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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年7月1日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 10,319 14.8 761 59.5 759 57.3

17年12月中間期 8,990 － 477 － 483 －

18年6月期 19,131 838 811

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年12月中間期 435 55.4 322 73 319 48

17年12月中間期 280 － 226 91 － －

18年6月期 441 358 00 － －
（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 －百万円 17年12月中間期 －百万円 18年6月期 －百万円

②期中平均株式数 18年12月中間期 1,349,324株 17年12月中間期 1,234,575株 18年6月期 1,234,575株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

⑤前中間会計期間は中間財務諸表作成初年度であるため、前年同期の比較は行っておりません。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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12月中間期 15,941 7,166 45.0 4,926 99

17年12月中間期 12,695 4,520 35.6 3,661 55

18年6月期 13,353 4,700 35.2 3,807 69
（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 1,455,103株 17年12月中間期 1,235,103株 18年6月期 1,235,103株

②期末自己株式数 18年12月中間期 598株 17年12月中間期 528株 18年6月期 528株

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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12月中間期 △607 △74 1,416 1,176

17年12月中間期 △76 △33 300 1,088

18年6月期 △235 92 △317 436

２．平成19年6月期の業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 20,630 1,377 784

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　538円79銭

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

18年6月期 － － － 15.00 － 15.00

19年6月期（実績） － －  － － －
20.00

19年6月期（予想） － － － 20.00 －

（注）19年6月（予想）期末配当金の内訳　通常配当　15円00銭　上場記念配当　5円00銭

 

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
当社は、企業集団を構成する関係会社はありません。

当社は、工業用貴金属製品の製造及び販売を主たる業務としております。

当社製品のコアとなるプラチナグループメタル（略称＝ＰＧＭ：白金・イリジウム・パラジウム・ロジウム・ルテニ

ウム）を中心とする貴金属は、耐熱性、化学的安定性、良導電性等の優れた特性から、エレクトロニクス・光学硝子・

クリーンエネルギー・環境・医療等各分野の発展を支える重要な使命を受けた素材といえます。当社は、貴金属の中で

も特に優れた性質を有するプラチナグループメタルに特化し、ルツボ（耐熱性容器）、薄膜素材、熱電対（測温計）等

の工業用貴金属製品を製造販売しております。当社の製品はその用途ごとに、「電子部門」「薄膜部門」「センサー部

門」「その他」に大別されます。

 

(1）電子部門

携帯電話のノイズキャンセラー、ハードディスクやコンピューターの文字・音声の記録・再生・消去を制御する磁

気ヘッド、光ファイバ増幅器内で使用される光アイソレーター（通信機器内の異常な反射電波を阻止する電子部品）、

癌診断に用いられるポジトロン放射断層撮影法装置のシンチレーターの製造用等に使用される、酸化物単結晶（一定

の光や電波を通し易い等の機能を持った人工宝石）育成及び半導体ステッパ－、液晶ディスプレイ、各種レンズ等に

用いられる光学ガラスの溶解・成形に用いられる工業用貴金属製品（ルツボと呼ばれるバケツ状の容器やバスタブ大

の貴金属容器等）を製造販売しております。

 

(2）薄膜部門

超ＬＳＩ・強誘電体をはじめ、ＭＤ・ＣＤ・ＤＶＤ等各種ディスプレイ・ＨＤＤ垂直磁気記録媒体・光磁気記録媒

体用等の薄膜形成に使用される、貴金属スパッタリングターゲット（高純度の板材）の製造販売を行っております。

また、貴金属素材による蒸着用材料、合金素材等の製造販売を行っております。さらに、つくば工場研究開発セン

ターにて所有する最新鋭スパッタリング装置（薄膜形成装置）を使用し、他社の薄膜製造プロセスの受託を行ってお

ります。

 

(3）センサー部門

シリコン半導体製造、化合物半導体製造、ファインセラミックス製造等、高温工程における継続的な温度の測定・

制御に使用される熱電対（アナログ式の温度センサー）を製造販売しております。

 

(4）その他

貴金属化合物の製造販売を中心として、化合物半導体製造用ＰＢＮ製品（信越化学工業㈱製の超高純度窒化硼素セ

ラミックス製品）・パーツ整列機（アイデックス㈱製）・ファインセラミックス製品等の工業用機器・精密機械を販

売しております。

 

事業の系統図は、次のとおりであります。

 
 

貴金属製品 得意先 

 

センサー得意先 
 

商品得意先 単結晶メーカー 
ガラスメーカー 
ターゲットユーザー 

触媒メーカー 
官公庁・大学 
研究機関 等 

半導体メーカー 等 

一
部
リ
サ
イ
ク
ル
（
改
鋳
） 

当        社 

貴金属製品 センサー製品 商品 

 
 

商品仕入先 
 アイデックス㈱ 
 信越化学工業㈱ 等 

鉱山会社 

ウエスタンプラチナム社 

商 社 

三菱商事㈱ 等 

貴金属原材料 センサー部品 商品 
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２．経営方針
 (1）会社の経営の基本方針

当社は「プラチナグループメタルを中心とした工業用貴金属製品を通じて科学技術の発展に寄与し、社会の繁栄に

貢献する」ことを企業理念としております。プラチナグループメタルに特化した貴金属の可能性を探求し新素材・新

技術の提供に貢献して参ります。事業活動を通して社会の繁栄に貢献する経営を実践し、更なる企業価値の向上に努

めて参ります。

 

(2）会社の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。配当に関しましては、業績に対

応して行うことを基本としておりますが、安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の強化と積極的な

