来型プローブカードの生産稼働率アップ及び新型プローブ

カードの量産効果により、期初の予想を大幅に上回ることとなりました。この結果、受注高は過去最高の

17,278百万円（前期比95.2%増）、売上高は16,326百万円（前期比86.6%増）、営業利益は2,954百万円（前期

比429.8%増）となりました。 

 
②ＦＰＤ機器事業 

当事業におきましては、上期、薄型テレビの世界規模的な市場拡大を受けた液晶パネルメーカーが、今後

の市場成長にも一層の期待を寄せ設備投資計画を前倒しに推進したことから、半期として過去最高の受注高

を得ることとなりました。しかし、下期は一変して投資が一段落したことに加え、企業合併や欧州での液晶

テレビ販売不振により、台湾大手メーカーが相次ぎ大型次世代ラインの設備投資計画の延期を決定したこと

から、半期としては前年同期並みの受注高となりました。また売上は、上期の高受注を受けて高水準に推移、

利益面では海外調達等による原価低減の成果が出ました。この結果、受注高は過去最高の15,380百万円（前

期比24.0%増）、売上高は14,738百万円（前期比6.1%減）、営業利益は2,624百万円（前期比19.7%増）となり

ました。 

 

 (2)財政状態 
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当期首に比べ1,994百万円増加し、

当連結会計年度末には5,901百万円となりました。 

 
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動によって得られた資金は1,295百万円（前期比49.2%減）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,804百万円、減価償却費923百万円、仕入債務の増加額1,359

百万円、前受金の増加額686百万円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額5,152百万円、たな卸資産

の増加額1,519百万円、法人税等の支払額1,128百万円等であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動に使用された資金は2,489百万円（前期比8.4%増）となりました。 
これは主に、アドバンストプローブカード増産設備等による有形固定資産の取得による支出が2,254百万円あ

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） 
財務活動によって得られた資金は3,140百万円（前期比52.1%増）となりました。 
これは主に株式の発行による収入4,895百万円、借入れによる収入1,600百万円、借入金の返済による支出

3,088百万円、配当金の支払312百万円があったこと等によるものであります。 
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 （連結キャッシュ・フロー指標） 

 17年9月期 18年9月期

自己資本比率 (％) 47.4 54.9

時価ベースの自己資本比率 (％) 68.5 174.5

債務償還年数 (年) 1.4 1.6

インタレスト・カバレッジ･レシオ (倍) 84.6 47.1

（注）自己資本比率：（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）／期末資産の部合計 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／期末資産の部合計 

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．有利子負債は、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全ての負債を対象と

しております。 

２．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「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)事業等のリスク 

