
 
 

 
 
 

平成 18年 12 月 26 日 

 
各 位 

 
会 社 名 株 式 会 社 マ ル マ エ 
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一 

( コード番号：6264 東証マザーズ ) 
問合せ先 取締役経営企画室長 藤山 敏久 

( TEL．0996-64-2862 ) 
 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成 18年 12 月 26 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、
なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 
なお、添付資料は平成 18 年 10 月 12 日に公表した決算短信に、平成 18 年 10 月 17 日に公表し

た一部訂正等を加えた資料です。 
 

 
以 上 
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平成 18年８月期    決算短信（非連結）            平成 18年 12 月 26 日 
上 場 会 社 名        株式会社マルマエ  上場取引所等   東証マザーズ 
コ ー ド 番 号        6264          本社所在都道府県  鹿児島県 
（ＵＲＬ  http://www.marumae.com ） 
代  表  者     代表取締役社長   前田 俊一 
問合せ先責任者     取締役経営企画室長 藤山 敏久   ＴＥＬ (0996)64－2862 
決算取締役会開催日   平成 18年 10 月 12 日    単元株制度採用の有無 無 
定時株主総会開催日     平成 18年 11 月４日 
 
１． 平成 18年８月期の業績（平成 17年９月１日～平成 18 年８月 31日） 
(1)経営成績 
 売 上 高      営業利益  経常利益  

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年８月期 
17 年８月期 

930    (64.9) 
564    (29.3) 

154    (44.1) 
106    (26.3) 

141    (36.5) 
103    (30.7) 

 

 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 

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
18 年８月期 
17 年８月期 

84    (17.7) 
72    (57.9) 

11,724 66 
10,717  80 

― 
― 

25.8 
38.1 

10.2 
13.9 

15.2 
18.3 

(注) ①持分法投資損益 18 年８月期  ―千円   17 年８月期   ―千円 
     ②期中平均株式数 18 年８月期 7,230 株  17 年８月期 6,718 株 
     ③会計処理の方法の変更 有 
     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 
     ⑤18 年８月期及び 17 年８月期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益につきましては、期中平均

株価の算定が困難であるため、記載しておりません。 
 
(2)財政状態 
 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 
 

円  銭 
18 年８月期 
17 年８月期 

1,862 
914 

371 
286 

19.9 
31.3 

  

51,346  91 
39,622  25 

(注) ①期末発行済株式数 18 年８月期 7,230 株  17 年８月期 7,230 株 
   ②期末自己株式数   18 年８月期   ―株   17 年８月期     ―株 
 
(3)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８月期 
17 年８月期 

55 
109 

△883 
△80 

797 
208 

234 
264 

 
２．平成 19 年８月期の業績予想（平成 18年９月１日～平成 19 年８月 31 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
中 間 期 
通   期 

661 
1,350 

114 
260 

67 
153 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 16,576 円 38 銭 
なお、平成 19 年８月期の１株当たり当期純利益は、公募予定株式数(2,000 株)を含めた予定期末発行済株
式数 9,230株により、算出しています。 
 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 
第 1四半期末 中間期末 第 3四半期末 期末 その他 年間 

配当金

総額 

（千円） 

配当性向

 

（％） 

純資産

配当率

(％) 
17 年８月期 ― ― ― 0 ― 0 ― ― ― 
18 年８月期 ― ― ― 0 ― 0 ― ― ― 
19 年８月期（予想） ― 0 ― 0 ― 0    
 
 
 
※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお

ります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、法令遵守を基本として、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能さ
せるため、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制と株主重視の公正な経営シス
テムを構築し維持していくことを重要な課題であると考えております。 

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

①会社の機関及び内部統制等の関係 

会社の機関及び内部統制等の仕組みについては、以下のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織等について 

ア．意思決定の仕組み 
 
当社の意思決定の仕組みは、代表取締役若しくは取締役が取締役会での議案を作成し取締役会
での審議の上、取締役会決議により決定しております。 
取締役会は１名の社外取締役を含む５名の取締役で構成され、代表取締役社長が議長として統
括しております。また、当社では毎月開催される定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役
会も開催しており、会社の業務執行に関する意思決定機関として監査役出席の下、経営の妥当性、
効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に
関する事項を決議し、業務執行状況の監督を行っております。 
経営会議は、経営方針及び経営戦略などに関する審議を行うために設置され、取締役と一部の
部門長で構成されています。取締役会で審議・決議される事項のうち、特に重要なものについて
は、経営会議においても、議論を行い、審議の充実を図っております。 
 
イ．監査役監査及び内部監査の状況について 
 
監査役は２名により構成され、うち１名が常勤監査役であります。原則として監査役全員が取
締役会に出席し、取締役の職務の業務執行を監督しています。また、監査法人や内部監査責任者
とも積極的な情報交換により連携をとっております。 

株 主 総 会 

取締役会 

代表取締役社長 

課長 

従業員 

内部監査責任者

顧問弁護士 

監査法人 監査役 

選任・解任 

監査 

 

選任・解任 

監査

助言

業務執行監督 

監査 

監査 

指示 

業務執行 

任命 連携

連携

連携

経営会議 審議 

部長 監査 

指示 

内部監査担当者

選任 
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また、内部監査については、代表取締役社長から任命された経営企画室に所属する内部監査責
任者が監査計画を立案し、内部監査担当者を選任し、定期的に監査を実施し２名体制で行ってお
ります。内部監査担当者は、業務活動全般に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、
コンプライアンスの遵守状況等について監査を実施しており、監査結果を内部監査責任者及び代
表取締役社長に報告しております。また、内部監査責任者は、監査役や監査法人とも連携しなが
ら、業務活動の改善及び適切な運営に向けた助言や勧告を行っております。 
 
ウ．監査法人及び顧問弁護士の状況について 
 
当社は三優監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査に加え、重要な会計課題につ
いて随時相談及び検討を行うとともに、内部統制の充実・強化のための指導を受けております。 
また、当社は外部の顧問弁護士として照国総合法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に
応じてコンプライアンス遵守のために必要な助言を受けており、法律面における経営上の問題が
発生しないよう努めております。 

③役員報酬の内容 

当事業年度（自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31日）において取締役及び監査役に支払
われた報酬は以下のとおりであります。 
取締役に支払った報酬  33,860 千円 （うち社外取締役 １名 1,200 千円） 
監査役に支払った報酬   4,200 千円 
計           38,060 千円 

④監査報酬の内容 

当事業年度（自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31日）において三優監査法人と締結した
監査契約に基づく監査証明に係る報酬は以下のとおりであります。 
公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   6,400 千円 
                 （上記金額には消費税は含まれておりません。） 
上記以外の報酬                 － 千円 
また、業務を執行した公認会計士の氏名は、代表社員杉田純、社員吉川秀嗣の２名であり、会計監
査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士補１名であります。 

⑤社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係 

ア．社外取締役 
当社の社外取締役であります三宅右倖とは、資本関係、人的関係及び取引関係その他の利害関
係はありません。 
イ．社外監査役 
当社は社外監査役はおりません。 
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１．企業集団の状況 
 
当社の事業の内容は、液晶、半導体及び太陽電池等の製造部品を構成している精密加工部品を製造
する切削加工事業であります。当社は鹿児島県出水市に生産拠点が２ヶ所あり、平成 18 年８月 31 日
現在マシニングセンター19 台、ＮＣ旋盤６台及びその他５台の合計 30 台の切削機械装置を保有して
おり、主に製造装置メーカーから精密加工部品の製造を受注しております。 
また、単独で事業を営んでおり、親会社や関係会社はありません。 
 