事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して総合的に決定する方針であります。

当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めておりますが、諸条件を勘案し、慎重に検討した結果、当中間期の配当については実施せず、第39期期末配当にお

いて、上場記念配当５円を含む１株当たり20円を予定いたしております。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

市場ニーズに応える最新製造技術・研究開発体制を強化し、さらには、新規事業戦略の展開を図るために有効投資し

て参りたいと考えております。

 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引下げは、個人投資家をはじめとする幅広い投資家層の市場参加を可能とし、株式の流動性を高め、適

正なる価格形成を実現するための有用な方法と認識いたしております。具体的な方法としては、株式の分割ないし単

元株式数のくくり直し等が考えられますが、実施の具体的な時期及び方法につきましては、今後の株式市場の動向及

び当社の株価を踏まえ、慎重に検討して参る所存であります。

 

(4）目標とする経営指標

「収益の継続的確保」は、企業の永続的発展のための根幹をなす重要な経営方針であると認識いたしております。

当社は、投資家の出資金を有効に活用することを大前提とし、売上高経常利益率の向上に努めて参る所存であります。

 

(5）中長期的な会社の経営戦略

プラチナグループメタルの中でも、特にイリジウム製品とルテニウム製品に経営資源を集中して参る所存でありま

す。人工宝石、ハードディスクドライブをはじめ、次世代フラッシュメモリーに至る技術の進歩には、イリジウム製

品及びルテニウム製品が必要不可欠とされるものと期待しております。当社は永年培って参りましたイリジウムとル

テニウムに関する技術、知見、ノウハウを集結させ、次世代技術の発展に寄与するべく注力して参ります。また、貴

金属含有製品からの間接リサイクル技術を確立させることにより、さらに強固な経営基盤を確立させて参る所存であ

ります。

 

(6）会社の対処すべき課題

当社のおかれている環境といたしましては、工業用貴金属製品の需要に直結するＩＴ関連機器、携帯電話、パソコ

ン、ハードディスク、ハードディスクドライブ及びデジタルＡＶ機器市場の拡大の継続が予想され、また、環境・エ

ネルギー関連市場の拡大に伴い、工業用貴金属製品の需要は更に拡大するものと期待されます。

当社といたしましては、既存製品の品質保持・改良はもちろんのこと、成長製品である薄膜関連製品、センサー製

品及びケミカル関連製品を含めた今後の成長を展望するにあたり、拡大する需要にスピーディに応えるべく、生産能

力及び生産効率の更なる向上が不可欠であり、積極的な設備の増設により、生産力の増強を目指すものであります。

また、貴金属の新規用途開発・新合金素材開発は、今後の業容拡大のためには不可欠なものと考えております。つき

ましては、これまで以上に研究開発体制を強化し、多様化する顧客ニーズに応えて参る所存であります。
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このような認識のもとで、当社としては、次のように具体的に取り組んで参ります。

①　貴金属の安定確保

鉱山会社ウエスタンプラチナム社との緊密な取引関係の維持・向上のため、貴金属の用途拡大に積極的に取り組

んで参ります。特にイリジウム・ルテニウムを中心としたマイナーメタルに関しては、ＨＤＤ（ハードディスクド

ライブ）への使用等、その新用途が未知の域にあり、研究開発の余地が充分残されておりますので、当社は、マイ

ナーメタルのパイオニアとしての責務を果して参りたいと考えております。

②　リサイクル技術への注力

貴金属のリサイクル技術の向上と有効活用にこれまで以上に取り組んで参ります。第39期下期以降、第二工場建

設用用地を取得し、貴金属の精製・回収能力の増強を図るため、設備投資を行って参る方針であります。

③　研究開発活動の推進

プラチナグループメタルの可能性を探求し、新素材・新技術を提供することで、次世代を展望した先端技術の一

翼を担って参ります。

特に、次世代固体照明技術の研究開発を開始したソルボサーマル結晶成長技術研究組合において、当社は理事企

業として参画しております。今後は、プラチナグループメタルを使用した新たな手法による結晶成長技術の研究開

発に取り組んで参ります。

 

(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

平成18年９月29日、株式会社ジャスダック証券取引所に提出済で、平成18年11月30日に更新済みであります、有価

証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内

部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において、記載された事項と本項目に関する記載事項と

が重複することから記載を省略いたしております。

 

(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

当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高止まり、レアメタルを中心とした原材料価格の上昇、為替及び金利

