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平成18年9月期   個別財務諸表の概要        

平成18年11月24日 

会 社 名  株式会社日本マイクロニクス         上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ６８７１                  本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.mjc.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 長谷川 義榮 
問い合わせ先責任者 役  職  名 専務取締役ＣＳＲ推進本部長 

兼管理本部長 

        氏    名 倉澤 亨           ＴＥＬ（0422）21－2665（代表） 

決算取締役会開催日  平成18年11月24日     配当支払開始予定日  平成18年12月25日 

定時株主総会開催日  平成18年12月22日     単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

 

 

１．18年9月期の業績（平成17年10月1日～平成18年9月30日） 

(1) 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 

17年9月期 

百万円      ％

30,390 （  24.2 ）

24,468 （  43.1 ）

百万円      ％

4,346 （ 121.9 ）

1,958 （  52.6 ）

百万円      ％

4,527 （ 108.7 ）

2,169 （  58.6 ）

 

 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 

17年9月期 

百万円     ％ 

2,853 （   98.0 ） 

1,441 （  73.9 ） 

円  銭

148  82 

157  11 

円  銭

147  86 

154  75 

％

18.0 

12.7 

％ 

14.9  

9.4  

％

14.9 

8.9 

(注) 1.期中平均株式数       18年9月期 19,170,887株  17年9月期  8,822,300株 

2.会計処理の方法の変更   無 

3.売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

4.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) 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 

17年9月期 

百万円 

35,744    

25,212    

百万円

19,776   

11,950   

％

55.3   

47.4   

円   銭

991  40  

1,331  77  

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

2.期末自己株式数       18年9月期    76,672株  17年9月期  174,080株 

3.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。 

 

２．19年9月期の業績予想（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 

16,000    

36,000    

百万円

1,900   

5,300   

百万円

1,200   

3,300   

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期)   165円 53銭 
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３． 配当状況                              

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

配当金総額

（百万円）

配当性向

（％） 

純 資 産

配当率（％）

17年9月期 －  35.00 35.00 312 22.3 2.6 

18年9月期 －  30.00 30.00 598 20.2 3.6 

19年9月期（予想） －  30.00 30.00  

（注）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。17年9月期の1株当たり配当金は、

当該株式分割前の1株当たり配当金であり、18年9月期及び19年9月期（予想）の1株当たり配当金は、当該株

式分割後の1株当たり配当金であります。 

※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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６.個別財務諸表等 
(1)貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（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  3,672,622  5,407,077

２．受取手形  90,596  222,764

３．売掛金  8,428,019  13,255,752

４．製品  37,017  123,271

５．半製品  4,811  2,642

６．原材料  246,552  260,998

７．仕掛品  2,302,285  3,749,968

８．貯蔵品  11,762  11,973

９．前払費用  19,279  26,511

10．繰延税金資産  502,667  766,246

11．未収消費税等  314,471  156,855

12．その他  77,117  85,319

貸倒引当金  △77,768  △147,863

流動資産合計  15,629,434 62.0  23,921,518 66.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物 ※1 4,927,971 4,959,221 

減価償却累計額  1,673,639 3,254,331 1,878,183 3,081,037

(2) 構築物  253,854 251,407 

減価償却累計額  137,149 116,705 136,072 115,335

(3) 機械装置  2,320,134 3,911,764 

減価償却累計額  1,169,900 1,150,233 1,515,145 2,396,619

(4) 車両運搬具  22,397 22,947 

減価償却累計額  16,882 5,515 20,271 2,676

(5) 工具器具備品  1,947,887 2,141,743 

減価償却累計額  1,643,695 304,191 1,758,869 382,873

(6)土地 ※1 1,436,101  1,521,937

(7)建設仮勘定  146,099  553,364

有形固定資産合計  6,413,179 25.4  8,053,843 22.5
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前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（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
（％）