当社グループ製品の販売先は国内外の半導体メーカー及びＬＣＤメーカーであり、両業界とも技術進歩が早く

かつ価格競争の激しい業界であります。従いまして、当社グループの経営成績は次の要因により影響を受ける可

能性があります。 

なお、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

①半導体業界は技術革新に伴うシリコンサイクルと言われる変動や、平成13年のＩＴ不況のような世界的な需

要の大きな変動が起こり得る業界であります。当社グループの主要製品であるプローブカードは半導体の検

査工程で使われる製品で、半導体の生産量にほぼ連動して受注量が変動する傾向がありますので、プローブ

カードの売上高はこうした半導体業界の生産動向により影響を受ける可能性があります。 

 
②ＬＣＤ業界は、パソコン、液晶テレビ、携帯電話等で使われているＬＣＤパネルを生産しておりますが、こ

れら製品の世界的な需要予測に基づいてＬＣＤメーカーはその設備投資額を決定しております。当社グルー

プの主要製品であるＬＣＤ検査機器はＬＣＤパネル生産ラインの検査工程で使われる製品であるため、その

売上高はＬＣＤ業界の設備投資動向により変動する可能性があります。 

 
③半導体、ＬＣＤ業界は技術進歩が早く、常に高性能、高品質、低コストの製品を開発しており、当社グルー

プはこれら業界のユーザーから常に技術革新に対応する検査機器を求められております。そのユーザーニー

ズに応えられる検査機器を如何に競合他社に先駆けて開発できるかで、当社グループのシェアが変動し経営

成績に影響を与える可能性があります。 

 
④プローブカード業界は世界的には100社内外の競合メーカーがあり、ＬＣＤ検査機器についても数は多くない

ものの、日本、米国、韓国、台湾の競合メーカーがあります。これらの競合メーカーとは品質、納期、価格、

サービス面で競争をしており、特に人件費の比較的安い韓国、台湾のメーカーとの受注競争では価格面での

競争が厳しくなっております。従いまして、こうした価格競争による販売価格の変動が当社の経営成績に影

響を与える可能性があります。 
 

(4)次期の見通し 
半導体市場におきましては、デジタル家電・自動車関連・産業機械等向けのロジックデバイスが引き続き好調

なことに加え、ＬＣＤドライバーが在庫調整を終え新製品投入を開始してきていること、フラッシュメモリーの

成長に押され気味だったＤＲＡＭにおいてもパソコンの新ＯＳ向けに需要が高まってきていること、盛況なフラ

ッシュメモリーにおいては新規参入企業の生産が本格化すること等、当面強い市場成長が予想され、当社製品の

需要もそれに伴い十分期待できると見ております。しかし一方、大手デバイスメーカーにおいてデバイス価格の

低下や開発コストの増加で業績が振るわない状況も生じており、価格低下圧力等当社業績への影響が懸念されま

す。当社グループはこのような状況を踏まえ、業務プロセスの改善や生産効率向上等継続したコスト削減に努め、

またより一層の収益向上のため、マーケティングの強化や研究開発投資の継続的実施を積極的に推し進めてまい

ります。 

ＬＣＤ市場におきましては、現在台湾大手メーカーの大型次世代ラインの設備投資計画が先送りになっている

状況ですが、既存ラインの増設設備投資は継続的に行われており、また中国大陸での新規設備投資も増えてきて

いることから、韓国・台湾・日本・中国のパネルメーカー各社の設備投資は長期的には高水準で推移するものと

予想されます。しかし、ＬＣＤ市場の成長はパネルの価格低下を伴ったものであるため、製造・検査設備の価格



                                   

－ 6 － 

低下圧力は継続的にあり、また製造・検査装置業界へ参入する韓国・台湾メーカーの動きが活発化していること

から、当社グループといたしましては、品質・技術・納期・サービス面での優位性に基づく価格競争力の確保を

念頭にシェアの維持・拡大に積極的に取り組んでまいります。 

次期の業績見通しにつきましては、売上高36,500百万円、経常利益5,800百万円、当期純利益3,600百万円を予

定しております。 
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４.連結財務諸表等 
(1)連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

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  3,961,854  6,081,577

２．受取手形及び売掛金  8,356,858  13,539,370

３．たな卸資産  2,699,911  4,228,897

４．繰延税金資産  521,968  775,436

５．未収消費税等  315,111  162,949

６．その他  112,492  298,755

貸倒引当金  △78,702  △148,856

流動資産合計  15,889,495 62.5  24,938,129 68.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※2 5,304,022 5,353,961 

減価償却累計額  1,829,124 3,474,897 2,056,126 3,297,834

(2) 機械装置及び運搬具  2,558,862 4,213,076 

減価償却累計額  1,261,953 1,296,908 1,689,918 2,523,157

(3) 土地 ※2 1,445,277  1,533,040

(4) 建設仮勘定  146,099  553,364

(5) その他  1,987,813 2,193,951 

減価償却累計額  1,657,840 329,973 1,785,759 408,191

有形固定資産合計  6,693,157 26.3  8,315,589 22.7

２．無形固定資産  785,666 3.1  886,272 2.4
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前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1 1,534,500  2,110,464

(2) 繰延税金資産  114,769  61

(3) その他  421,665  420,048

貸倒引当金  △11,660  △6,539

投資その他の資産合計  2,059,275 8.1  2,524,035 6.9

固定資産合計  9,538,099 37.5  11,725,897 32.0

資産合計  25,427,594 100.0  36,664,026 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金  5,628,286  7,021,671

２．短期借入金 ※2 1,472,072  805,253

３．１年内償還予定社債  30,000  60,000

４．未払金  624,452  1,136,584

５．未払法人税等  759,037  1,612,054

６．前受金  484,057  1,170,300

７．賞与引当金  559,568  768,483

８．役員賞与引当金  －  85,000

９．その他  400,898  885,151

流動負債合計  9,958,372 39.2  13,544,498 36.9
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前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．社債  570,000  510,000

２．長期借入金 ※2 1,507,878  691,930

３．繰延税金負債  －  92,436

４．退職給付引当金  697,300  762,776

５．役員退職慰労引当金  488,119  517,593

６．その他  25,148  17,309

固定負債合計  3,288,445 12.9  2,592,044 7.1

負債合計  13,246,818 52.1  16,136,542 44.0

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  121,481 0.5  － －

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※3 2,555,050 10.0  － －

Ⅱ 資本剰余金  3,306,657 13.0  － －

Ⅲ 利益剰余金  5,720,737 22.5  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額 
金 

 624,181 2.5  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  12,186 0.0  － －

Ⅵ 自己株式 ※4 △159,519 △0.6  － －

資本合計  12,059,294 47.4  － －

負債少数株主持分及び 
資本合計 

 25,427,594 100.0  － －
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前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  － －  5,018,350 13.7

２．資本剰余金  － －  5,769,957 15.7

３．利益剰余金  － －  8,357,482 22.8

４．自己株式  － －  △45,911 △0.1

株主資本合計  － －  19,099,878 52.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価 
差額金 

 － －  950,259 2.6

２．為替換算調整勘定  － －  75,140 0.2

評価・換算差額等合計  － －  1,025,400 2.8

Ⅲ 新株予約権  － －  11,733 0.0

Ⅳ 少数株主持分  － －  390,470 1.1

純資産合計  － －  20,527,484 56.0

負債純資産合計  － －  36,664,026 100.0
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(2)連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  24,450,528 100.0  31,064,283 100.0

Ⅱ 売上原価  16,731,196 68.4  20,215,495 65.1

売上総利益  7,719,332 31.6  10,848,787 34.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 5,742,048 23.5  6,222,400 20.0