の先行き不透明感があるものの、輸出の拡大、民間設備投資の増加、電子部品の好調持続、株式相場の堅調等の要因

により、概ね順調な景気基調となりました。

一方、世界の経済は、朝鮮半島及び中東情勢等に不安は残すものの、中国、米国及び欧州主要国の好景気も持続す

るなど、総じて堅調に推移いたしました。

工業用貴金属業界におきましては、携帯電話に搭載される酸化物単結晶の堅調な推移とともに、液晶ディスプレイ、

ハードディスク、デジタルビデオカメラ用の光学ガラスの高水準持続に伴い、貴金属ルツボ等の溶解設備の需要が堅

調に推移いたしました。携帯電話に搭載される水晶振動子の旺盛な需要及びハードディスクにおける記録方式の変更

により、ターゲット製品の需要も急拡大いたしました。半導体製造用装置の輸出高は従前からの好調を維持し、温度

センサーの需要も堅調に推移いたしました。しかし、貴金属相場は全般的に上昇傾向にあり、一部の貴金属ユーザー

においては、設備投資の順延ないし縮小を余儀なくされる等の影響が出始めていることも事実であり、リサイクル需

要を中心とした顧客ニーズへのスピーディな対応を要求される状況にあるものと認識いたしております。

このような市場環境のもと、当社は、平成18年９月27日、株式会社ジャスダック証券取引所へ上場し、公募増資に

より2,046,000千円の資金を調達させていただいたことから、薄膜部門ターゲット製品の更なる事業拡大に備えるた

め、ターゲット製造装置の拡充を行い、また、その他部門ケミカル製品の事業展開に備えるため、ケミカル設備の増

強を継続いたしております。電子部門におきましては、新素材による市場の開拓に注力し、大型溶解設備により市場

への浸透を図って参りました。センサー部門におきましては、半導体製造設備の需要拡大による受注増加に対応する

ため、平成18年９月に作業スペースのレイアウト変更工事が完了いたしました。工業用貴金属製品の旺盛な需要に対

応するべく、次期へ向けての先行投資を継続的に行い、事業基盤の更なる強化を図って参りました。

これらを背景といたしまして、当中間期の業績は、売上高10,319,471千円（前年同期比14.8％増）、営業利益

761,727千円（同59.5％増）、経常利益759,870千円（同57.3％増）、中間純利益435,467千円（同55.4％増）となり

ました。

 

(2）財政状態

当中間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、たな卸資産に伴う支出の増加、借入

金の返済などがあったものの、税引前中間純利益が746,512千円（前期比54.1％増）及び株式の発行による収入があっ

たため、前事業年度末と比べ739,951千円増加し、1,176,784千円となりました。

今後の見通しにつきましては、業容の拡大に備え、第二工場建設用地を取得する予定であるため、設備投資に供す

る資金をまかなう借入金が発生致します。

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは、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）

営業活動の結果使用した資金は607,069千円（前年同期は76,336千円の使用）となりました。

これは主に、税引前中間純利益が746,512千円、仕入債務の増加額が 344,758千円あったものの、たな卸資産

の増加1,265,775千円、売上債権の増加 199,783千円及び法人税等の支払255,243千円があったためであります。

（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74,655千円（前年同期は33,842千円の使用）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出 77,221千円があったためであります。

（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1,416,878千円（前年同期は 300,337千円の収入）となりました。

これは主に、株式の発行による収入が2,034,429千円あったものの、短期借入金の返済による支出が 200,000

千円、長期借入金の返済による支出が398,130千円あったためであります。
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 
平成18年６月期 平成19年６月期

中間 期末 中間

自己資本比率（％） 35.6 35.2 45.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － 178.5

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は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。

なお、平成18年6月期末の時価ベースの自己資本比率は株式上場以前のため記載しておりません。

平成19年6月中間期、平成18年6月期末の債務償却年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・

フローがマイナスであるため記載しておりません。

 

(3）通期の見通し

通期の見通しにつきましては、ＬＥＤ用途及び携帯電話用途の酸化物単結晶（人工宝石）の好調継続が観測され、

水晶振動子及びハードディスクドライブを中心とした薄膜関連製品の需要も好調が継続するものと予測されておりま

す。半導体製造装置の輸出は前年を越える見込みであることから、センサー製品の好調も持続するものと予測されま

す。また、触媒・電極製品の生産増加により、貴金属化合物の好調も持続する見込みであり、当社業績を取り巻く環

境は、概ね堅調に推移するものと予測されております。

当社は、薄膜製品製造設備、並びに化合物製造設備につき、平成19年６月期において、設備投資を実施しており、

平成19年６月期中に稼動を開始する予定であります。上記製造設備の増強により、生産能力の増加及び生産効率の向

上が図られ、業績の向上に寄与する見込みであります。

なお、平成19年６月期については、前期において顧客に購入された新品製品に寿命が到来し、再生委託（改鋳加

工）として無償支給されるものと予測しておりますことから、売上高については大幅な進捗を示さないものと予測い

たしております。

以上により、平成19年６月期の業績見通しにつきましては、売上高20,630百万円（前期比7.8％増）、経常利益

1,377百万円（同69.8％増）、当期純利益784百万円（同77.8％増）を見込んでおります。

 

(4）事業等のリスク

以下において、当社の事業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。また必

ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で

重要であると考えられる事項については、投資家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。

当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防または回避及び発生した場合の対応に努める

方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載事項を併せて慎重に検討した上

で行われる必要があると考えております。

また、以下の記載は本株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませんのでご留意ください。

なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

①　業績の変動要因について

当社の業績は、携帯電話、液晶ディスプレイ、次世代メモリー、ハードディスク関連等の電子機器メーカーや半

導体、光学ガラス及び触媒関連業界における設備投資動向及び生産活動の影響を受ける傾向があります。従って、

今後これらの業界動向が悪化した場合には、当社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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②　貴金属の変動価格について