当社事業の系統図は、以下のとおりであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、基本理念として、以下の内容を掲げています。 
１.技術は究極を目指し 
２.競争と協調を尊び 
３.技術注力企業として社会に貢献する 
当社は、お客様が技術的に困られている部分に対して解決の手法を提供することで存在の価値を見
出してきました。技術的に困られるということは一般に知られていない技術が必要であると考えられ、
解決に向けては過去の手法を探すのではなく、問題の本質的な部分を検討するところを特に重視して、
その解決に向けて現段階で考えうる最良の技術要素を選択できることを目指します。 
一般的に解決しがたい問題は、当然当社にとっても難しい課題となりますが、社内では、時には競
い合いながら、時には協力しながら課題に対峙していきます。 
そして、培った技術によってお客様の『困った』を解決することで社会に貢献していきます。 

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、事業基盤の構築と財務体質の強化のために、事業資金の流出を避け内部留保の充実を図っ
ており、配当は実施しておりません。 
しかしながら、株主に対する利益還元につきましては、重要な経営課題と認識しており、当面は内

当  社 

液 晶 メ ー カ ー ・ 半 導 体 メ ー カ ー ・ 太 陽 電 池 メ ー カ ー 等  

液晶製造装置メーカー・半導体製造装置メーカー・太陽電池製造装置メーカー等

工程設計 

部品発注 

製造装置発注 

部品発注 

製造装置納品 

商社 

部品納品 

部品納品 

部品発注 

プログラミング 検査 仕上・梱包切削加工 

外注先 
・接合加工
・表面処理
・切削加工

発注 納入 

製造装置納品 製造装置発注

部品納品 

添付書類 
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部留保の充実に注力する方針ですが、事業規模や収益が安定成長段階に入ったと判断される適切な時
期において、経営成績及び財務状況を勘案しつつ、配当による株主への利益還元に努める所存であり
ます。 
当社は、「取締役会の決議によって、毎年２月末日を基準日として中間配当をすることができる。」
旨を定款に定めております。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の充分な流動性が必要であり、
そのためにはより多くの投資家の参加は必要と考えております。投資単位の引下げは、より多くの投
資家の参加を得るためには有用な施策と考えられます。 
今後とも市場の動向を見ると同時に、これらの観点から充分に勘案の上で、株主利益の視点に立ち、
適時適切な見直しを行ってまいります。 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、その売上に計上されている数値の多くが自社内で生み出されている付加価値であることを
重視します。ただし、付加価値の額だけを追い求めてしまうと企業存続のための利益に反する受注を
受けてしまう可能性も高く、これは当社の技術を必要としない受注が多いことを意味すると考えられ
許容できません。現段階の経営管理能力から見て目標数値として揺るがない、かつ、生み出された付
加価値の高さを表す指標として売上総利益率を採用したいと考えます。 

(5) 中期的な会社の経営戦略 

当社はお客様の“困った”を解決することを経営ミッションとしていますが、現状よりももっと幅
広い課題の解決を当社で受け持てるようになるために、継続的な設備投資および、新規採用と人材育
成を中心とした継続的な投資を今後も行っていく方針です。 
当社の属する半導体および液晶分野には、所謂シリコンサイクルおよびクリスタルサイクルといわ
れる景気の波が存在しています。中期事業計画を策定するに当たって長期的な仮定を行いました。 
直近５年間の景気の予測としては、平成 20 年８月期のオリンピック時期に景気の目先ピークがある
と見込みます。それ以後 1年程度の半導体市場および液晶市場は、在庫調整によって平成 17 年８月期
と同程度となることを予測しております。1年間の在庫調整終了後は平成 23年にテレビ放送の完全地
上波デジタル移行に向けて薄型テレビを中心とした家電産業が景気を牽引する見通しを立てています。 
なお、液晶パネル製造各社の設備投資方針は、設備納期が長期間に及ぶこともあり、目先の景気動
向に左右されない継続投資方針が採られている模様です。 
投資と回収に関しては、平成 19 年８月期前半までを概ね先行投資時期と位置づけて、平成 19 年８
月期後半より回収を行い始める予定であります。回収は平成 20年８月期に最大化し、その後は在庫調
整に伴う一時的な景気後退を予想しますが、重要な投資検討時期として位置づけ低迷時期を利用した
有利な投資を目論見ます。 
平成 22年８月期からは景気回復を見込みます。 
先行投資期間には設備投資に関わる減価償却の発生と未熟練人員割合の増加による費用増加が発生
しますが、回収時期の利益増大とバランスをとった投資額で行います。 

(6) 対処すべき課題 

今後の経済環境の見通しにつきましては、世界経済は原油価格の高止まりや米国の金融引き締めの
影響といった様々な不安定要因を抱えているものの、国内経済は個人消費の活発化に基づく内需の高
まりなど安定成長に向けた動きがみえはじめていると考えられることから、中長期的な拡大段階に入
っていると思われます。 
このような環境のもと、当社は事業の基盤としてきた切削加工にさらに磨きをかけ、より一層お客
様の“困った”を解決できる企業を目指し、持続的な成長や発展に向けた基盤づくりに全社を挙げて
徹底して取り組んで参ります。 
 
①顧客ニーズへの対応強化 
 
当社は、平成 18 年８月期の売上高の 68.2％を液晶関連部品、21.9％を半導体関連部品が占めてお
ります。液晶関連部品分野については一部液晶製造メーカーで設備投資の先送りが見られるなど不透
明感もでております。そんな中でも最新の大型ガラス基板サイズ（第７世代以降）に対する設備投資
は継続しており、それら最大基板サイズに対応する生産能力・品質管理能力・高精度の確立は当社受
注拡大にとって重要と思われます。半導体関連部品では８インチから 12 インチへとウエハー直径が大
径化したことにより、製造装置の大型化が急激に進行しております。当社は、それらに対応するため
の設備投資を行っておりますが、技術者を含めた立上げを急ぎ生産キャパシティー拡大を行うことが
重要と認識しております。 
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②製造部門の強化 
 
製造キャパシティー増大のために、設備投資と技術者等の人員採用を行っておりますが、技術者の
育成がなければ高付加価値部品への対応が出来ないことから、技術者教育が重要な課題であると認識
して取組んでおります。 
 
③新規事業分野の拡大・開拓 
 
売上高に占める液晶及び半導体製造装置部品分野の比率が非常に高くなっていることから、これら
の業界の持つクリスタルサイクルやシリコンサイクルの波に影響される可能性が高くなっております。 
今後は、これらの分野で培った最先端の切削加工技術を他分野にも展開することで事業リスクの分
散化を進めるべく、太陽電池関連部品や航空機部品などの新分野で、ＶＥ（バリューエンジニアリン
グ：コスト低減技術）を含む営業活動を進めて参ります。 