営業利益  1,977,283 8.1  4,626,387 14.9

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  2,447 12,423 

２．受取配当金  80,566 985 

３．持分法による投資利益  14,788 29,963 

４．ロイヤリティ収入  113,610 123,961 

５．投資事業組合出資金 
運用益 

 － 15,273 

６．為替差益  － 59,524 

７．その他  72,017 283,431 1.1 58,486 300,618 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  30,149 28,301 

２．投資事業組合出資金 
運用損 

 4,741 － 

３．社債発行費  20,000 － 

４．株式交付費  － 38,307 

５．訴訟関連費用  － 27,064 

６．その他  383 55,274 0.2 5,567 99,240 0.3

経常利益  2,205,440 9.0  4,827,765 15.5

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  9,909 5,121 

２．企業立地促進補助金  98,009 － 

３．その他  － 107,918 0.4 306 5,427 0.0
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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損 ※3 － 7,179 

２．固定資産除却損 ※4 65,031 18,352 

３．たな卸資産廃棄損  8,572 － 

４．貸倒引当金繰入額  1,263 － 

５．その他  9,537 84,404 0.3 3,527 29,059 0.0

税金等調整前当期純 
利益 

 2,228,954 9.1  4,804,132 15.5

法人税、住民税及び 
事業税 

 965,000 1,960,839 

法人税等調整額  △236,615 728,384 3.0 △263,407 1,697,431 5.5

少数株主利益  26,194 0.1  64,385 0.2

当期純利益  1,474,376 6.0  3,042,315 9.8
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(3)連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,309,374

Ⅱ 資本剰余金減少高  

１．自己株式処分差益の 
取崩額 

 2,716 2,716

Ⅲ 資本剰余金期末残高  3,306,657

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  4,491,692

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  1,474,376 1,474,376

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  175,441

２．役員賞与  45,000

３．自己株式処分差損  24,889 245,331

Ⅳ 利益剰余金期末残高  5,720,737
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年10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17年９月30日 残高 
（千円） 2,555,050 3,306,657 5,720,737 △159,519 11,422,925

連結会計年度中の変動額  

新株の発行（千円） 2,463,300 2,463,300 － － 4,926,600

剰余金の配当（千円）（注） － － △312,628 － △312,628

役員賞与（千円）（注） － － △55,000 － △55,000

当期純利益（千円） － － 3,042,315 － 3,042,315

自己株式の取得（千円） － － － △30,621 △30,621

自己株式の処分（千円） － － △37,942 144,229 106,287

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額）（千円） 

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合
計(千円) 2,463,300 2,463,300 2,636,744 113,608 7,676,952

平成18年９月30日 残高 
（千円） 5,018,350 5,769,957 8,357,482 △45,911 19,099,878

 

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

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成17年９月30日 残高 
（千円） 624,181 12,186 636,368 － 121,481 12,180,776

連結会計年度中の変動額   

新株の発行（千円） － － － － － 4,926,600

剰余金の配当（千円）（注） － － － － － △312,628

役員賞与（千円）（注） － － － － － △55,000

当期純利益（千円） － － － － － 3,042,315

自己株式の取得（千円） － － － － － △30,621

自己株式の処分(千円) － － － － － 106,287

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額）（千円） 

326,078 62,954 389,032 11,733 268,988 669,755

連結会計年度中の変動額合
計(千円) 326,078 62,954 389,032 11,733 268,988 8,346,707

平成18年９月30日 残高 
（千円） 950,259 75,140 1,025,400 11,733 390,470 20,527,484

（注）平成17年12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)連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

税金等調整前当期純利益  2,228,954 4,804,132 

減価償却費  795,556 923,134 

持分法による投資利益  △14,788 △29,963 

退職給付引当金の増加額  92,015 64,483 

役員退職慰労引当金の増加額  11,270 29,474 

賞与引当金の増加額  185,921 208,839 

役員賞与引当金の増加額  － 85,000 

貸倒引当金の増加額(△減少額)  △8,646 64,803 

受取利息及び受取配当金  △83,014 △13,409 

支払利息  30,149 28,301 

投資事業組合出資金運用損(△

益) 
 4,741 △15,273 

固定資産除却損  65,031 18,352 

固定資産売却損  － 7,179 

株式交付費  － 38,307 

株式報酬費用  － 11,733 

その他の営業外収益・特別利益  △235,870 △148,748 

その他の営業外費用・特別損失  27,908 6,559 

売上債権の増加額  △1,371,471 △5,152,659 

たな卸資産の減少額(△増加額)  1,222,682 △1,519,246 

仕入債務の増加額(△減少額)  △499,320 1,359,192 

前受金の増加額  428,156 686,242 

その他債権の減少額(△増加額)  △88,209 144,981 

その他債務の増加額  174,939 775,183 

役員賞与の支払額  △45,000 △55,000 

小計  2,921,008 2,321,599 

利息及び配当金の受取額  84,706 16,458 

利息の支払額  △30,123 △27,516 

その他の収入  225,268 125,786 

その他の支出  － △11,706 

法人税等の支払額  △651,961 △1,128,666 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,548,898 1,295,954 
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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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  △91,890 △1,799,189 

定期預金の払戻による収入  49,480 1,683,064 

有形固定資産の取得による支出  △1,638,898 △2,254,605 

投資有価証券の取得による支出  △512 △3,749 

投資事業組合出資金の分配によ

る収入 
 39,594 47,223 

借地権の取得による支出  △719,840 － 

その他投資活動による支出  △108,441 △186,728 

その他投資活動による収入  174,018 24,888 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,296,489 △2,489,096 