当社製品の原材料である貴金属は、国際商品市場で活発に取引されており、その価格は、供給国及び需要国の政

治経済動向、為替相場等、世界のさまざまな要因により激しく変動しております。

当社は、個別受注生産の形態をとっており、製品の販売価格は原材料の時価に連動する契約とし、仕入価格の変

動を販売価格に反映させておりますが、全ての受注に対し個別に仕入れを行うことは実際には不可能であり、受

注・仕入間にタイムラグがある場合には、当社の仕入価格は貴金属相場の価格変動リスクに晒されること、また、

期末日のたな卸資産としての貴金属在庫の評価額も貴金属相場の価格変動リスクに晒されることから、貴金属相場

が当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

③　為替変動の影響について

当社の工業用精密加工製品及び薄膜製造用精密加工製品においては、全額ないし原材料相当額に関して、米ドル

建てで販売する取引が存在しているため、当社の業績は為替変動の影響を受けております。当社は、為替予約を行

うことで為替変動リスクを回避する方法を採っておりますが、米ドル安傾向が継続した場合、中長期的には邦貨転

換に伴う利益率の低下により当社業績に影響を及ぼす可能性があります。また、米ドル安に対応して米ドル建て価

格の値上げを行う必要が生じた場合は、需要減少により当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

一方、原材料の仕入に関しては、貴金属相場の主流が米ドル建てであり、為替を乗じて邦貨単価を算出すること

から、円安状態が長期継続した場合には、仕入金額が高値を継続することとなり、当社の業績及び財務状態に影響

を及ぼす可能性があります。

④　大株主との関係について

ａ．三菱商事株式会社との関係について

当中間期末日現在、三菱商事株式会社は当社発行済株式総数の12.53％を所有する大株主であります。

取引関係について

当社は、主要原材料であるプラチナグループメタルの大半を、南アフリカ共和国の鉱山会社Western Platinum 

Ltd(ウエスタンプラチナム社）から供給を受けておりますが、対外決済及び輸入業務は三菱商事株式会社の商社

機能を利用していることから、三菱商事株式会社の名義での仕入取引を行っております。過去２期間における同

社からの仕入高及び総仕入高に占める比率と期末買掛金残高は次表のとおりであります。

 平成17年12月期 平成18年12月期

仕入高（千円） 5,695,496 6,870,826

総仕入高に占める比率（％） 78.1 74.1

期末買掛金残高（千円） 1,261,014 2,074,414

また、過去２期間における三菱商事株式会社への売上高及び総売上高に占める比率と期末売掛金残高は、次表

のとおりであります。

 平成17年12月期 平成18年12月期

売上高（千円） 3,488,957 2,033,983

総売上高に占める比率（％） 38.8 19.7

期末売掛金残高（千円） 0 70,607

以上の通り、原材料の仕入れ及び製品の販売等において、当社は三菱商事株式会社の持つグローバルなネット

ワークや多様な販売ルートを活用しております。これは、同社の優れた商社機能を活用することにより、当社の

仕入・販売等の業務が効率的に行えると考えるためであります。

当社といたしましては、今後とも同社との良好な関係の維持、取引の継続に努めていく所存ではありますが、

同社との関係に変化が生じた場合には、原材料の仕入れ及び製品の販売量の変化等を通じて当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。

人的関係について

当社は業務執行に資する助言を得るため、三菱商事株式会社より坂井敏郎を社外取締役として招聘しておりま

す。

また、当社は、三菱商事株式会社より出向者１名を受入れており、当社より１名を三菱商事株式会社へ出向さ

せております。
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ｂ．Lonmin　Plc（英国ロンミン社）との関係について

当中間期末日現在、英国ロンミン社は当社発行済株式総数の6.87％を所有する大株主であります。

同社は、当社主要原材料であるプラチナグループメタルの大半を当社に供給する南アフリカ共和国の鉱山会社

ウエスタンプラチナム社の親会社であり、同社とは平成13年６月に資本提携を行っております。

上記提携の際、当社は、当社取締役として指名される候補者１名の任命権を英国ロンミン社が有する旨を同社

と合意しております。これは、当社の業務執行に資する助言を得るとともに、同社との良好な関係を維持するこ

とを主たる目的としたものであり、同社のフレイザー・キングを社外取締役として招聘しております。

また、当社は、同社より、プラチナグループメタルの用途及び機能に関する研究開発を受託しており、研究成

果に応じた対価を受領しております。

当社といたしましては、今後とも同社との良好な関係の維持、取引の継続に努めていく所存ではありますが、

当社と同社との関係及び同社とウエスタンプラチナム社との関係に変化が生じた場合には、原材料の仕入れ及び

研究開発案件の変化等を通じて当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　アイデックス株式会社との取引について

関連当事者であるアイデックス株式会社との平成18年12月期における取引は下記の通りであります。アイデック

ス株式会社は、独自の技術により、振動試験機及び振動式パーツ整列機等を製造するメーカーであり、当社の主要

顧客向け販売商品の製造に必要な技術、設備等を備えていることから、その商品の取扱いが、当社の販売活動上、

有用と考えられるため、取引条件を勘案し、取引を継続しております。

属性
会社等の名

称
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

（％）

 関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)
 役員の兼任

等

 事業上の関

係

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

アイデッ

クス株式

会社 

東京都

八王子市
17,000

機械装置

製造 
－ － 仕入先 

商品の仕

入 
53,805 買掛金 8,052

（注）１．当社は、同社より振動試験機及び振動式パーツ整列機等の商品を仕入れ、他社へ販売いたしております。

２．仕入価格の決定に際しては、同社の標準的な販売価格を参考に、同社の定価表に一定の値引率を乗じて決定

されております。

⑥　人材の確保及び育成について

当社が引き続き事業を拡大するにあたっては、科学技術及び化学技術に精通した人材が不可欠であり、このよう

な人材の確保と育成を重要な経営課題として捉えております。

当社としては、中途採用や新規採用を通じて、優秀な人材を採用していく方針であります。また、従業員に対し

ては、ストックオプション等のインセンティブ制度を導入しており、モラールの向上を図っております。

当社といたしましては、今後とも採用活動の強化や教育・研修制度の充実に努めていく方針でありますが、当社

が必要とする優秀な人材の育成・確保が当社事業展開に対応して進まない場合、あるいは、何らかの理由により人

材が大量に社外流出した場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　同業他社との競争の激化による業績への影響

