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平成 1９年８月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 
平成 19年１月 10日 

上場会社名 株式会社マルマエ （コード番号：6264 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.marumae.com/ ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長   前田 俊一 ＴＥＬ：（0996）64-2862 

            責任者役職・氏名 取締役経営企画室長 藤山 敏久 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

平成 19年８月期第１四半期の四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券
の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財
務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続を受けております。 
平成 18年８月期第１四半期の四半期財務諸表については、当社は四半期決算を行っています
が、当該手続を受けておりませんので、記載を省略しています。 

 
２．平成 19 年８月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18年９月１日～平成 18 年 11 月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                         （百万円未満切捨て） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      

四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

19 年８月期第１四半期 347 （―） 101 （―） 92 （―） 58 （―） 

18 年８月期第１四半期 ―   （―） ―   （―） ―   （―） ―   （―） 

(参考)18 年８月期 930        154 141 84 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

19 年８月期第 1 四半期 8,104   20 ― 

18 年８月期第１四半期    ― ― 

(参考)18 年８月期 11,724   66 ― 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、期中平均株価が把握でき
ないため、記載を省略しております。 
 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当四半期におけるわが国経済は、『景気は、消費に弱さがみられるものの、回復している。』という

平成 18年 11月 22日内閣府の月例経済報告に示されるように、企業収益は改善し、設備投資は増加し、

雇用情勢は、厳しさが残るものの、改善に広がりがみられ、個人消費はおおむね横ばいとなっていま

す。先行きにつきましては、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持続しており、これが家計部門へ波及し国内民間需要に支えられた景気回復

が続くと見込まれます。 

当社の主な営業分野である液晶業界におきましては、液晶テレビの大型化が加速するなど長期的な

拡大を続けていると思われますが、液晶パネルの在庫状況が一時的に過大になったことから、液晶メ

ーカーの多くは第７世代以下の設備投資の見直しと延期を行いました。半導体分野におきましては、

景気拡大を受けて好調な生産出荷が続きました。また、好景気の継続を見込み、大型の設備投資発表

が相次ぐなど先行きにも明るさが見えました。太陽電池分野におきましては、原油高止まりの影響も

あり代替エネルギーとして高い注目を集めました。太陽電池メーカー各社についても、新工場建設が

進むなど具体的な動きが継続しました。 

このような経済環境の中、液晶製造装置分野においては、最大クラスとなる第８世代ガラス基板に

関連する大型部品の受注が好調でした。半導体製造装置分野においては、半導体製造装置の受注の上

昇傾向に支えられ、装置部品全般の受注が活発になりました。また、新規に 12インチ半導体向け部品
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の受注を行うなどの営業展開をいたしました。太陽電池分野につきましては、太陽電池メーカーの新

工場建設に向けた製造装置部品の生産と出荷が拡大しました。 

以上の結果、第１四半期における経営成績は、売上高 347百万円、経常利益 92 百万円、四半期純利

益 58 百万円となりました。 

 
(2) 財政状態の変動状況                          （百万円未満切捨て） 
 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 

19 年８月期第１四半期 1,928 429 22.3 59,451    11 

18 年８月期第１四半期 ― ― ― ―    ― 

(参考)18 年８月期 1,862 371 19.9 51,346    91 

 
(3) キャッシュ・フローの状況                      （百万円未満切捨て） 

 
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          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年８月期第１四半期 64 △100 △44 153 

18 年８月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)18 年８月期 55 △883 797 234 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、153 百万円となり、

前会計年度末から 80百万円減少しています。 

当第１四半期会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

 

（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、64 百万円となりました。 

この主な要因は、税引前第１四半期純利益 92 百万円、減価償却費 36百万円、売上債権の増加額 100

百万円、仕入債務の減少額１百万円、未払消費税等の増加額９百万円、未収消費税等の減少額 14百万

円、利息の支払額４百万円及び法人税等の支払額４百万円であります。 

 