２．無形固定資産   

(1) 借地権  719,840  719,840

(2) ソフトウェア  65,227  138,337

(3) その他  333  27,245

無形固定資産合計  785,400 3.1  885,423 2.5

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,406,920  1,926,926

(2) 関係会社株式  365,514  435,961

(3) 出資金  2,880  2,880

(4) 関係会社出資金  130,308  130,308

(5) 長期前払費用  71,666  51,666

(6) 繰延税金資産  106,582  －

(7) 敷金・保証金  16,711  30,171

(8) 保険積立金  111,433  124,570

(9) その他  183,993  187,830

貸倒引当金  △11,660  △6,539

投資その他の資産合計  2,384,349 9.5  2,883,775 8.1

固定資産合計  9,582,930 38.0  11,823,042 33.1

資産合計  25,212,365 100.0  35,744,560 100.0

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  3,941,590  1,679,878

２．買掛金  1,688,164  5,296,592

３．短期借入金 ※1 600,000  －

４．１年内返済予定長期 
借入金 

※1 867,150  799,300

５．１年内償還予定社債  30,000  60,000

６．未払金  698,202  1,254,561

７．未払費用  238,954  290,437

８．未払法人税等  759,037  1,595,560

９．前受金  484,057  1,170,300

10．預り金  34,184  139,415
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前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（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
（％）

11．賞与引当金  554,700  762,197

12．役員賞与引当金  －  85,000

13．設備支払手形  109,432  8,603

14．その他  －  255,070

流動負債合計  10,005,474 39.7  13,396,916 37.5

Ⅱ 固定負債   

１．社債  570,000  510,000

２．長期借入金 ※1 1,480,800  681,500

３．長期未払金  24,148  16,099

４．繰延税金負債  －  91,295

５．退職給付引当金  693,113  754,909

６．役員退職慰労引当金  488,119  517,593

固定負債合計  3,256,180 12.9  2,571,396 7.2

負債合計  13,261,655 52.6  15,968,313 44.7

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※2 2,555,050 10.1  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  3,306,657 － 

資本剰余金合計  3,306,657 13.1  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  116,700 － 

２．任意積立金   

(1) 別途積立金  3,900,000 － 

３．当期未処分利益  1,607,639 － 

利益剰余金合計  5,624,339 22.3  － －

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

 624,181 2.5  － －

Ⅴ 自己株式 ※3 △159,519 △0.6  － －

資本合計  11,950,709 47.4  － －

負債資本合計  25,212,365 100.0  － －
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前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（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 14.0

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 5,769,957 

資本剰余金合計  － －  5,769,957 16.1

３．利益剰余金   

(1) 利益準備金  － 116,700 

(2) その他利益剰余金   

別途積立金  － 4,900,000 

繰越利益剰余金  － 3,055,157 

利益剰余金合計  － －  8,071,857 22.6

４．自己株式  － －  △45,911 △0.1

株主資本合計  － －  18,814,253 52.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価 
差額金 

 － －  950,259 2.7

評価・換算差額等合計  － －  950,259 2.7

Ⅲ 新株予約権  － －  11,733 0.0

純資産合計  － －  19,776,247 55.3

負債純資産合計  － －  35,744,560 100.0
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(2)損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（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  24,468,703 100.0  30,390,072 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．製品期首たな卸高  53,882 37,017 

２．当期製品製造原価  16,786,153 20,006,835 

合計  16,840,035 20,043,853 

３．他勘定振替高 ※1 5,311 － 

４．製品期末たな卸高  37,017 16,797,707 68.6 123,271 19,920,581 65.5

売上総利益  7,670,996 31.4  10,469,490 34.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3 5,712,426 23.4  6,123,249 20.2

営業利益  1,958,569 8.0  4,346,240 14.3

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  541 4,247 

２．受取配当金  83,425 53,818 

３．賃貸料収入  12,259 16,831 

４．ロイヤリティ収入 ※4 113,610 123,961 

５．投資事業組合出資金 
運用益 

 － 15,273 

６．為替差益  － 26,606 

７．その他  54,404 264,242 1.1 37,368 278,108 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  28,121 27,025 

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  13 52,876 0.2 4,347 96,744 0.3

経常利益  2,169,936 8.9  4,527,605 14.9
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前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（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
（％）

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  10,783 5,121 

２．固定資産売却益 ※5 1,465 － 

３．企業立地促進補助金  98,009 － 

４．その他  － 110,258 0.4 306 5,427 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損 ※6 5 7,179 

２．固定資産除却損 ※7 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 84,410 0.3 1,315 26,847 0.1

税引前当期純利益  2,195,785 9.0  4,506,184 14.8

法人税、住民税及び 
事業税 

 965,000 1,936,183 

法人税等調整額  △210,304 754,695 3.1 △283,086 1,653,096 5.4

当期純利益  1,441,089 5.9  2,853,088 9.4

前期繰越利益  191,440  －

自己株式処分差損  24,889  －

当期未処分利益  1,607,639  －
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(3)利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年12月21日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,607,639 