　当社の販売する製品のなかには、金ターゲット、一般熱電対及び理化学用器具等、競合が激しく、価格競争も

厳しい品目がありますが、当社は「競合を制して、極端な価格競争に勝つこと」を目標とはしておらず、顧客ニー

ズを第一に提案型営業を目指して参りました。今後もこの方針に則り経営諸活動に注力いたしますが、結果として

競合や価格競争に晒され、売上及び収益の低下により、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧　製品の開発等について

当社は顧客や外部機関等からの情報を分析することにより、製品のライフサイクルや市場動向の変化を見極める

と共に、新製品及び新素材の開発、新市場及び新用途の開拓に取り組んでおります。しかしながら、市場動向につ

いて、当社が予想する以上の変化があった場合、または当社においてこれら開発等の活動が見込み通りに進捗しな

い場合、当社の製品は競争力を喪失し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑨　製品の品質について

当社の製品は、顧客より個別製品毎の仕様に基づく厳しい品質が要求されております。当社では、ISO9001に基

づく製造プロセス管理及び品質管理システムを導入する等、品質の維持・向上を進めております。しかしながら、

当社が顧客に納入した製品について、顧客の要求規格及び仕様等を充足しなかった場合又は不適合等が生じた場合

には重大な品質クレームを引き起こす可能性があります。その際に、当社の製品に何らかの瑕疵が存在した場合に

は代替品の納入に留まらず、代金弁済や損害賠償、さらには取引（納入）停止等が生ずる可能性があります。これ

らの事象が生じた場合には、製品納入先との取引が停止するほか、当社の製品に対する信頼性が損なわれ、他の製

品納入先との取引にも影響を及ぼす可能性があります。このような場合、特にそれが大口の製品納入先である場合

には、当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑩　生産拠点の集中について

当社は、平成２年に工場を茨城県下館市（現筑西市）のつくば工場に移転・集約して以来、一貫してこの地で生

産活動を行っております。当社では、生産拠点の集中が生産活動の効率化に寄与してきたものと考えておりますが、

今後自然災害等の外的要因により生産活動の停止が余儀なくされた場合、当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす

可能性があります。ただし、業容の拡大に備え、第二工場建設用地を取得する予定でありますので、第二工場が稼

動しますと、生産拠点の集中は緩和されるものと思われます。

⑪　事故による操業への影響

プラズマ溶解炉、高周波溶解炉など主要設備では高温、高圧での操業を行なっております。これらを原因とする

事故の防止対策には万全を期しておりますが、万一重大な事故が発生した場合には、当社の生産活動に支障をきた

し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑫　環境リスクについて

当社は、環境リスクに対して予防の大切さを認識し、つくば工場においては、環境マネジメントシステムISO14001

の運用を通じて、リスクの低減を図っておりますが、自然災害、工場における設備の劣化、または原材料、薬品の

人的な取扱いのミス等により、薬品の漏洩等、環境へ悪影響を与える事象が発生する危険性があります。この事象

が大規模なものとなり新たな費用負担等が生じた場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑬　知的財産に係るリスクについて

当社は、他社と差別化できる技術とノウハウを蓄積し、自社が保有する技術等については特許権等の取得による

保護を図るほか、他社の知的財産権に対する侵害のないよう、研究開発部知財グループを中心に、顧問弁護士や弁

理士などの外部専門家の協力を得ながらリスク管理に取り組んでおります。しかしながら、当社が現在販売してい

る製品、或いは今後販売する製品が第三者の知的財産権に抵触する可能性を的確・適切に判断できない可能性があ

り、また、当社が認識していない特許権等が成立することにより、当該第三者より損害賠償等の訴えを起こされる

可能性があります。そのような場合、当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑭　借入金依存度について

当社は、原材料である貴金属の調達、設備投資等に必要とする資金を主として金融機関からの借入により調達し

てきました。借入金依存度は平成18年６月期末の40.0％から、平成18年12月期末に29.7％と改善されました。これ

は株式の発行による収入を一時的に有利子負債の返済に充当したためでありますが、今後、設備投資に供する資金

が発生することから借入金依存度の再上昇が見込まれます。

市場金利の上昇等があれば支払い金利の負担増が生じ、当社の業績は影響を受ける可能性があります。また、資

金調達について銀行への依存度が高いために、新たな資金調達に障害が生じれば、事業の展開に影響を及ぼす可能

性があります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金 ※２ 1,098,309   1,186,784    446,832   

２　受取手形 ※６ 105,738   224,924    157,020   

３　売掛金  1,307,105   2,617,097    2,488,704   

４　たな卸資産 ※２ 7,191,640   8,766,078    7,500,302   

５　繰延税金資産  61,360   87,731    66,824   

６　その他 ※４ 35,389   122,841    32,266   

貸倒引当金  △1,289   －    －   

流動資産合計   9,798,253 77.2  13,005,457 81.6 3,207,203  10,691,951 80.1

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物 ※1,2 1,122,765   1,217,082    1,088,672   

(2）機械装置 ※1,2 538,657   501,116    503,603   

(3）土地 ※２ 514,800   514,800    514,800   

(4）建設仮勘定  19,720   136,251    －   

(5）その他  64,534   61,409    61,510   

計  2,260,479   2,430,659    2,168,587   

２　無形固定資産  6,124   5,290    5,898   

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 292,049   118,477    133,841   