（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、100 百万円となりました。 

この主な要因は、土地譲渡契約の伴う手付金収入４百万円、有形固定資産の取得による支出 99百万

円及び無形固定資産の取得による支出４百万円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、44 百万円となりました。 

この主な要因は、長期借入金の返済による支出 43百万円によるものであります。 
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３．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 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当四半期は、前期に行った設備投資の効果が現れ始め、液晶製造装置部品の生産が順調だったほか、

太陽電池分野については客先要望による予定前倒し出荷が行われるなど、業績が好調に推移しました。

今後の見通しといたしましては、熊本事業所の稼動が平成 19年１月に予定されていることや東証マザ

ーズへの上場費用発生があるなど、一時的な費用増加も見込まれますが、売上高、経常利益及び純利

益は期初の業績予想達成を目指してまいります。 

平成 19 年８月期中間期及び通期の売上高及び利益の予測につきましては、平成 18 年 11 月 28 日に

発表いたしました計画である売上高 1,350 百万円、経常利益 260 百万円、当期純利益 153 百万円に変

更はありません。 

＜業績予想に関する留意事項＞ 
上記に記載した予想数値は、現時点での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
確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、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。なお、１株当たり予想当期純利益（通期）につきましては、予定期末発行済株式数を 9,230
株として算出しております。 
 

４．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 
18 年８月期 ― ― ― 0 ― 0 
19 年８月期（実績） ― ― ― ― ― ― 
19 年８月期（予想） ― 0 ― 0 ― 0 
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５．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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   153,518   234,090  

２．受取手形   269,443   244,316  

３．売掛金   196,944   121,494  

４．たな卸資産   46,674   46,629  

５．その他   19,413   26,261  

貸倒引当金   △304   △243  

流動資産合計   685,690 35.5  672,550 36.1 

Ⅱ 固定資産      

（1）有形固定資産 ※１     

１．建物 ※２  216,040   219,363  

２．機械及び装置 ※２  564,537   593,102  

３．その他   97,985   17,616  

４．土地 ※２  350,758   350,758  

 有形固定資産合計   1,229,321 63.7  1,180,840 63.4 

（2）無形固定資産   9,650 0.5  5,419 0.3 

（3）投資その他の資産   4,218 0.2  4,036 0.2 

固定資産合計   1,243,191 64.5  1,190,296 63.9 

資産合計   1,928,881 100.0  1,862,846 100.0 
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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   41,835  40,050 

２．買掛金   37,873  40,884 

３．短期借入金   30,000  30,000 

４．１年以内返済予定長期借
入金 

※２  175,044  175,326 

５．賞与引当金   ―  4,065 

６．受注損失引当金   2,400  2,200 

７．未払金   21,045  31,527 

８．未払法人税等   45,056  4,129 

９．その他 ※４  46,633  17,334 

流動負債合計   399,889 20.7  345,518 18.6

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※２  1,024,660  1,068,374 

２．繰延税金負債   74,501  77,716 

固定負債合計   1,099,161 57.0  1,146,090 61.5

負債合計   1,499,050 77.7  1,491,608 80.1
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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   71,500 3.7  71,500 3.8

２ 資本剰余金      

（1）資本準備金  61,500  61,500  

  資本剰余金合計   61,500 3.2  61,500 3.3

３ 利益剰余金      

（1）利益準備金  500  500  

（2）その他利益剰余金      

  特別償却準備金  103,279  107,452  

繰越利益剰余金  193,052  130,285  

利益剰余金合計   296,831 15.4  238,238 12.8

株主資本合計   429,831 22.3  371,238 19.9

純資産合計   429,831 22.3  371,238 19.9

負債純資産合計   1,928,881 100.0  1,862,846 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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   347,923 100.0  930,845 100.0

Ⅱ 売上原価   193,371 55.6  603,635 64.8

売上総利益   154,551 44.4  327,209 35.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   53,413 15.4  173,141 18.6