(7) 親会社に関する事項 

該当事項はありません。 

(8) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

３．経営成績及び財政状況 

(1) 経営成績 

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善や国内製造業を中心とした設備投資の増加など企業部
門の好調さが見られ、個人消費についても雇用情勢の改善が家計の所得が改善につながることにより
緩やかに増加するなど、景気は堅調に回復している状態でありました。先行きについては、原油価格
の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があるものの、企業部門の好調さが家計部門に波
及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれています。 
液晶と半導体に関連する業界におきましては、デジタル家電関連企業の在庫調整が一巡し設備投資
も活発化しました。液晶業界においては台湾・韓国向けの新規設備投資に一部延期が見られましたが
次世代大型ガラス基板向けの設備投資は順調に推移しました。半導体業界においては、各種デジタル
機器、フラッシュメモリーを中心に日本・米国・台湾などの設備投資は高水準で推移しました。 
このような経済環境の中、当社は、液晶分野においては、引き続き増大する大型液晶製造装置部品
に対応するキャパシティー向上を行い、増加した大型部品の製造を進めると共に、G７以降の次世代大
型ガラス基板向け製造装置部品の受注に注力いたしました。半導体分野におきましても、半導体製造
装置中で使われる部品の受注が好調に推移しました。また、太陽電池製造装置用部品の受注も本格化
し、一部納入を開始しております。 
なお、今後の液晶製造装置部品の需要拡大と半導体製造装置部品の大型化及び太陽電池製造装置部
品の需要に対応するために熊本事業所の設置を決定しました。 
経営企画・経理・監査などの管理部門におきましては、製造原価把握の高精度化とシステムの改善
について、人員の増強とシステムの増強を行うなど前期に引き続き注力いたしました。 
以上の結果、売上高は 930,845 千円(前年同期比 164.9％)となりました。利益面に関しましては、
経常利益は 141,073 千円(前年同期比 136.5％)、当期純利益は 84,769 千円(前年同期比 117.7％)とな
りました。 

(2) 財政状態 

①財政状態の概況 

当事業年度におきましては、受注拡大に対処するため、金融機関より 920,000 千円の借入を行い、
総額 896,266 千円の設備投資を行っております。この結果、自己資本比率は 31.3％から 19.9％と低
下しておりますが、売上高は 930,845 千円(前年同期比 164.9％)と成長したため、当期純利益は
84,769 千円(前年同期比 117.7％)となり、株主資本は 371,238 千円(前年同期比 129.6％)となってお
ります。 
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②資産の状況 

ア．流動資産 
流動資産は前事業年度に比べ 163,371 千円増加しております。 
売上高が順調に伸びたことから、売上債権は 157,323 千円増加しております。受取手形は 96,243
千円増加し、売掛金は 61,079 千円増加いたしました。 
棚卸資産は、17,536 千円増加しております。増加の要因は、期末の受注残高の増加に伴うもので
あります。 
 
イ．固定資産 
固定資産は前事業年度に比べ 784,770 千円増加しております。 
有形固定資産につきましては、建物 130,644 千円、構築物 7,011 千円、機械装置 492,272 千円、
車輌運搬具 4,730 千円、工具器具備品 4,099 千円及びソフトウエア 4,462 千円の取得並びに熊本事
業所建設のための土地 264,458 千円及び鹿児島県出水市知識町の知識工場の土地 18,049 千円を取
得しております。 

③負債の状況 

ア．流動負債 
流動負債は前事業年度に比べ 141,269 千円増加しております。 
仕入債務は 41,803 千円増加しております。主な要因は外注加工費の増加によるものであります。
１年以内返済予定長期借入金の増加 127,328 千円は、長期借入金の増加によるものであります。割
賦設備代金の返済により、設備支払手形は 13,327 千円減少しております。 
 
イ．固定負債 
固定負債は前事業年度に比べ 722,104 千円増加しております。 
長期借入金は、設備資金として 920,000 千円を新規調達したことにより 699,671 千円増加してお
ります。また、割賦設備代金の返済により、長期設備支払手形は 18,312 千円及び長期未払金は 8,086
千円減少しております。特別償却準備金の繰入等により長期繰延税金負債が 52,831 千円増加してお
ります。 

④純資産の状況 

特別償却準備金は 79,303 千円増加しております。 

⑤キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 30,067
千円減少し、当事業年度末には 234,090 千円となりました。また、当事業年度中における各キャッシ
ュ・フローの状況は次のとおりであります。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は、55,962 千円となりました。これは税引前当期純利益による 140,885
千円、減価償却費による 105,544 千円、売上債権の増加による 157,323 千円、棚卸資産の増加による
17,536 千円、仕入債務の増加による 41,803 千円があったこと等によるものであります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、883,129 千円となりました。これは、建物 105,644 千円、構築物 
7,011 千円、機械装置 474,671 千円、車輌運搬具 4,730 千円、工具器具備品 4,099 千円及びソフトウ
エア 4,462 千円の取得並びに熊本事業所建設のための土地の取得 264,458 千円及び鹿児島県出水市
知識町の知識工場の土地取得 18,049 千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） 
財務活動の結果得られた資金は、797,098 千円となりました。これは長期借入金の借入れによる収
入 920,000 千円、長期借入金の返済による支出 93,000 千円、設備割賦代金の一括支払い 29,900 千円
によるものであります。
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４．事業等のリスク 
 
以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し
ております。また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含
め、投資家の投資判断上重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点
から積極的に開示しております。 
なお、ここに記載の項目は当社が現時点で認識しているものに限られており、当社の事業又は本株
式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご注意ください。また、当社
はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針
ですが、本株式に対する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で
行われる必要があると考えられます。 
なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において当社が判断したものであ
ります。 

(1)主要市場での需要の急激な変動について 

当社は、主に液晶業界及び半導体業界を対象として、その生産ラインで用いられる各種生産設備部
品の製造・販売を行っていますが、液晶業界におきましてクリスタルサイクル、半導体業界におきま
してシリコンサイクルと呼ばれる業界特有の好不況の波が存在します。 
当社におきましては、メーカーの設備投資動向に左右されない消耗品などの安定的な販売が見込め
る分野の受注に注力するなどの対策を行い、業績への影響を最小限にすべく努力しております。 
しかしながら、業界の需要動向並びに液晶業界及び半導体業界各社の生産拠点の海外へのシフト等
の経営方針の変更や同業界における設備投資の動向によっては、当社の業績及び財務状況に影響を与
える可能性があります。 

(2)価格競争について 

当社の属する液晶及び半導体製造装置部品向け精密機械加工部品の分野は、『モノづくり』といわれ、
日本の製造業の根底をささえている零細業者から大企業までがひしめく、非常に参入業者の多い分野
です。 
それらの加工部品群の中でも当社は、高付加価値部品を得意分野としております。この分野では基
板サイズの大型化に追従した業者が少なかったこともあり、売り手市場となっていましたが、買い手
市場へと市場の変化が起こり始めております。 
今後は、設備があるだけでは受注量を増やすことは難しく、付加価値の低い製品分野だけでなく、
高品位な製品分野においても、低コスト化への対応が重要となります。また、他社における大型の加
工機械設備の導入に伴い、さらに競争が激しくなり、価格の下落を加速させる可能性があります。 
これら競争の激化により、価格競争力を維持できなくなった場合、当社の業績及び財務状況に影響
を与える可能性があります。 

(3)特定の取引先への依存について 

第 19 期（平成 18年８月期）の販売実績において、テクノデザイン株式会社が 20.8％、ワイエイシ
イ株式会社が 20.7％、東京エレクトロンＡＴ株式会社が 17.8％及び株式会社東京カソード研究所が
12.1％と販売実績に占める割合が高くなっております。 
一方で、上記の主要販売先との間では、今後も継続的な取引が見込まれているため、当社は顧客開
拓により取引先の集中傾向を是正していく方針ですが、何らかの要因でこれらの主要な販売先との取
引が縮小した場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
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(4)有利子負債依存度が高いことについて 