(2）保険積立金  196,502   229,922    211,207   

(3）繰延税金資
産

 88,798   95,955    88,235   

(4）その他  53,475   55,300    54,209   

計  630,825   499,654    487,493   

固定資産合計   2,897,429 22.8  2,935,605 18.4 38,175  2,661,980 19.9

資産合計   12,695,683 100.0  15,941,062 100.0 3,245,379  13,353,931 100.0

            

－ 10 －



  
前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金 ※２ 1,450,011   2,675,709    2,386,213   

２　短期借入金 ※２ 3,020,000   1,500,000    1,700,000   

３　１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 610,660   1,786,885    1,796,260   

４　未払金  153,405   269,595    214,331   

５　未払法人税等  222,622   352,212    265,143   

６　賞与引当金  87,338   118,041    97,209   

７　その他 ※４ 118,616   379,538    137,127   

流動負債合計   5,662,654 44.6  7,081,981 44.4 1,419,237  6,596,286 49.4

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ※２ 2,323,755   1,451,270    1,840,025   

２　退職給付引当
金

 92,661   117,244    106,559   

３　役員退職慰労
引当金

 92,158   120,229    106,184   

４　その他  4,000   4,000    4,000   

固定負債合計   2,512,574 19.8  1,692,743 10.6 △819,831  2,056,768 15.4

負債合計   8,175,229 64.4  8,774,724 55.0 599,495  8,653,054 64.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   865,199 6.8  － － － －  －

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  834,237   －    －   

資本剰余金合計   834,237 6.6  － － －  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  9,435   －    －   

２　任意積立金  80,531   －    －   

３　中間（当期）
未処分利益

 2,753,604   －    －   

利益剰余金合計   2,843,571 22.4  － － －  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  △21,074 △0.2  － － －  － －

Ⅴ　自己株式   △1,479 △0.0  － － －  － －

資本合計   4,520,454 35.6  － － －  － －

負債資本合計   12,695,683 100.0  － － －  － －
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   － －  1,888,199 11.8 －  865,199 6.5

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  －   1,857,237    834,237   

資本剰余金合
計

  － －  1,857,237 11.7 －  834,237 6.2

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  －   9,435    9,435   

(2）その他利益
剰余金

           

特別償却準
備金

 －   295    295   

別途積立金  －   80,000    80,000   

繰越利益剰
余金

 －   3,332,631    2,915,682   

利益剰余金合
計

  － －  3,422,362 21.5 －  3,005,413 22.5

４　自己株式   － －  △2,381 △0.0 －  △1,479 △0.0

株主資本合計   － －  7,165,417 45.0 －  4,703,370 35.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  － －  920 0.0 －  △2,494 △0.0

評価・換算差額
等合計

  － －  920 0.0 －  △2,494 △0.0

純資産合計   － －  7,166,337 45.0 －  4,700,876 35.2

負債純資産合計   － －  15,941,062 100.0 －  13,353,931 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   8,990,136 100.0  10,319,471 100.0 1,329,335  19,131,916 100.0

Ⅱ　売上原価   7,903,734 87.9  8,817,613 85.4 913,878  17,004,074 88.9

売上総利益   1,086,401 12.1  1,501,857 14.6 415,456  2,127,841 11.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  608,852 6.8  740,130 7.2 131,278  1,288,990 6.7

営業利益   477,549 5.3  761,727 7.4 284,178  838,850 4.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  55,083 0.6  63,684 0.6 8,600  86,967 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  49,495 0.5  65,541 0.6 16,045  113,963 0.6

経常利益   483,137 5.4  759,870 7.4 276,732  811,854 4.2

Ⅵ　特別利益   10,759 0.1  － － △10,759  10,759 0.1

Ⅶ　特別損失   9,542 0.1  13,357 0.1 3,815  26,787 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  484,354 5.4  746,512 7.3 262,157  795,826 4.2

法人税、住民
税及び事業税

 216,426   342,014    383,704   

法人税等調整
額

 △12,209 204,216 2.3 △30,969 311,044 3.0 106,827 △29,857 353,847 1.9

中間（当期）
純利益

  280,137 3.1  435,467 4.3 155,330  441,979 2.3

前期繰越利益   2,473,467   －    －  

中間未処分利
益

  2,753,604   －    －  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

865,199 834,237 834,237 9,435 295 80,000 2,915,682 3,005,413 △1,479 4,703,370

中間会計期間中の変動額           

新株の発行 1,023,000 1,023,000 1,023,000 － － － － － － 2,046,000

剰余金の配当 － － － － － － △18,518 △18,518 － △18,518

中間純利益 － － － － － － 435,467 435,467 － 435,467

自己株式の取得 － － － － － － － － △902 △902

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合
計
（千円）

1,023,000 1,023,000 1,023,000 － － － 416,949 416,949 △902 2,462,046

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,888,199 1,857,237 1,857,237 9,435 295 80,000 3,332,631 3,422,362 △2,381 7,165,417

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年６月30日　残高
（千円）

△2,494 △2,494 4,700,876

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 2,046,000

剰余金の配当 － － △18,518

中間純利益 － － 435,467

自己株式の取得 － － △902

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

3,414 3,414 3,414

中間会計期間中の変動額合
計
（千円）

3,414 3,414 2,465,461

平成18年12月31日　残高
（千円）

920 920 7,166,337
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

865,199 834,237 834,237 9,435 767 80,000 2,500,150 2,590,352 △1,479 4,288,309

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩 － － － － △471 － 471 － － －

役員賞与の支給 － － － － － － △8,400 △8,400 － △8,400

剰余金の配当 － － － － － － △18,518 △18,518 － △18,518

当期純利益 － － － － － － 441,979 441,979 － 441,979

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △471 － 415,532 415,060 － 415,060