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  312,628  

２．役員賞与金  55,000  

(うち監査役賞与金)  （  3,500）  

３．任意積立金    

(1)別途積立金  1,000,000 1,367,628 

Ⅲ 次期繰越利益   240,011 

    

 

（注）１株当たり配当金の内訳 

前事業年度 
 

年間 中間 期末 

 円  銭 円  銭 円  銭 

普通株式 

 

35  00 0  00 35  00 

(内訳)  

  

普通配当 30  00 0  00 30  00 

    

創立35周年記念配当 5  00 0  00 5  00 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 

資本準備金 利益準備金
別途積立金 繰越利益

剰 余 金

利益剰余金
合   計 

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 3,306,657 116,700 3,900,000 1,607,639 5,624,339 △159,519 11,326,528

事業年度中の変動額    

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

別途積立金の積立 
（千円）（注） 

－ － － 1,000,000 △1,000,000 － － －

剰余金の配当（千円）
（注） － － － － △312,628 △312,628 － △312,628

役員賞与（千円）（注） － － － － △55,000 △55,000 － △55,000

当期純利益（千円） － － － － 2,853,088 2,853,088 － 2,853,088

自己株式の取得（千円） － － － － － － △30,621 △30,621

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

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円） 

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

2,463,300 2,463,300 － 1,000,000 1,447,517 2,447,517 113,608 7,487,725

平成18年９月30日 残高 
（千円） 5,018,350 5,769,957 116,700 4,900,000 3,055,157 8,071,857 △45,911 18,814,253

 

評価・換算差額等

 
その他有価証券
評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成17年９月30日 残高 
（千円） 624,181 － 11,950,709 

事業年度中の変動額  

新株の発行（千円） － － 4,926,600 

別途積立金の積立（千円）
（注） 

－ － － 

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) － － 2,853,088 

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事
業年度中の変動額（純額）
（千円） 

326,078 11,733 337,812 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

326,078 11,733 7,825,537 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 950,259 11,733 19,776,247 

（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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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

(1)時価のあるもの 

期末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。 

その他有価証券 

(1)時価のあるもの 

期末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。 

(2)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。 

(2)時価のないもの 

同左 

 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(3)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。 

(3)       同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

原則として、時価法によっております。 同左 

(1)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。 

(1)製品・仕掛品（プローブカード・検査

機器等） 

同左 

(2)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。 

(2)半製品・原材料・仕掛品（プローブ針

等） 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(3)貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(3)貯蔵品 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(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。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        17年～38年 

機械装置      ２年～10年 

(1)有形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

 (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 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

────── ５．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。 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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、

期末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。 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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、

期末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。 

７．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。

(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事業年度

に負担する額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 (3)         ────── 

 

(3)役員賞与引当金 

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） 

当事業年度より「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

利益及び税引前当期純利益は85,000

千円減少しております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産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、各事業年度の

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

れ発生の翌事業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

事業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、各事業年度の

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

れ発生の翌事業年度から費用処理し

ております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「『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

よる当事業年度の損益に与える影響

は軽微であります。 

 

(5)役員退職慰労引当金 

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 

８．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 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

(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。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

９．ヘッジ会計の方法 

(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。 

(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 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（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） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用してお

ります。これによ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）

当事業年度より、「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、

19,764,513千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等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） 

当事業年度より、「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。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

（貸借対照表関係） 

１．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平

成16年12月１日より適用となったこと及び「金融商

品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第

14号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、当事業年度から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）を投資有価証券と

して表示する方法に変更しました。 

なお、当事業年度の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は183,145千円であり、前事業年度に

おける投資その他の資産の「出資金」に含まれる当

該出資の額は204,094千円であります。 

────── 

２．前事業年度まで固定資産の無形固定資産に区分掲

記しておりました「電話加入権」（当事業年度残高

333千円）は、当事業年度において、その重要性が

無くなったことにより、無形固定資産の「その他」

に含めて表示しました。 

 