当社は、主に金融機関からの借入金によって、設備資金、運転資金の調達を行っており、有利子負
債依存度が高くなっております。今後、有利子負債依存度を低下させ、財務体質の強化に努める方針
でありますが、金利上昇により支払利息負担が増大する場合、当社の業績及び財務状況に影響を与え
る可能性があります。 
最近２年間の有利子負債残高及び同残高の総資産に占める割合は下記の通りであります。 
 

 回次 第18期 第19期 

 決算年月 平成17年８月 平成18年８月 

 残高 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 有利子負債残高合計 484,687 53.0 1,273,700 68.4 

 
 

期末借入金残高 446,700 48.8 1,273,700 68.4 

 
 

割賦購入代金残高 37,986 4.2 ― ― 

 総資産額 914,704 100.0 1,862,846 100.0 

(５)特定の人物への依存について 

当社代表取締役社長である前田俊一は、経営方針の策定、技術の革新、発想、人的ネットワーク等
において中心的な役割を果たしております。当社では、同氏に過度に依存しない経営体質の構築を進
めておりますが、何らかの理由により同氏が経営から退いた場合、当社の業績及び財務状況に影響を
与える可能性があります。 

(６)人材について 

当社は、高度な切削加工技術が要求される製品に対する顧客のニーズに着目し、ＯＪＴなど独自の
現場主義教育で、切削加工技術に関し高い能力を持った人材の育成に注力しております。各々の切削
加工技術者がＣＡＤ／ＣＡＭでのプログラミングを含む、全工程を担当できる多能工として短期間で
育成されていくことが、当社の特徴であるといえます。 
しかしながら、優秀な人材の確保及びその育成が予定通りに進まなかった場合、当社の業績及び財
務状況に影響を与える可能性があります。 

(７)小規模な会社組織であることについて 

当社は平成 18 年８月 31 日現在、取締役５名、監査役２名、従業員 48 名及び臨時雇用者 10 名と小
規模組織であり、内部管理体制もこのような組織の規模に応じたものとなっています。今後当社では、
事業の拡大及び社内システムの拡充等の観点から、人員の増強、内部管理体制の強化を図る予定です。 
しかしながら、優秀な人材の確保及びその育成が予定通りに進まなかった場合、当社の業績及び財
務状況に影響を与える可能性があります。 

(８)知的財産権等について 

当社は他社の特許権等の知的財産権を侵さないよう細心の注意を払い、受注と技術開発にあたって
いますが、切削加工分野においても積極的に特許申請が行われており、場合によっては第三者の特許
権等の知的財産権を侵害するとして損害賠償等の請求を受ける可能性があります。 

(９)切削加工技術等のノウハウについて 

当社が有する切削加工技術等のノウハウは、ＣＡＤ／ＣＡＭ等のデータとして保管されており、社
内の従業員であれば自由にアクセスできる状況であります。現在、社内のパソコンの詳細履歴管理と
ネットワークストレージへのバックアップなどを進めております。 
切削加工技術等のノウハウの流出又は消失が起こった場合や業界の動向に対応した技術の開発・獲
得が遅れた場合には、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
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(10)当社加工部品に不具合が生じた場合について 

当社加工部品については、社内において徹底した品質管理体制を確立しておりますが、種々の要因
により不良品の発生、不適切な取扱いの可能性は完全には否定できません。 
当社加工部品に何らかの不具合が発生した場合には、当社及び当社の切削加工技術に対する信頼が
著しく損なわれる可能性があり、また、設計上の欠陥、製造時の欠陥により、エンドユーザーより製
造物責任を追及される可能性があります。 

(11)特別利害関係者との取引について 

①当社取締役藤山敏久は平成 16 年 11 月 11 日開催の臨時株主総会において、取締役に選任されており
ます。また株式会社フジヤマは、藤山敏久の実父である藤山敏己により、発行済株式総数の過半数
を所有されている会社であります。このため、同日より株式会社フジヤマは特別利害関係者に該当
することとなります。 
株式会社フジヤマとの取引は当事業年度において、加工の受託取引及び委託取引並びに設備工事取
引があります。取引内容については、事前に他社と比較を行い、取引を実施しております。今後も
公正な取引が行われるよう努めて参ります。なお、当事業年度の取引金額は、営業取引 17,972 千
円となっております。 

②平成 18 年２月 27 日に、当社代表取締役社長前田俊一の実父である前田務より、工場として、鹿児
島県出水市知識町の土地・建物を 23,904 千円で購入しております。購入金額については、公正性を
図るため、第三者の評価額を基に適正に決定しております。 

③平成 17年 12 月 14 日に、当社代表取締役社長前田俊一の実父である前田務と相談役委任契約を結ん
でおります。相談役委任契約の内容は当社の祖業である製罐・溶接業務に関する長年の経験を活か
した指導及び助言であります。当該業務を担当する加工技術１課にとって必要な役割を担っており
ます。なお、平成 18年８月 31 日をもって相談役委任契約を解消しております。 

④平成 17年 12 月 14 日に、当社代表取締役社長前田俊一の実母である前田良子と相談役委任契約を結
んでおります。相談役委任契約の内容は当社の会計、経理及び労務に関する指導及び助言でありま
す。管理部の円滑な業務運営のため、主に過年度の処理方法に関しての助言を得ています。なお、
平成 18年８月 31日をもって相談役委任契約を解消しております。 

（12）関連当事者との取引について 

平成 18年 8 月期において、当社と役員及び個人主要株主等との間に以下の取引があります。 
関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員
の兼
任等 

事業上
の関係 

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 

役員及び個
人主要株主 前田俊一 ― ― 当社代表 

取締役社長 
(被所有) 
直接74.6％ ― ― 

当社リース契
約に対する債
務被保証 
（注１、５） 

16,912 ― ― 

当社リース契
約に対する債
務被保証 
（注１、６） 

1,000 ― ― 

土地・建物の
購入（注２） 23,904 ― ― 

役員の 
近親者 
 

前田 務
（注７） ― ― 当社 

嘱託社員 
（被所有） 
直接1.3％ ― ― 

業務委託 
（注３） 3,600 ― ― 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 

 

株式会社 
フジヤマ
（注８） 

鹿児島県
鹿児島市
七ツ島１
丁目４番
12 

50,000 
空調・電
気・機械設
置工事 

（被所有） 
直接0.06％ ― 

当社の
設備 
工事 

有形固定資産
の購入 
（注４） 

17,452 ― ― 

 (注)１ 保証料の支払いは発生していません。 
２ 土地・建物の購入価格に関しては、周辺の不動産取引価格を参考に第三者の評価に基づき

決定しております。 
３ 業務内容と専門性を考慮して協議のうえ決定しております。 
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４ 同業他社の見積りを入手し比較した上で公正に決定しており、取引条件は他の業者と同一条
件で実施しております。 

５ 当社リース契約に対する債務被保証は平成 18年 10 月に解消しております。 
６ 当社リース契約に対する債務被保証は平成 18年９月に解消しております。 
７ 前田務は、当社代表取締役社長前田俊一の実父であります。 
８ 株式会社フジヤマは、当社取締役藤山敏久の実父藤山敏己により、発行済株式総数の過半数