平成18年６月30日　残高
（千円）

865,199 834,237 834,237 9,435 295 80,000 2,915,682 3,005,413 △1,479 4,703,370

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年６月30日　残高
（千円）

△65,114 △65,114 4,223,195

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩 － － －

役員賞与の支給 － － △8,400

剰余金の配当 － － △18,518

当期純利益 － － 441,979

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

62,619 62,619 62,619

事業年度中の変動額合計
（千円）

62,619 62,619 477,680

平成18年６月30日　残高
（千円）

△2,494 △2,494 4,700,876
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益

 484,354 746,512  795,826

減価償却費  108,185 99,182  219,349

賞与引当金の増減額  △1,799 20,832  8,072

役員賞与引当金の増
減

 － △12,100  12,100

退職給付引当金の増
減額

 6,311 10,684  20,209

役員退職慰労引当金
の増減額

 1,746 14,044  15,772

貸倒引当金の増減額  254 －  △1,034

受取利息及び受取配
当金

 △1,013 △88  △4,136

支払利息  49,215 47,310  92,940

為替差損益  △57 △1,311  92

株式交付費  － 11,571  －

デリバティブ評価損  － 6,042  －

有形固定資産除却損  － 4,474  5,154

有形固定資産売却損  298 －  295

投資有価証券売却益  △3,874 △1,270  △8,841

投資有価証券売却損  － 1,110  16,837

投資有価証券評価損  － －  3,210

売上債権の増減額  △213,934 △199,783  △1,446,815

たな卸資産の増減額  11,947 △1,265,775  △296,714

仕入債務の増減額  △330,956 344,758  664,712

未払消費税の増減額  9,661 △116,685  12,458

その他資産の増減額  △5,108 △16,744  △910

その他負債の増減額  △4,551 1,950  9,075

役員賞与の支払額  △8,400 －  △8,400

小計  102,281 △305,285 △407,566 109,252

利息及び配当金の受
取額

 1,733 530  4,579

利息の支払額  △48,219 △47,070  △89,281

法人税等の支払額  △132,131 △255,243  △260,513

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △76,336 △607,069 △530,732 △235,962
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前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 △229,206 △77,221  △261,813

有形固定資産の売却
による収入

 － －  19

投資有価証券の取得
による支出

 △3,290 －  △13,325

投資有価証券の売却
による収入

 205,125 21,280  389,617

その他投資等の増加
による支出

 △6,471 △18,714  △21,911

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △33,842 △74,655 △40,813 92,587

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

 6,020,000 6,100,000  9,520,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △5,200,000 △6,300,000  △10,020,000

長期借入による収入  － －  1,000,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △501,144 △398,130  △799,274

株式の発行による収
入

 － 2,034,429  －

自己株式の取得によ
る支出

 － △902  －

配当金の支払額  △18,518 △18,518  △18,518

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 300,337 1,416,878 1,116,540 △317,792

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 57 4,798 4,740 △92

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 190,215 739,951 549,735 △461,260

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 898,093 436,832 △461,260 898,093

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 1,088,309 1,176,784 88,474 436,832
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．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

　中間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。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

製品、仕掛品

　個別法による低価法を採用し

ております。

(3）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

(3）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

原材料

時価のあるもの

　後入先出法による低価法を

採用しております。なお、原

材料の評価に際しては、金属

の族性及び用途を考慮のうえ、

分類した種類単位をもって、

評価方法適用単位としており

ます。

原材料

時価のあるもの

同左

原材料

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　後入先出法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

商品

　個別法による原価法を採用し

ております。

商品

同左

商品

同左

２．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。

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　　３年～38年

機械装置　　　　３年～15年

 

 

 

(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

(2）無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

３．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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、賞与支給見込

額の当中間会計期間負担分を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、賞与支給見込

額の当事業年度負担分を計上して

おります。

(3）　　　――――――

 

(3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

給に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

なお、当中間会計期間では支給

見込額の当中間会計期間負担額を

合理的に見積もることが困難で

あったため、計上しておりません。

(3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

給に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(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

務に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められる

額を計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

(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

務に基づき計上しております。

(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

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

　また、過年度役員退職慰労引当

金の総額は133,277千円であり、

第35期より５年間で均等額を費用

処理しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

　

(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。

 また、過年度役員退職慰労引

当金の総額は133,277千円であり、

第35期より５年間で均等額を費用

処理しております。

４．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、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

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 同左

６．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、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を、

金利スワップについて特例処理の

条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

(1）ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段

為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

 

 

 

 

ｂ．ヘッジ手段

金利スワップ

 

 

 

 

ヘッジ対象

借入金の利息

 

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　主に当社の内規である「デリバ

ティブ取引管理規程」に基づき、

金利変動リスク、為替変動リスク

をヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

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

キャッシュ・フロー変動の累計と

相場変動の累計を基礎にして、有

効性を評価しております。ただし、

金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

中間決算日における有効性の評価

を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計と

相場変動の累計を基礎にして、有

効性を評価しております。ただし、

金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

決算日における有効性の評価を省

略しております。

７．中間キャッシュ・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 同左

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

――――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。

――――――

 

――――――

 

（役員賞与に関する会計基準）

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

12,100千円減少しております。

 ――――――

 

 ――――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当事業年度より、「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