営業利益   101,138 29.1  154,067 16.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  246 0.1  4,325 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,198 2.6  17,319 1.9

経常利益   92,186 26.5  141,073 15.1

Ⅵ 特別損失 ※３  174 0.1  187 0.0

税引前第１四半期 
（当期）純利益 

  92,011 26.4  140,885 15.1

法人税、住民税及び事業税  45,056  4,283  

法人税等調整額  △11,638 33,418 9.6 51,832 56,115 6.0

第１四半期（当期）純利益   58,593 16.8  84,769 9.1
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 （3）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成 18年９月１日 至 平成 18年 11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 

 

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 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 

第1四半期中の変動額          

特別償却準備金の

積立 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

特別償却準備金の

取崩 
― ― ― ― △4,173 4,173 ― ― ― 

第 1四半期 

純利益 
― ― ― ― ― 58,593 58,593 58,593 58,593 

第1四半期中の変動額

合計（千円） 
― ― ― ― △4,173 62,766 58,593 58,593 58,593 

平成 18年 11月 30日 

残高（千円） 
71,500 61,500 61,500 500 103,279 193,052 296,831 429,831 429,831 

 

前事業年度（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）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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 

   

税引前第１四半期 
（当期）純利益 

 92,011 140,885 

減価償却費  36,522 105,544 

固定資産除却損  174 187 

貸倒引当金の増減額  61 134 

賞与引当金の増減額  △4,065 1,626 

役員退職慰労引当金の
増減額 

 ― △4,000 

受注損失引当金の増減
額 

 200 1,290 

受取利息及び配当金  ― △26 

支払利息  4,773 14,372 

株式交付費  3,398 ― 

売上債権の増減額  △100,577 △157,323 

たな卸資産の増減額  △44 △17,536 

仕入債務の増減額  △1,226 41,803 

未収消費税等の増減額  14,983 △14,983 

未払消費税等の増減額  9,742 △13,842 

その他  16,948 12,939 

小計  72,902 111,070 

利息及び配当金の受取
額 

 ― 26 

利息の支払額  △4,757 △14,940 

法人税等の支払額  △4,129 △40,193 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 64,015 55,962 
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当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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 

 △99,591 △878,665 

土地譲渡契約の伴う手
付金収入 

 4,500 ― 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △4,980 △4,462 

その他  ― △1 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △100,071 △883,129 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

長期借入れによる収入  ― 920,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △43,996 △93,000 

割賦債務の返済による
支出 

 ― △29,900 

その他  △520 ― 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △44,516 797,098 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額 

 △80,571 △30,067 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 234,090 264,158 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第
１四半期末（期末）残高 

※１ 153,518 234,090 
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（5）注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．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ェア 

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．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） 

 

 

 

 

（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、当第１四半期会計期間末

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。 

 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

（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。 

 

４．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 
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

５．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（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 

６．その他四半期財務諸表

（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 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（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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追加情報 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（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 

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 342 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 

 

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 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度末 
（平成18年８月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

    276,675千円 

 

※２．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       216,040千円  （210,485千円） 

  機械及び装置   350,957千円  （350,957千円） 

  土地       350,758千円  （ 68,250千円） 

   合計      917,755千円  （629,692千円） 

 担保債務 

  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    756,894千円  （336,894千円） 

     合計    795,870千円  （375,870千円） 

 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．有形固定資産の減価償却累計額 

    243,976千円 

 

※２．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  （651,971千円） 

 担保債務 

  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。 

 

 ３．手形裏書譲渡高   4,336千円 

 

 ３．手形裏書譲渡高      9,371千円 

 

※４．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含て

表示しております。 

 

※４． 
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（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１． 

    

    

※２．営業外収費用のうち主要なもの 

   支払利息      4,773千円 

   株式交付費     3,398千円 

   株式公開関連費用  1,000千円 

 