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  2,200,000 1,600,000 

短期借入金の返済による支出  △1,880,000 △2,200,000 

長期借入れによる収入  2,000,000 － 

長期借入金の返済による支出  △774,652 △888,586 

社債の発行による収入  580,000 － 

社債の償還による支出  － △30,000 

株式の発行による収入  － 4,895,709 

自己株式の売却による収入  123,843 106,287 

自己株式の取得による支出  △9,241 △30,621 

配当金の支払額  △175,441 △312,628 

少数株主への配当金の支払額  △518 － 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,063,990 3,140,159 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 16,153 47,163 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  2,332,554 1,994,181 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,575,229 3,907,784 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,907,784 5,901,965 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

連結子会社の数 ４社 連結子会社の数 ５社 １．連結の範囲に関する事項 

旺傑芯微電子（上海）有限公司 

（英文名：MJC MICROELECTRONICS 

（SHANGHAI）CO.,LTD.） 

ＭＤＫ Ｃｏ.,Ｌｔｄ. 

美科樂電子股份有限公司 

（英文名：Taiwan MJC Co.,Ltd.） 

邁嘉路微電子（上海）有限公司 

（英文名：China MJC（SHANGHAI） 

CO.,LTD.） 

旺傑芯微電子（上海）有限公司 

（英文名：MJC MICROELECTRONICS 

（SHANGHAI）CO.,LTD.） 

ＭＤＫ Ｃｏ.,Ｌｔｄ. 

美科樂電子股份有限公司 

（英文名：Taiwan MJC Co.,Ltd.） 

邁嘉路微電子（上海）有限公司 

（英文名：China MJC（SHANGHAI） 

CO.,LTD.） 

MJC Electronics Corporation 

  上記のうち、MJC Electronics 

 Corporationについては、当連結会計

年度において新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社の数 １社 

ＤＥＭＣＯ ＰＲＯＢＥ ＣＯＲＰ. 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち旺傑芯微電子（上

海）有限公司及び邁嘉路微電子（上海）

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、６月30日に実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

連結子会社のうちＭＤＫ Ｃｏ.,Ｌ

ｔｄ.及び美科樂電子股份有限公司の

決算日は、６月30日であります。連結

財務諸表の作成に当たっては、決算日

現在の財務諸表を使用しております。

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。 

連結子会社のうち旺傑芯微電子（上

海）有限公司及び邁嘉路微電子（上海）

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、６月30日に実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

連結子会社のうちＭＤＫ Ｃｏ.,Ｌ

ｔｄ.、美科樂電子股份有限公司及び

MJC Electronics Corporationの決算日

は、６月30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

財務諸表を使用しております。 

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。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30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）を採用し

ております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資（証券取

引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によってお

ります。 

(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）を採用

しております。 

時価のないもの 

同左 

 

同左 

 ②デリバティブ 

原則として、時価法によっておりま

す。 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 

製品・仕掛品（プローブカード・検

査機器等） 

個別法による原価法を採用して

おります。 

半製品・原材料・仕掛品（プローブ

針等） 

月別総平均法による原価法を採

用しております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しており

ます。 

③たな卸資産 

製品・仕掛品（プローブカード・検

査機器等） 

同左 

 

半製品・原材料・仕掛品（プローブ

針等） 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

 (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（ただし、当社の平成10

年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については定額

法）を採用しております。また、一

部の在外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。 

建物及び構築物     17年～38年

機械装置及び運搬具 ２年～10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）に基づく定額法を採用し

ております。 

②無形固定資産 

同左 

 (3) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

(3) 繰延資産の処理方法 

────── 

 ────── 株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

 (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

を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与支払いに備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連結

会計年度に負担する額を計上して

おります。 

②賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

 ③    ────── 

 

③役員賞与引当金 

当社は、役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、支給見込額

に基づき計上しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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当期純

利益は85,000千円減少しておりま

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。 

 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。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法によ

り費用処理しております。 

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。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法によ

り費用処理しております。 

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。 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正」（企

業会計基準第３号 平成17年３月16

日）及び「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号 平

成17年３月16日）を適用しておりま

す。この変更による当連結会計年度

の損益に与える影響は軽微であり

ます。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

 ⑤役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、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。外貨建有価証券（その

他有価証券）は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算

差額は全部資本直入法により処理

しております。なお、在外子会社等

の資産及び負債は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨

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。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、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。外貨建有価証券（その

他有価証券）は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算

差額は全部純資産直入法により処

理しております。なお、在外子会社

の資産及び負債は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨

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。 

 (6) 重要なリース取引の処理方法 

当社は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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30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。また、金利スワップについて

特例処理の要件を充たしている場

合には特例処理を採用しておりま

す。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

③ヘッジ方針 

当社の社内管理規程に基づき借

入金に対する利息の確定を目的と

して金利スワップを行っておりま

す。また、投機を目的としたデリバ

ティブ取引は行わない方針であり

ます。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の重要

な条件が一致していることを事前

テストで確認し、また、半期毎にそ

の有効性が継続していることを事

後テストで確認しております。ただ

し、特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評価を省

略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (8) その他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 