を所有されている会社であります。 
９ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。 

(13)ストック・オプションによる株式の希薄化について 

当社は、当社の取締役、監査役及び従業員に対して当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるた
め、新株予約権によるストック・オプション制度を導入しております。平成 18 年８月 31 日現在にお
ける新株予約権による潜在株式数は 741 株であり、発行済株式総数 7,230 株の 10.2％に相当いたしま
す。 
これらの新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。 
なお、ストック・オプションの詳細につきましては「５．個別財務諸表 追加情報（ストック・オ
プション等関係）」の項をご参照ください。 

(14)配当政策について 

当社は、事業基盤の構築と財務体質の強化のために、事業資金の流出を避け内部留保の充実を図っ
ており、配当は実施しておりません。 
しかしながら、株主に対する利益還元につきましては、重要な経営課題と認識しており、当面は内
部留保の充実に注力する方針ですが、事業規模や収益が安定成長段階に入ったと判断される適切な時
期において、経営成績及び財務状況を勘案しつつ、配当による株主への利益還元に努める所存であり
ます。 
当社は、「取締役会の決議によって、毎年２月末日を基準日として中間配当をすることができる。」
旨を定款に定めております。 

(15)自然災害等に係るリスクについて 

当社の生産拠点は、全て鹿児島県出水市に所在しており、当該地区において地震等の自然災害が発
生した場合には被害を受ける可能性があります。 
これにより、生産活動ができなくなり、顧客への製品納入の遅延、売上の低下、修復費用等により、
当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

(16)法的規制について 

当社の本社工場の所在地は、鹿児島県出水市の高尾野工業団地内にあり、工場立地法の適用を受け
ております。建物等の面積は、敷地面積の大きさによる制約を受けております。 
市場の需要の大幅な増加に対応した設備投資を行えない場合、当社の業績及び財務状況に影響を与
える可能性があります。 

(17)今後の設備投資計画について 

今後、市場動向や外部環境が変化した場合には、追加の設備投資を行う可能性があります。これら
の設備投資が予想通りの受注・生産に結びつかない場合、減価償却費用や借入金等の増大により当社
の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
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５．個別財務諸表等 

(1)【貸借対照表】 

  第18期 
(平成17年８月31日) 

第19期 
(平成18年８月31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   264,158   234,090  

２．受取手形   148,073   244,316  

３．売掛金   60,414   121,494  

４．製品   13,620   4,527  
５．原材料   74   665  

６．仕掛品   15,397   41,437  

７．前払費用   2,525   3,363  

８．繰延税金資産   4,599   5,597  

９．その他   423   17,300  

貸倒引当金   △109   △243  

流動資産合計   509,178 55.7  672,550 36.1 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物 ※１ 112,480   243,125   

減価償却累計額  11,449 101,031  23,761 219,363  

(2) 構築物  6,356   13,368   
減価償却累計額  2,262 4,094  4,248 9,119  

(3) 機械及び装置 ※１ 307,636   796,153   

減価償却累計額  120,429 187,206  203,050 593,102  

(4) 車両運搬具  5,675   10,405   

減価償却累計額  5,085 590  6,190 4,214  

(5) 工具器具及び備品  7,430   11,006   

減価償却累計額  4,872 2,557  6,724 4,281  

(6) 土地 ※１  68,250   350,758  

(7) 建設仮勘定   25,000   ―  

有形固定資産合計   388,729 42.5  1,180,840 63.4 

２．無形固定資産        

(1) ソフトウェア   2,533   5,419  

無形固定資産合計   2,533 0.3  5,419 0.3 

３．投資その他の資産        

(1) 出資金   100   101  

(2) 長期前払費用   6,076   3,935  

(3) 差入保証金   8,086   ―  

投資その他の資産合計   14,262 1.5  4,036 0.2 

固定資産合計   405,525 44.3  1,190,296 63.9 

資産合計   914,704 100.0  1,862,846 100.0 
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  第18期 
(平成17年８月31日) 

第19期 
(平成18年８月31日) 

区分 注記 
番号 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   11,156   40,050  

２．買掛金   27,975   40,884  

３．短期借入金   30,000   30,000  

４．一年以内返済予定 
  長期借入金 ※１  47,997   175,326  

５．未払金   4,693   31,527  

６．未払費用   9,447   14,210  

７．未払法人税等   40,040   4,129  

８．未払消費税等   13,842   ―  

９．預り金   2,419   3,124  

10．賞与引当金   2,439   4,065  

11．受注損失引当金   910   2,200  

12．設備支払手形   13,327   ―  

流動負債合計   204,249 22.3  345,518 18.6 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  368,702   1,068,374  

２．繰延税金負債   24,884   77,716  

３．役員退職慰労引当金   4,000   ―  

４．長期設備支払手形   18,312   ―  

５．長期未払金   8,086   ―  

固定負債合計   423,986 46.4  1,146,090 61.5 

負債合計   628,235 68.7  1,491,608 80.1 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   71,500 7.8  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  61,500   ―   

資本剰余金合計   61,500 6.7  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  500   ―   

２．任意積立金        

(1) 特別償却準備金  28,149   ―   

３．当期未処分利益  124,819   ―   

利益剰余金合計   153,468 16.8  ― ― 

資本合計   286,468 31.3  ― ― 

負債資本合計   914,704 100.0  ― ― 

        



株式会社マルマエ（6264）平成 18年８月期決算短信（非連結) 

- 14 - 

  第18期 
(平成17年８月31日) 

第19期 
(平成18年８月31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 ※3  ― ―  71,500 3.8 

 ２．資本剰余金        

  (1)資本準備金  ―   61,500   

   資本剰余金合計   ― ―  61,500 3.3 

 ３．利益剰余金        

  (1)利益準備金  ―   500   

  (2)その他利益剰余金        

   特別償却準備金  ―   107,452   

   繰越利益剰余金  ―   130,285   

   利益剰余金合計   ― ―  238,238 12.8 

   株主資本合計   ― ―  371,238 19.9 

  純資産合計   ― ―  371,238 19.9 

  負債純資産合計   ― ―  1,862,846 100.0 
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(2)【損益計算書】 

  
第18期 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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   564,505 100.0  930,845 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．製品期首たな卸高  4,118   13,620   

２．当期製品製造原価  346,892   601,263   

合計  351,010   614,883   

３．他勘定振替高 ※１ ―   6,720   

４．製品期末たな卸高  13,620 337,390 59.8 4,527 603,635 64.8 

売上総利益   227,115 40.2  327,209 35.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．荷造運賃  10,016   25,361   

２．役員報酬  39,781   38,060   

３．給与手当  25,123   35,001   

４．福利厚生費  6,451   8,920   

５．賞与引当金繰入額  407   743   

６．旅費交通費  ―   9,811   

７．減価償却費  673   2,713   

８．支払手数料  15,974   20,989   

９．貸倒引当金繰入額  ―   134   

10．その他  21,787 120,216 21.3 31,405 173,141 18.6 

営業利益   106,898 18.9  154,067 16.6 
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第18期 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  2   24   

２．受取配当金  2   2   

３．受取助成金  6,951   3,892   

４．その他  397 7,353 1.3 406 4,325 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  8,520   14,372   

２．手形売却損  212   ―   

３．新株発行費  1,700   ―   

４．その他  431 10,865 1.9 2,947 17,319 1.9 

経常利益   103,386 18.3  141,073 15.1 

Ⅵ 特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  31   ―   

２．補助金収入  10,924   ―   
３．役員退職慰労引当金 
  戻入益  6,400 17,355 3.1 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 121 121 0.0 187 187 0.0 