────── （損益計算書関係） 

「為替差益」は、前事業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、金額的重要性

が増したため区分掲記しました。 

なお、前事業年度における「為替差益」の金額は9,621

千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

※１．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

建物 1,409,472千円

土地 955,706  

計 2,365,178  
  

※１．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

建物 1,349,627千円

土地 955,706  

計 2,305,333  
  

（上記に対応する債務） 

短期借入金 200,000千円

１年内返済予定長期借入金 487,850  

長期借入金 1,192,700  

計 1,880,550  

上記には長期借入金446,000千円及び１年内返

済予定長期借入金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。 

（上記に対応する債務） 

１年内返済予定長期借入金 562,500千円

長期借入金 630,200  

計 1,192,700  

上記には長期借入金338,000千円及び１年内返

済予定長期借入金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。 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数     普通株式 16,000,000株 

発行済株式総数   普通株式  9,106,329株 

※２．        ────── 

※３．自己株式 

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。 

※３．        ────── 

 

 

４．配当制限 

旧商法施行規則第124条第３号に規定する時価

を付したことにより増加した純資産額は624,181

千円であります。 

４．        ────── 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

※１．他勘定振替高の内訳 

販売費及び一般管理費 5,311千円
  

※１．        ────── 

  
  

※２．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は49％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は51％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。
 

給与手当 732,378千円

賞与引当金繰入額 120,649  

役員退職慰労引当金繰入額 27,139  

退職給付費用 32,056  

旅費交通費 295,238  

荷造運賃 333,076  

減価償却費 33,291  

研究開発費 1,842,701  

販売手数料 1,046,653  
  

※２．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は47％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は53％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。
 

給与手当 770,991千円

賞与引当金繰入額 150,049  

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 31,632  

サービス費 431,455  

旅費交通費 348,392  

荷造運賃 361,228  

減価償却費 34,150  

研究開発費 1,640,311  

貸倒引当金繰入額 70,094  

販売手数料 942,296  
  

※３．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 
 

 1,842,701千円
  

※３．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 
 

 1,640,311千円
  

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

ロイヤリティ収入 24,954千円
  

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

ロイヤリティ収入 24,945千円
  

※５．固定資産売却益の内訳 
 

機械装置 1,438千円

工具器具備品 26  

計 1,465  
  

※５．      ────── 

※６．固定資産売却損の内訳 
 

工具器具備品 5千円
  

※６．固定資産売却損の内訳 
 

土地 7,179千円
  

※７．固定資産除却損の内訳 
 

建物 49,644千円

構築物 625  

機械装置 8,376  

工具器具備品 6,246  

ソフトウェア 139  

計 65,031  
  

※７．固定資産除却損の内訳 
 

建物 2,706千円

構築物 7,004  

機械装置 6,869  

工具器具備品 1,771  

計 18,352  
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

自己株式     

普通株式 （注）１、２ 174,080 54,512 151,920 76,672 

（注）１．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。 

２．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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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（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 161,722 138,871 22,850

車両運搬具 30,218 11,078 19,139

工具器具備品 240,956 179,878 61,077

ソフトウェア 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 52,200 51,099 1,100

車両運搬具 27,329 15,082 12,247

工具器具備品 82,470 48,569 33,900

ソフトウェア 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 
  

１年内 109,896千円 

１年超 91,246  

合計 201,142  
  

２．未経過リース料期末残高相当額 
  

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 
  

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  
  

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 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 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）及び当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年

９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（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)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 51,655 

繰延税金資産 合計 502,667 

   

(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 15,692 

繰延税金資産 合計 522,703 

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 106,582 
  

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 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 52,969 

繰延税金資産 合計 766,246 

(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 20,366 

繰延税金資産 合計 542,211 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △633,506 

繰延税金負債 合計 △633,506 

繰延税金負債の純額 △91,295 
  

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 △7.2 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.4 
  

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 0.4 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2 

試験研究費等税額控除 △4.2 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（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 1,331.77円

１株当たり当期純利益金額 157.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 154.75円
  

 
１株当たり純資産額 991.40円

１株当たり当期純利益金額 148.82円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 147.86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

場合の前事業年度における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 665.89円

１株当たり当期純利益金額 78.56円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 77.37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。 

 
前事業年度 

(平成17年９月30日) 
当事業年度 

(平成18年９月30日) 

純資産の部の合計額（千円） － 19,776,247 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ 11,733 

（うち新株予約権）（千円） ( － ) ( 11,733 ) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 19,764,513 

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。 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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） 1,441,089 2,853,088 

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） 1,386,089 2,853,088 

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） 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（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） 

 



 

－  － 66

７.役員の異動 

 (1)代表者及び代表取締役の異動 

該当事項はありません。   

 

(2)その他の役員の異動 

該当事項はありません。   
 

 

 