税抜方式によっております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書における利益処分

は、連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。 

────── 

７．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

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 
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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 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

────── （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）

当連結会計年度より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、

20,125,279千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18

年５月31日）を適用しております。これによる損益に

与える影響は軽微であります。 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

────── （連結損益計算書関係） 

「為替差益」は、前連結会計年度では営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度における「為替差益」の金額

は11,177千円であります。 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。
 

投資有価証券（株式） 127,580千円
  

 
投資有価証券（株式） 183,538千円

  
※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

（担保に供している資産） （担保に供している資産） 

建物及び構築物 1,482,400千円

土地 964,882 

計 2,447,283 
  

建物及び構築物 1,438,107 千円

土地 966,809

計 2,404,917
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

短期借入金 692,772千円

長期借入金 1,219,778 

計 1,912,550 
  

短期借入金 568,453 千円

長期借入金 640,630

計 1,209,083
  

上記には長期借入金446,000千円及び短期借入

金54,000千円に対する登記留保分土地239,339千

円及び建物782,429千円が含まれております。 

上記には長期借入金338,000千円及び短期借

入金108,000千円に対する登記留保分土地

239,339千円及び建物757,815千円が含まれてお

ります。 

※３．発行済株式総数  普通株式 9,106,329株 ※３．        ────── 

※４．自己株式 ※４．        ────── 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

174,080株であります。 

 

 



                                   

－ 25 － 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要項目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費の主要項目及び金額 
 

給与手当 799,600千円

賞与引当金繰入額 122,942

役員退職慰労引当金繰入額 27,139  

退職給付費用 35,313  

研究開発費 1,842,701  

販売手数料 893,426  
  

 
給与手当 877,820千円

賞与引当金繰入額 152,256 

役員賞与引当金繰入額 85,000 

役員退職慰労引当金繰入額 29,474 

退職給付費用 36,068 

研究開発費 1,640,311 

貸倒引当金繰入額 70,094 

販売手数料 725,589 
  

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 一般管理費に含まれる研究開発費 
 

 1,842,701千円
  

 
 1,640,311千円

  
※３．        ────── ※３．固定資産売却損の内訳 
 

 
  

 
土地 7,179 千円

  
※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 
 

建物及び構築物 50,269 千円

機械装置及び運搬具 8,376  

その他（有形固定資産） 6,246  

その他（無形固定資産） 139  

計 65,031  
  

 
建物及び構築物 9,711 千円

機械装置及び運搬具 6,869  

その他（有形固定資産） 1,771  

計 18,352  
  

 
 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10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） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 （注）１ 9,106,329 10,906,329 － 20,012,658 

自己株式     

普通株式 （注）２、３ 174,080 54,512 151,920 76,672 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加10,906,329株は、新株の発行による増加900,000株及び株式の分割に

よる増加10,006,329株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加54,512株は、単元未満株式の買取りによる増加7,636株及び株式の

分割による増加46,876株であります。 

３．普通株式の自己株式の株式数の減少151,920株は、ストック・オプションの権利行使に伴う処分による

減少であります。 
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２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

提出会社 
（親会社） 

ストック・オプションと
しての新株予約権（注） 

－ － － － － 11,733 

（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、当連結会計年度末日現在、権利行使期間の初日が到来してお

りません。 

 

３．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 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年12月21日 
定時株主総会 

普通株式 312,628 35 平成17年９月30日 平成17年12月21日

 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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12月22日 
定時株主総会 

普通株式 598,079 利益剰余金 30 平成18年９月30日 平成18年12月25日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）
 

現金及び預金勘定 3,961,854 千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△54,070  

現金及び現金同等物 3,907,784  
  

 
現金及び預金勘定 6,081,577 千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△179,611  

現金及び現金同等物 5,901,965  
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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 

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 

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 

（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 

（千円）

機械装置及び
運搬具 

191,940 149,950 41,990

その他（有形固
定資産） 

240,956 179,878 61,077

その他（無形固
定資産） 

163,587 75,783 87,803

合計 596,484 405,612 190,871

  

  

 
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）

機械装置及び
運搬具 

79,529 66,182 13,347

その他（有形固
定資産） 

82,470 48,569 33,900

その他（無形固
定資産） 

127,729 69,582 58,146

合計 289,728 184,333 105,394

  
２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 109,896千円 

１年超 91,246  

合計 201,142  
  

  
１年内 51,816千円 

１年超 59,074  

合計 110,890  
  

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 138,923千円 

減価償却費相当額 123,750  

支払利息相当額 11,285  
  

  
支払リース料 108,545 千円 

減価償却費相当額 96,339  

支払利息相当額 7,403  
  

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

定額法によっております。 

同左 

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価額相当額と

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 
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（有価証券関係） 

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17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

 種類 
取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株式 163,609 1,193,774 1,030,165 166,159 1,728,945 1,562,785

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 30,000 30,000 

投資事業組合出資金 183,145 167,980 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１.取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プであります。 

１.取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利の変動による

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 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避す

ることを目的として利用しております。 

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。また、

金利スワップについて特例処理の要件を充た

している場合に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・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