税引前当期純利益   120,620 21.4  140,885 15.1 

法人税、住民税 
及び事業税  45,063   4,283   

法人税等調整額  3,554 48,618 8.6 51,832 56,115 6.0 

当期純利益   72,002 12.8  84,769 9.1 

前期繰越利益   52,817     

当期未処分利益   124,819     
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製造原価明細書 

  
第18期 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  59,915 16.8 97,447 15.5 

Ⅱ 労務費 ※２ 116,676 32.8 153,717 24.5 

Ⅲ 経費 ※３ 179,388 50.4 376,136 60.0 

   (うち外注費  )  (80,919)  (202,712)  

   (うち減価償却費）  (53,940)  (102,830)  

   当期総製造費用  355,980 100.0 627,302 100.0 

   期首仕掛品たな卸高  6,308  15,397  

    合計  362,289  642,700  

   期末仕掛品たな卸高  15,397  41,437  

   当期製品製造原価  346,892  601,263  

      
（注）１ 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

  ※２ 労務費には賞与引当金繰入額を前事業年度2,031千円、当事業年度3,322千円含めております。 

  ※３ 経費には受注損失引当金繰入額を前事業年度910千円、当事業年度1,290千円含めております。 
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(3)【利益処分計算書及び株主資本変動計算書】 

利益処分計算書 

  
第18期 

株主総会承認日 
(平成17年11月19日) 

区分  注記 
番号 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   124,819 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

 特別償却準備金取崩額  3,773 3,773 

合計   128,592 

Ⅲ 利益処分額    

 任意積立金    

特別償却準備金  8,866 8,866 

Ⅳ 次期繰越利益   119,726 

    

 

株主資本変動計算書 

第 19 期（自 平成 17 年９月 1日 至 平成 18年８月 31 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 
 

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金 特別償却 

準備金 
繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主 
資本 
合計 

純資産 
合計 

平成 17 年８月 31 日 
残高（千円） 71,500 61,500 61,500 500 28,149 124,819 153,468 286,468 286,468 

事業年度中の変動額          

特別償却準備金
の積立 ― ― ― ― 88,405 △88,405 ― ― ― 

特別償却準備金
の取崩 ― ― ― ― △9,102 9,102 ― ― ― 

当期純利益 ― ― ― ― ― 84,769 84,769 84,769 84,769 

事業年度中の変動額
合計（千円） ― ― ― ― 79,303 5,466 84,769 84,769 84,769 

平成 18 年８月 31 日 
残高（千円） 71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第18期 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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    

税引前当期純利益  120,620 140,885 

減価償却費  54,613 105,544 

固定資産除却損  121 187 

補助金収入  △10,924 ― 

貸倒引当金の増減額  △31 134 

賞与引当金の増減額  516 1,626 

役員退職慰労引当金の増減額  △9,000 △4,000 

受注損失引当金の増減額  910 1,290 

受取利息及び配当金  △4 △26 

支払利息  8,520 14,372 

新株発行費  1,700 ― 

売上債権の増減額  △56,918 △157,323 

たな卸資産の増減額  △17,491 △17,536 

仕入債務の増減額  7,852 41,803 

未収消費税等の増減額  2,197 △14,983 

未払消費税等の増減額  13,842 △13,842 

その他  4,412 12,939 

小計  120,938 111,070 

利息及び配当金の受取額  4 26 

利息の支払額  △6,717 △14,940 

補助金収入の受取額  10,924 ― 

法人税等の支払額  △15,398 △40,193 

営業活動によるキャッシュ・フロー  109,751 55,962 
 



株式会社マルマエ（6264）平成 18年８月期決算短信（非連結) 

- 20 - 

 

  
第18期 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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    

有形固定資産の取得による支出  △80,630 △878,665 

無形固定資産の取得による支出  ― △4,462 

その他  20 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △80,610 △883,129 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  30,000 ― 

長期借入金の借入れによる収入  100,000 920,000 

長期借入金の返済による支出  △29,491 △93,000 

割賦債務の返済による支出  △13,669 △29,900 

株式の発行による収入  121,299 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  208,138 797,098 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  237,280 △30,067 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  26,878 264,158 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 264,158 234,090 
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重要な会計方針 

項目 
第18期 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品、仕掛品 

 個別法による原価法 

原材料 

 移動平均法による原価法 

 

製品、仕掛品 

同左 

原材料 

同左 

 

２．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 

 建物（附属設備を除く）・・定額法 

 上記以外・・・・・・・・・定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物     15年～31年 

 機械及び装置 ２年～13年 

 

無形固定資産 

 自社利用目的のソフトウエア 

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産 

同左 

 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 
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項目 
第18期 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

 

（2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支払いに備えるた

め、支給見込額のうち当期に負担すべ

き金額を計上しております。 

 

（3）受注損失引当金 

  受注契約に係る将来の損失の発生

に備えるため、当期末における受注契

約に係る損失見込額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

  当期において、より適切に追加原価

の見積りを行った結果、将来の損失の

発生が見込まれる受注案件について、

損失見込額を受注損失引当金として計

上することといたしました。 

 

（4）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支払に

備えるため、期末要支給額を計上して

おります。 

（追加情報） 

  平成17年８月31日開催の取締役会

において役員退職金制度を廃止し、平

成17年８月期の定時株主総会において

退任予定の取締役を除き、役員に対す

る退職金の支給をしないことを決定い

たしました。 

  これに伴い、役員退職慰労引当金取

崩額6,400千円を特別利益に計上して

おります。 

 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

同左 

 

 

 

（3）受注損失引当金 

同左 
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項目 
第18期 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

第19期 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

５．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 

６．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 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な

事項 

 

 消費税等の処理方法 

  税抜方式によっております。 

 

 消費税等の処理方法 

 同左 

 

 

会計処理方法の変更 

第18期 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 
１ 固定資産の減損に係る会計基準 

当期より、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。 

 ２ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 
当期より、「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371,238

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当期におけ

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。 
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表示方法の変更 

第18期 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

前期まで区分掲記しておりました「祝金収入」（当期
70千円）は営業外収益の総額の 100 分の 10以下となっ
たため営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま
す。 

前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて
表示しておりました「旅費交通費」は、販売費及び一般
管理費の合計額の 100 分の５を超えたため区分掲記し
ております。 
なお、前期における「旅費交通費」の金額は 5,858 千円
であります。 

 

追加情報 

第18期 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

重要な設備投資および多額の借入 
平成17年４月20日の取締役会において大型高精度部

品の加工能力を増強するため、本社工場敷地内に第２工
場を建設し、大型高精度加工機械を導入する旨及び投資
資金の一部を金融機関借入により調達する旨を決定し
ました。 
 

１．投資予算:323 百万円（既支出額 25 百万円） 
２．借入調達額:300 百万円（既調達額 100 百万円） 
３．導入時期 
   着工時期：平成 17年７月 
   完成予定：平成 17年 12 月 

重要な設備投資 
平成18年７月10日の取締役会において半導体及び液

晶製造装置部品の加工能力を増強するため、熊本県菊池
郡大津町に熊本事業所を新設し、大型高精度加工機械を
導入する旨を決定しました。 
 

１．投資予算:620 百万円（既支出額 264 百万円） 
２．導入時期 
   着工時期：平成 18年７月 
   完成予定：平成 19年１月 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 
第18期 