※３．特別損失のうち主要なもの 

   固定資産除却損    174千円 

 

 ４．減価償却実施額 

   有形固定資産    35,948千円 

   無形固定資産       573千円 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

   受取助成金      3,892千円 

    

※２．営業外収費用のうち主要なもの 

   支払利息       14,372千円 

 

 

 

※３．特別損失のうち主要なもの 

   固定資産除却損     187千円 

 

 ４．減価償却実施額 

有形固定資産    103,968千円 

無形固定資産       1,576千円 

 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18年９月１日 至 平成 18年 11月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 
前事業年度末 
株式数 
（株） 

当第１四半期 
会計期間 
増加株式数 
（株） 

当第１四半期 
会計期間 
減少株式数 
（株） 

当第１四半期 
会計期間末 
株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式 7,230 ― ― 7,230 

合計 7,230 ― ― 7,230 

 
前事業年度（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 

 
前々事業年度末 
株式数 
（株） 

前事業年度 
増加株式数 
（株） 

前事業年度 
減少株式数 
（株） 

前事業年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式 7,230 ― ― 7,230 

合計 7,230 ― ― 7,230 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１．現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四半期

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11月30日現在） 

現金及び預金 153,518千円 

現金及び現金同等物 153,518千円 

  

※１．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 

  

 

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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 

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第１四半期末残高相

当額 

 

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却累
計額相当額 

（千円） 

第１四半期
末残高相当
額 

（千円）
機械及
び 
装置 

131,350 9,838 121,511

合計 131,350 9,838 121,511
 

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．未経過リース料第１四半期末残高相当額等 

１年内 17,516千円

１年超 104,543千円

 合計 122,060千円

２．未経過リース料期末残高相当額等 

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、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 5,131千円

減価償却費相当額 4,691千円

支払利息相当額 816千円
 

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。 

（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。 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18年９月１日 至 平成 18年 11 月 30 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18年９月１日 至 平成 18年 11 月 30 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（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。 

 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18年９月１日 至 平成 18年 11 月 30 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（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・オプション関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18年９月１日 至 平成 18年 11 月 30 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31日） 

前事業年度に付与したストクック・オプションの内容 

 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。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 
 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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（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（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 59,451円11銭  

１株当たり第１四半期純利益 8,104円20銭  

  

 

１株当たり純資産額 51,346円91銭  

１株当たり当期純利益 11,724円66銭  

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益

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。 

 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株当たり第１四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

第１四半期（当期）純利益（千円） 58,593 84,769 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益 

（千円） 
58,593 84,769 

期中平均株式数（株） 7,230 7,230 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（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687株 新株予約権741株 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

平成18年 11月 28日及び平成18年 12月６日開催の取

締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成 18年 12 月 25 日に払込が完了いたしました。 

この結果、資本金は 506,250 千円、資本剰余金は

496,250 千円、発行済株式総数は 9,230 株となっており

ます。 

①

  

募集方法 ：一般募集 

（ブックビルディング方

式による募集） 

②

  

発行する株式の種

類及び数 

：普通株式 2,000 株 

③ 発行価格 ：1株につき 470,000 円 

 一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：1株につき 434,750 円 

 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式

払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：1株につき 434,750 円 

⑥ 資本組入額 ：1株につき 217,375 円 

⑦ 払込金額の総額 ：869,500 千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：434,750 千円 

⑨ 払込期日 ：平成 18年 12 月 25 日 

⑩ 資金の使途 ：熊本事業所に係る設備資

金、長期借入金の返済及

び残額を運転資金に充当  

該当事項はありません。 

 

 

（6）事業部門別売上高 

当社は、同一セグメントに属する、精密加工部品を製造する切削加工事業を主たる業務としており、他

に開示すべきセグメントはないため、当該事業以外に事業の種類別セグメント情報の該当事項はありませ

ん。 
 