ヘッジ方針 

当社の社内管理規程に基づき借入金に対す

る利息の確定を目的として金利スワップを行

っております。また、投機を目的としたデリバ

ティブ取引は行わない方針であります。 

ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一

致していることを事前テストで確認し、また、

半期毎にその有効性が継続していることを事

後テストで確認しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリ

スクを有しております。 

なお、取引の契約先は信用度の高い国内の銀行

であり、相手方の契約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 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は、社内管理

規程に基づき経理担当部署にて行っております

が、その内容、金額により担当取締役及び取締役

会の決裁及び決議を得ることとしております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

該当事項はありません。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

２.取引の時価等に関する事項 

金利スワップ取引を契約しておりますが、すべてヘ

ッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契

約額等、時価及び評価損益の状況の記載を省略してお

ります。 

２.取引の時価等に関する事項 

期末残高がないため該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金

制度(昭和56年６月１日より)及び退職一時金制度

を設けており、この他に複数事業主制度による総合

設立型の厚生年金基金（全国電子情報技術産業厚生

年金基金）に加入しております。 

また、一部の連結子会社においても確定給付型の

退職給付制度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金

制度(昭和56年６月１日より)及び退職一時金制度

を設けており、この他に複数事業主制度による総合

設立型の厚生年金基金（全国電子情報技術産業厚生

年金基金）に加入しております。 

一部の連結子会社においても確定給付型の退職

給付制度を設けております。また、一部の連結子会

社において確定拠出型の退職給付制度を設けてお

ります。 

２．退職給付債務及びその内訳（平成17年９月30日現在） ２．退職給付債務及びその内訳（平成18年９月30日現在）

(1)退職給付債務 △1,311,906千円

(2)年金資産 682,767 
(3)未積立退職給付債務(1)+(2) △629,139 

(4)未認識年金資産 △9,966 

(5)未認識数理計算上の差異 28,469 

(6)未認識過去勤務債務 9,406 

(7)連結貸借対照表計上額純額 
(3)+(4)+(5)+(6) 

△601,229
 

(8)前払年金費用 96,070 

(9)退職給付引当金(7)-(8) △697,300 
 
(注)１．上記年金資産の他、全国電子情報技術産業厚生

年金基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出

割合に基づく期末の年金資産残高は、2,409,650

千円であります。 

２．一部の連結子会社は、退職金給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

(1)退職給付債務 △1,769,136千円

(2)年金資産 810,571 
(3)未積立退職給付債務(1)+(2) △958,565 

(4)未認識数理計算上の差異 293,282 

(5)未認識過去勤務債務 7,004 

(6)連結貸借対照表計上額純額 
(3)+(4)+(5) 

△658,277
 

(7)前払年金費用 104,498 

(8)退職給付引当金(6)-(7) △762,776 

(注)１．上記年金資産の他、全国電子情報技術産業厚生

年金基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出

割合に基づく期末の年金資産残高は、3,071,620

千円であります。 

２．一部の連結子会社は、退職金給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日）

(1)勤務費用 127,234千円

(2)利息費用 26,154 
(3)期待運用収益 △13,655 

(4)数理計算上の差異の費用処理額 27,783 

(5)過去勤務債務の費用処理額 2,401 

(6)退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 169,918 

(7)その他 2,982 

(8)合計(6)+(7) 172,901 
   

３．退職給付費用の内訳 

（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）

(1)勤務費用 121,955千円

(2)利息費用 23,693 
(3)期待運用収益 △11,110 

(4)数理計算上の差異の費用処理額 37,017 

(5)過去勤務債務の費用処理額 2,401 

(6)退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 173,957 

(注)１．上記の他、全国電子情報技術産業厚生年金基金

に対する掛金拠出額115,137千円があります。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「(1)勤務費用」に計上しております。 
(注)１．上記の他、全国電子情報技術産業厚生年金基金

に対する掛金拠出額143,117千円があります。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「(1)勤務費用」に計上しております。 

３．「(7)その他」は、連結子会社の確定拠出年金

への掛金支払額であります。 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

４．退職給付債務等の計算の基礎 

（平成17年９月30日現在）

(1)割引率 2.0％

(2)期待運用収益率 2.0％

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4)数理計算上の差異の処理年数 ５年

(5)過去勤務債務の処理年数 ５年
 

４．退職給付債務等の計算の基礎 

（平成18年９月30日現在）

(1)割引率 2.0％

(2)期待運用収益率 2.0％

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4)数理計算上の差異の処理年数 ５年

(5)過去勤務債務の処理年数 ５年
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（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
平成15年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役９名及び当社
従業員291名 

当社取締役９名及び当社従
業員360名 

ストック・オプション数
（注） 

普通株式708,480株 普通株式279,500株 

付与日 平成15年２月14日 平成18年９月27日 

権利確定条件 

付与日（平成15年２月14
日）以降、権利確定日（平
成17年１月31日）まで継続
して勤務していることを
要します。 

付与日（平成18年９月27
日）以降、権利確定日（平
成20年１月31日）まで継続
して勤務していることを
要します。 

対象勤務期間 
２年間 
（自 平成15年２月14日  
至 平成17年１月31日）

１年５ヶ月間 
（自 平成18年９月27日 
至 平成20年１月31日） 

権利行使期間 

自 平成17年２月１日 
至 平成19年１月31日 
ただし、権利行使時におい
ても、当社の取締役もしく
は従業員の地位にあるこ
とを要します。 

自 平成20年２月１日 
至 平成22年１月31日 
ただし、権利行使時におい
ても、当社の取締役もしく
は従業員の地位にあること
を要します。 

（注）上記表に記載された株式数は、平成16年５月20日付株式分割（１株につき1.2株）及び平成18年７月１

日付株式分割（１株につき２株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  
平成15年 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  － － 