(平成17年８月31日) 
第19期 

(平成18年８月31日) 

※１担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保資産 

  建物      101,031千円  (101,031千円) 

  機械及び装置   94,473千円  ( 94,473千円) 

  土地       68,250千円  ( 68,250千円) 

   合計     263,754千円  (263,754千円) 

 担保付債務 

  １年以内返済   37,734千円  ( 23,454千円) 

    予定長期借入金 

  長期借入金   362,558千円  (226,838千円) 

   合計     400,292千円  (250,292千円) 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務

を示しております。 

 

※１担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保資産 

  建物      219,363千円  (213,708千円) 

  機械及び装置  370,012千円  (370,012千円) 

  土地      350,758千円  ( 68,250千円) 

   合計     940,134千円  (651,283千円) 

 担保付債務 

  １年以内返済   38,976千円   ( 38,976千円) 

    予定長期借入金 

  長期借入金   766,638千円  (346,638千円) 

   合計     805,614千円  (385,614千円) 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務

を示しております。 

２保証債務等  

 手形裏書譲渡高      2,321千円 

 

２保証債務等  

 手形裏書譲渡高          9,371千円 

※３授権株式及び発行株式総数 

 授権株式数   普通株式         28,920株 

 発行株式総数  普通株式        7,230株 

 

 

 
(損益計算書関係) 

第18期 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 
 

※２．固定資産除却損は、車両運搬具121千円でありま
す。 

※１．他勘定振替高は有形固定資産 5,952千円、製造経費
768千円であります。 

※２．固定資産除却損は、機械及び装置187千円でありま
す。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

第 19 期（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18年８月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
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） 

発行済株式     

普通株式 7,230 ― ― 7,230 

合計 7,230 ― ― 7,230 

 
(キャッシュ・フロー計算書関係) 

第18期 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年８月31日現在） 

現金及び預金 264,158千円 
現金及び現金同等物 264,158千円 

 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年８月31日現在） 

現金及び預金 234,090千円 
現金及び現金同等物 234,090千円 
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 (リース取引関係) 

第18期 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減 価 償 却
累 計 額 相
当額 

(千円)

期 末 残 高
相当額 

(千円)

機械及び 
装置 59,590 33,445 26,144 

合計 59,590 33,445 26,144 
 

１．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、減損損失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)

機械及び 
装置 131,350 5,147 126,202 

合計 131,350 5,147 126,202 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 9,044千円

１年超 18,446千円

 合計 27,491千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 17,401千円

１年超 108,966千円

 合計 126,368千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 9,866千円

減価償却費相当額 8,704千円

支払利息相当額 917千円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 13,525千円

減価償却費相当額 12,409千円

支払利息相当額 1,405千円
 

(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 

 

 

（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。 

 
(有価証券関係) 

第 18 期(自 平成 16年９月１日 至 平成 17年８月 31 日) 

 該当事項はありません。 

第 19 期(自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31 日) 

 該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

第 18 期(自 平成 16年９月１日 至 平成 17年８月 31 日) 

 デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

第 19 期(自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31 日) 

 デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 

第 18 期(自 平成 16年９月１日 至 平成 17年８月 31 日) 

 該当事項はありません。 

第 19 期(自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８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) 

第 19 期(自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31 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 
 

第１回 
平成 16年ストック・オプション 

第２回 
平成 16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４名及び監査役１名 当社取締役１名及び従業員 28名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 650 株 普通株式 133 株 

付与日 平成 16年 10 月 26 日 平成 17年７月１日 

権利確定条件 
付与日（平成 16年 10 月 26 日）以降、
権利確定日（平成 18 年 10 月 25 日）
まで継続して勤務していること。 

付与日（平成 17年７月１日）以降、権
利確定日（平成 18年 10 月 25 日）まで
継続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自：平成 16年 10 月 26 日 

至：平成 18年 10 月 25 日 

自：平成 17年７月１日 

至：平成 18年 10 月 25 日 

権利行使期間 

自：平成 18年 10 月 26 日 
至：平成 26年 10 月 25 日 
ただし、権利確定後退職した場合は、
退職日まで行使可。 

自：平成 18年 10 月 26 日 
至：平成 26年 10 月 25 日 
ただし、権利確定後退職した場合は、
退職日まで行使可。 
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第３回 
平成 16年ストック・オプション 

第４回 
平成 17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社監査役１名及び従業員４名 当社取締役３名、監査役１名及び従業員 33 名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 17 株 普通株式 63 株 

付与日 平成 17年 10 月 20 日 平成 18年２月１日 

権利確定条件 
付与日（平成 17年 10 月 20 日）以降、
権利確定日（平成 18年 10 月 25日）
まで継続して勤務していること。 

付与日（平成 18年２月１日）以降、権利
確定日（平成 19年 11 月 19 日）まで継続
して勤務していること。 

対象勤務期間 
自：平成 17年 10 月 20 日 

至：平成 18年 10 月 25 日 

自：平成 18年２月１日 

至：平成 19年 11 月 19 日 

権利行使期間 

自：平成 18年 10 月 26 日 
至：平成 26年 10 月 25 日 
ただし、権利確定後退職した場合は、
退職日まで行使可。 

自：平成 19年 11 月 20 日 
至：平成 27年 11 月 19 日 
ただし、権利確定後退職した場合は、退
職日まで行使可。 

 
 

第５回 
平成 17年ストック・オプション 

第６回 
平成 17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社従業員 21名 当社従業員１名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 41 株 普通株式 ３株 

付与日 平成 18年４月 20日 平成 18年４月 28日 

権利確定条件 
付与日（平成 18年４月 20日）以降、
権利確定日（平成 19年 11 月 19日）
まで継続して勤務していること。 

付与日（平成 18 年４月 28 日）以降、権
利確定日（平成 19年 11 月 19 日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自：平成 18年４月 20日 

至：平成 19年 11 月 19 日 

自：平成 18年４月 28日 

至：平成 19年 11 月 19 日 

権利行使期間 

自：平成 19年 11 月 20 日 
至：平成 27年 11 月 19 日 
ただし、権利確定後退職した場合は、
退職日まで行使可。 

自：平成 19年 11 月 20 日 
至：平成 27年 11 月 19 日 
ただし、権利確定後退職した場合は、退
職日まで行使可。 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業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 

 第１回 
平成 16年ストック・オプション 

第２回 
平成 16年ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 500 131 

付与 ― ― 

失効 ― 7 

権利確定 ― ― 

未確定残 500 124 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 

 

 第３回 
平成 16年ストック・オプション 

第４回 
平成 17年ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 ― ― 

付与 17 63 

失効 ― 7 

権利確定 ― ― 

未確定残 17 56 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 

 



株式会社マルマエ（6264）平成 18年８月期決算短信（非連結) 

- 31 - 

 

 第５回 
平成 17年ストック・オプション 

第６回 
平成 17年ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 ― ― 

付与 41 3 

失効 ― ― 

権利確定 ― ― 

未確定残 41 3 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 

 
②単価情報 

 第１回 
平成 16年ストック・オプション 

第２回 
平成 16年ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 100,000 100,000 

行使時平均株価      （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― 

 

 第３回 
平成 16年ストック・オプション 

第４回 
平成 17年ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 360,000 421,000 

行使時平均株価      （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― 

 

 第５回 
平成 17年ストック・オプション 

第６回 
平成 17年ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 431,000 431,000 

行使時平均株価      （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― 
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 (税効果会計関係) 

第18期 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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 

繰延税金資産 (千円)  繰延税金資産 (千円)  

  賞与引当金 1,002    賞与引当金 1,670  

  未払事業税否認 3,408    たな卸資産評価損否認 1,195  

  未払費用否認 612    未払事業税否認 433  

  減価償却超過額  145    未払費用否認  229  

    受注損失引当金 374  受注損失引当金 904  

  役員退職慰労引当金 1,644  その他 1,463  

 繰延税金資産合計 7,187  繰延税金資産合計 5,897  

繰延税金負債   繰延税金負債   

  特別償却準備金 △ 26,674    特別償却準備金 △ 77,743  

  その他 △ 798    その他 △ 272  

 繰延税金負債合計 △ 27,472    繰延税金負債合計 △ 78,015  

繰延税金負債の純額 △ 20,285   繰延税金負債の純額 △ 72,118   

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 
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため注記を省略しております。 

 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 

同左 

 

 
 (持分法損益等) 

第 18 期(自 平成 16年９月１日 至 平成 17年８月 31 日) 

 該当事項はありません。 

第 19 期(自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31 日) 

 該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 
第 18 期(自 平成 16年９月１日 至 平成 17年８月 31 日) 

 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 

当社銀行借
入に対する
債務被保証 
(注２) 

445,102 ― ― 

当社設備割賦
購入に対する
債務被保証 
（注２） 

39,725 ― ― 役員及び個
人主要株主 前田俊一 ― ― 当社代表 

取締役社長 
(被所有) 
直接74.6% ― ― 

当社リース契
約に対する債
務被保証 
（注２） 

21,715 ― ― 

当社銀行借
入に対する
債務被保証 
(注２) 

379,982 ― ― 

当社根抵当権
設定に対する
被担保提供 

注２,５ ― ― 

当社設備割賦
購入に対する
債務被保証 
（注２） 

39,725 ― ― 

当社設備割賦
購入に対する
被担保提供 
（注２、６）

8,729 ― ― 

役員 前田 務 
（注３） ― ― 当社代表 

取締役会長 
（被所有） 
直接1.3％ ― ― 

当社リース契
約に対する債
務被保証 
（注２） 

25,187 ― ― 

役員 前田良子
（注４） ― ― 当社 

取締役 
（被所有） 
直接2.0％ ― ― 

当社銀行借入
に対する債務
被保証(注２) 

4,418 ― ― 

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。 
２ 保証料の支払いは発生していません。 
３ 前田務は、当社代表取締役社長前田俊一の実父であります。 
４ 前田良子は、当社代表取締役社長前田俊一の実母であります。 
５ 当社の金融機関（鹿児島相互信用金庫）からの借入金（平成17年８月31日現在残高103,573千円）に対し、代
表取締役会長前田務氏所有の土地及び建物の担保提供（共同担保：根抵当権設定極度額50,000千円）を受け
ております。 

  また、当社の金融機関（鹿児島銀行）からの借入金（平成17年８月31日現在残高4,418千円）に関する鹿児島
県信用保証協会の保証委託取引に対し、代表取締役会長前田務氏所有の土地及び建物の担保提供（共同担保：
根抵当権設定極度額12,500千円）を受けております。 

６ 代表取締役会長前田務所有の土地及び建物を担保として提供を受けております。 
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第 19期(自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31日) 

 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員
の兼
任等 

事業上
の関係 

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 

役員及び個
人主要株主 前田俊一 ― ― 当社代表 

取締役社長 
(被所有) 
直接74.6％ ― ― 

当社リース契
約に対する債
務被保証 
（注１、５） 

16,912 ― ― 

当社リース契
約に対する債
務被保証 
（注１、６） 

1,000 ― ― 

土地・建物の
購入（注２） 23,904 ― ― 

役員の 
近親者 
 

前田 務
（注７） ― ― 当社 

嘱託社員 
（被所有） 
直接1.3％ ― ― 

業務委託 
（注３） 3,600 ― ― 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 

 

株式会社 
フジヤマ
（注８） 

鹿児島県
鹿児島市
七ツ島1
丁目4番
12 

50,000 
空調・電
気・機械設
置工事 

（被所有） 
直接0.06％ ― 

当社の
設備 
工事 

有形固定資産
の購入 
（注４） 

17,452 ― ― 

(注)１ 保証料の支払いは発生していません。 
２ 土地・建物の購入価格に関しては、周辺の不動産取引価格を参考に、第三者の評価に基づき決定しておりま
す。 

３ 業務内容と専門性を考慮して協議のうえ決定しております。 
４ 同業他社の見積りを入手し比較した上で公正に決定しており、取引条件は他の業者と同一条件で実施してお
ります。 

５ 当社リース契約に対する債務被保証は平成18年10月に解消しております。 
６ 当社リース契約に対する債務被保証は平成18年９月に解消しております。 
７ 前田務は、当社代表取締役社長前田俊一の実父であります。 
８ 株式会社フジヤマは、当社取締役藤山敏久の実父藤山敏己により、発行済株式総数の過半数を所有されてい
る会社であります。 

９ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
第18期 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 39,622円25銭 51,346円91銭 

１株当たり当期純利益 10,717円80銭 11,724円66銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、期中平均株

価の算定が困難であるため、記載し

ておりません。 

 

 当社は平成16年10月18日付けで株

式１株を30株とする株式分割を行っ

ております。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、以下のとおりです。 

 

１株当たり純資産額 15,244円44銭 

１株当たり当期純利益7,597円93銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、期中平均株

価の算定が困難であるため、記載し

ておりません。 
 

 (注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

項目 
第18期 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当期純利益（千円） 72,002 84,769 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株主に係る当期純利益(千円) 72,002 84,769 

期中平均株式数(株) 6,718 7,230 

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 

新株予約権 

（新株予約権の数631個） 

新株予約権 

（新株予約権の数741個） 



株式会社マルマエ（6264）平成 18年８月期決算短信（非連結) 

- 36 - 

(重要な後発事象) 

第18期 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

第19期 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 

(1)受注実績 

当事業年度における受注実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 
 

区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

液晶関連部品 640,495 162.7 76,161 108.6 

半導体関連部品 204,587 143.0 8,447 108.9 

太陽電池連部品 169,741 491.0 126,729 － 

その他 37,698 61.4 1,783 46.6 

合計 1,052,522 166.3 213,121 260.8 

（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。 
３ 太陽電池関連部品受注残高の前年同期比は、前事業年度において残高がなかったため、記載を省略しており
ます。 

 (2) 販売実績 

当事業年度における販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 
 

区分 販売高(千円) 前年同期比(％) 

液晶関連部品 634,448 194.1 

半導体関連部品 203,900 143.4 

太陽電池関連部品 43,012 124.4 

その他 49,483 81.2 

合計 930,845 164.9 

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
２ 主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
第 18 期 

自 平成 16 年９月１日 
至 平成 17 年８月 31 日 

第 19 期 
自 平成 17 年９月１日 
至 平成 18 年８月 31 日 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

テクノデザイン株式会社 90,190 15.9 193,425 20.8 

ワイエイシイ株式会社 89,989 15.9 192,457 20.7 

東京エレクトロンＡＴ株式会社 76,167 13.4 165,602 17.8 

株式会社東京カソード研究所 113,957 20.1 112,677 12.1 
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7．役員の異動 

(1)代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2)その他役員の異動 

該当事項はありません。 

 