付与  － 279,500 

失効  － － 

権利確定  － － 

未確定残  － 279,500 

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  348,720 － 

権利確定  － － 

権利行使  286,080 － 

失効  － － 

未行使残  62,640 － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成16年５月20日付株式分割（１株につき1.2株）及び平成18年７月

１日付株式分割（１株につき２株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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②単価情報 

  
平成15年 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）（注） 372 3,601 

行使時平均株価 （円）（注） 2,325 － 

公正な評価単価（付与日） （円） － 714 

（注）権利行使価格及び行使時平均株価については、平成16年５月20日付株式分割（１株につき1.2株）及

び平成18年７月１日付株式分割（１株につき２株）による調整後の１株当たりの価格を記載しており

ます。 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりであります。 

 

(1)使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

(2)主な基礎数値及び見積方法 

 平成18年ストック・オプション 

株価変動性（注）１． 47.59％ 

予想残存期間（注）２． ２年４ヶ月 

予想配当（注）３． 35円／株 

無リスク利子率（注）４． 0.62％ 

（注）１．２年４ヶ月間（平成16年６月から平成18年９月まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．合理的な見積りが困難であるため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間と推定して 

見積もっております。 

３．平成17年９月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に合致する国債が存在しないことから、予想残存期間と近い期間の国債の利回り 

で近似値を算出しております。 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。 

 

４．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

当期製造費用 7,661千円

販売費及び一般管理費 4,072 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 
(1)流動の部 

繰延税金資産 

賞与引当金 221,880千円

原材料等評価損 109,608 

貸倒引当金 31,107 

未払事業税 64,164 

未払社会保険料 24,251 

その他 72,720 

繰延税金資産 小計 523,732 

評価性引当額   △718 

繰延税金資産 合計 523,014 

   

繰延税金負債   

未実現為替差益 △1,045 

繰延税金負債 合計 △1,045 

繰延税金資産の純額 521,968 

(2)固定の部   

繰延税金資産   

退職給付引当金 226,956千円

役員退職慰労引当金 195,247 

減価償却費 53,365 

投資有価証券評価損 13,453 

ゴルフ会員権評価損 17,988 

その他 26,633 

繰延税金資産 小計 533,644 

評価性引当額 △2,754 

繰延税金資産 合計 530,889 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △416,120 

繰延税金負債 合計 △416,120 

繰延税金資産の純額 114,769 
  

 
(1)流動の部 

繰延税金資産 

賞与引当金 304,878千円

原材料等評価損 38,434 

貸倒引当金 59,145 

未払事業税 172,222 

未払社会保険料 36,567 

未払サービス費 102,028 

その他 64,082 

繰延税金資産 小計 777,359 

評価性引当額 △1,509 

繰延税金資産 合計 775,849 

繰延税金負債   

未実現為替差益 △413 

繰延税金負債 合計 △413 

繰延税金資産の純額 775,436 

(2)固定の部   

繰延税金資産   

退職給付引当金 260,164千円

役員退職慰労引当金 207,037 

減価償却費 29,658 

投資有価証券評価損 6,996 

ゴルフ会員権評価損 17,988 

その他 27,178 

繰延税金資産 小計 549,023 

評価性引当額 △5,723 

繰延税金資産 合計 543,299 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △633,506 

その他 △2,168 

繰延税金負債 合計 △635,674 

繰延税金負債の純額 △92,374 

（注）固定の部の繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。 

固定資産－繰延税金資産 61千円

固定負債－繰延税金負債 △92,436 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.0％ 

（調整） 

住民税均等割  0.9 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

試験研究費等税額控除 △7.0 

在外子会社との税率差異 △1.0 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.7 
  

 
法定実効税率 40.0％ 

（調整） 

住民税均等割  0.4 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1 

試験研究費等税額控除 △3.9 

在外子会社との税率差異 △1.8 

その他 △0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.3 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 
半導体機器 
事業（千円）

ＦＰＤ機器 
事業（千円）

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 8,751,377 15,699,150 24,450,528 － 24,450,528

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ － － (－) －

計 8,751,377 15,699,150 24,450,528 (－) 24,450,528

営業費用 8,193,681 13,506,009 21,699,691 773,553 22,473,245

営業利益 557,695 2,193,141 2,750,837 △773,553 1,977,283

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的 
支出 

 

資産 7,400,540 10,078,247 17,478,788 7,948,805 25,427,594

減価償却費 457,534 334,585 792,120 3,436 795,556

資本的支出 715,482 478,804 1,194,286 1,243,576 2,437,863

 （注）１．事業区分の方法・・・事業区分は製品の種類、性質、製造方法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 主要製品名 

 半導体計測器具 

 
メモリＩＣ、ロジックＩＣ、高周波・微少電流測定用各種プローブカード、

パッケージプローブ（ＩＣテストソケット） 

 半導体検査機器 

 

半導体機器事業 

ウェーハプロービングシステム、周辺機器、精密部品、保守・修理等 

 ＬＣＤ検査機器 

 液晶基板検査装置（アレイテストシステム） 

 液晶パネル点灯検査装置（セルテストシステム） 

 

ＦＰＤ機器事業 
(Flat Panel Display) 

プローブユニット 

周辺機器、精密部品、保守・修理等 

３．当連結会計年度の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、773,553

千円であり、その主なものは、当社の総務部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．当連結会計年度の資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、7,948,805千円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部

門に係る資産等であります。 

５．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。 
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当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 
半導体機器 
事業（千円）

ＦＰＤ機器 
事業（千円）

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 16,326,275 14,738,008 31,064,283 － 31,064,283

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ － － (－) －

計 16,326,275 14,738,008 31,064,283 (－) 31,064,283

営業費用 13,371,380 12,113,171 25,484,552 953,343 26,437,896

営業利益 2,954,894 2,624,836 5,579,731 △953,343 4,626,387

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的 
支出 

 

資産 14,331,445 12,492,355 26,823,801 9,840,225 36,664,026

減価償却費 591,643 322,386 914,029 9,104 923,134

資本的支出 2,302,150 305,129 2,607,279 11,664 2,618,943

 （注）１．事業区分の方法・・・事業区分は製品の種類、性質、製造方法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 主要製品名 

 半導体計測器具 

 
メモリＩＣ、ロジックＩＣ、高周波・微少電流測定用各種プローブカード、

パッケージプローブ（ＩＣテストソケット） 

 半導体検査機器 

 

半導体機器事業 

ウェーハプロービングシステム、周辺機器、精密部品、保守・修理等 

 ＬＣＤ検査機器 

 液晶基板検査装置（アレイテストシステム） 

 液晶パネル点灯検査装置（セルテストシステム） 

 

ＦＰＤ機器事業 
(Flat Panel Display) 

プローブユニット 

周辺機器、精密部品、保守・修理等 

３．当連結会計年度の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、    

953,343千円であり、その主なものは、当社の総務部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．当連結会計年度の資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、9,840,225千円であり、 

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部

門に係る資産等であります。 

５．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。 

６．会計処理の方法の変更 

役員賞与引当金の計上 

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

「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、「消去又は全社」の営業費用が85,000千円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平

成18年９月30日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 16,402,565 732,294 17,134,859 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 24,450,528 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（％） 

67.1 3.0 70.1 

 （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・・・・・・台湾、韓国、中国、東南アジア諸国 

(2)その他・・・・・・米国、ヨーロッパ諸国 

３．海外売上高は、当社及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。 

 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 16,165,850 1,527,857 17,693,708 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 31,064,283 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（％） 

52.0 4.9 57.0 

 （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・・・・・・台湾、韓国、中国、東南アジア諸国 

(2)その他・・・・・・米国、ヨーロッパ諸国 

３．海外売上高は、当社及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。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平

成18年９月30日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 
１株当たり純資産額 1,343.93円

１株当たり当期純利益金額 160.89円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 158.47円
  

 
１株当たり純資産額 1,009.50円

１株当たり当期純利益金額 158.69円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 157.66円
  

 

当社は、平成18年７月１日付で株式１株につき２株

の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 671.96円

１株当たり当期純利益金額 80.44円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 79.23円
  

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

純資産の部の合計額（千円） － 20,527,484 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ 402,204 

（うち新株予約権）（千円） ( － ) ( 11,733 ) 

（うち少数株主持分）（千円） ( － ) ( 390,470 ) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 20,125,279 

期末の普通株式の数（株） － 19,935,986 

 ２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,474,376 3,042,315 

普通株主に帰属しない金額（千円） 55,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金） 

（千円） 
( 55,000 ) ( － ) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,419,376 3,042,315 

期中平均株式数（株） 8,822,300 19,170,887 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額 

  

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 134,662 125,500 

（うち新株予約権）（株） （ 134,662 ） （125,500 ）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

──── 平成18年ストック・オプション

（普通株式 279,500株） 

 



                                   

－ 41 － 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

────── 当社は、半導体検査装置の開発・製造を強化するた

め、有限会社三和テクノとの共同出資による子会社を

東京都三鷹市に設立いたしました。 

子会社の概要は下記のとおりであります。 

１．商号    株式会社ＭＪＣテクノ 

２．設立年月日 平成18年10月２日 

３．所在地   東京都三鷹市 

４．出資総額  １億円 

５．出資比率  当社70％ 有限会社三和テクノ30％

６． 代表者   代表取締役：若井修（現 有限会社

三和テクノ 代表取締役） 
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５.生産、受注及び販売の状況  
 

(1)生産実績 

当連結会計年度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（％） 

半導体機器事業 17,244,198 191.9 

ＦＰＤ機器事業 16,070,923 118.5 

合計 33,315,121 147.8 

（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 

当連結会計年度の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（％）

半導体機器事業 17,278,463 195.2 1,558,011 257.2 

ＦＰＤ機器事業 15,380,863 124.0 6,324,858 111.3 

合計 32,659,326 153.7 7,882,869 125.4 

（注）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 

当連結会計年度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（％） 

半導体機器事業 16,326,275 186.6 

ＦＰＤ機器事業 14,738,008 93.9 

合計 31,064,283 127.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