4,700,876千円であります。

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。

 ――――――

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

当中間会計期間より、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年８月11日実務対応報告第19号）

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。

  ――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,938,321千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,127,135千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,041,727千円

※２　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。

※２　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。

※２　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。

預金 10,000千円

原材料 142,740千円

建物 1,090,811千円

機械装置 100,887千円

土地 514,800千円

計 1,859,240千円

預金 10,000千円

原材料 51,523千円

建物 1,185,656千円

機械装置 83,232千円

土地 514,800千円

計 1,845,212千円

預金 10,000千円

原材料 124,084千円

建物 1,059,049千円

機械装置 91,213千円

土地 514,800千円

計 1,799,147千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

買掛金 1,286,934千円

短期借入金 980,000千円

１年以内返済予定長期

借入金
400,660千円

長期借入金 1,228,755千円

計 3,896,349千円

買掛金 2,280,392千円

短期借入金 636,363千円

１年以内返済予定長期

借入金
861,270千円

長期借入金 936,885千円

計 4,714,911千円

買掛金 2,095,345千円

短期借入金 727,272千円

１年以内返済予定長期

借入金
826,260千円

長期借入金 1,060,025千円

計 4,708,903千円

　３　受取手形裏書譲渡高

3,706千円

　３　受取手形裏書譲渡高

16,768千円

　３　受取手形裏書譲渡高

7,502千円

※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」に含めて表示して

おります。

※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、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※４　　　　　─────

　５　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

　５　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

　５　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの

総額
4,000,000千円

貸出実行残高 2,800,000千円

差引額 1,200,000千円

貸出コミットメントの

総額
5,500,000千円

貸出実行残高 1,400,000千円

差引額 4,100,000千円

貸出コミットメントの

総額
5,500,000千円

貸出実行残高 1,600,000千円

差引額 3,900,000千円

※６　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

※６　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

※６　　　　　─────

受取手形 10,495千円 受取手形 37,209千円  
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

研究開発助成金収入 32,784千円 研究開発助成金収入 49,889千円 研究開発助成金収入 48,909千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 49,215千円 支払利息 47,310千円

株式交付費 11,571千円

デリバティブ評価損 6,042千円

支払利息 92,940千円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 107,598千円

無形固定資産 586千円

有形固定資産 98,574千円

無形固定資産 607千円

有形固定資産 218,157千円

無形固定資産 1,192千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31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

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 1,235,103 220,000 － 1,455,103

合計 1,235,103 220,000 － 1,455,103

自己株式     

普通株式 528 70 － 598

合計 528 70 － 598

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加220,000株は、公募増資による新株発行であります。

 ２．自己株式の増加70株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項ありません。

 

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18年９月29日

定時株主総会
普通株式 18,518 15 平成18年６月30日 平成18年10月２日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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 1,235,103 － － 1,235,103

合計 1,235,103 － － 1,235,103

自己株式     

普通株式 528 － － 528

合計 528 － － 528

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

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９月27日

定時株主総会
普通株式 18,518 15 平成17年６月30日 平成17年９月28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９月29日

定時株主総会
普通株式 18,518 利益剰余金 15 平成18年６月30日 平成18年10月２日

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,098,309

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△10,000

現金及び預金同等物 1,088,309

現金及び預金勘定 1,186,784

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△10,000

現金及び預金同等物 1,176,784

現金及び預金勘定 446,832

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△10,000

現金及び預金同等物 436,832

－ 24 －



①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 2,957 1,232 1,725

機械及び装置 288,392 187,800 100,591

その他 142,070 89,402 52,668

合計 433,420 278,435 154,984

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 2,957 1,823 1,133

機械及び装置 389,821 230,549 159,271

その他 143,071 77,113 65,957

合計 535,849 309,487 226,362

 

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)

建物 2,957 1,528 1,429

機械及び装置 294,881 208,591 86,289

その他 106,806 67,963 38,842

合計 404,644 278,083 126,561

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 69,022千円

１年超 94,292千円

合計 163,314千円

１年内 77,903千円

１年超 154,219千円

合計 232,122千円

１年内 67,272千円

１年超 66,365千円

合計 133,638千円

(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

(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

(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 38,069千円

減価償却費相当額 34,862千円

支払利息相当額 2,295千円

支払リース料 41,571千円

減価償却費相当額 38,280千円

支払利息相当額 2,014千円

支払リース料 73,694千円

減価償却費相当額 67,555千円

支払利息相当額 4,055千円

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 2,294千円

１年超 1,680千円

合計 3,975千円

１年内 1,218千円

１年超 376千円

合計 1,594千円

１年内 1,980千円

１年超 785千円

合計 2,766千円

（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。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 223,983 188,449 △35,533

合計 223,983 188,449 △35,533

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式（優先株式） 103,600

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行って

おります。

当中間会計期間末（平成18年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 13,325 14,877 1,551

合計 13,325 14,877 1,551

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式（優先株式） 103,600

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行って

おります。

前事業年度末（平成18年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 34,446 30,241 △4,205

合計 34,446 30,241 △4,205

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式（優先株式） 103,600

　（注）　当事業年度において、有価証券について3,210千円（その他有価証券で時価のあるもの）減損処理を行っており

ます。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。
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③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理の要件を満たしておりますので注記の対象から除いて

おります。

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

通貨 為替予約取引 298,831 304,874 △6,042

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理の要件を満たしておりますので注記の対象から除いて

おります。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理の要件を満たしておりますので注記の対象から除いて

おります。

④　ストック・オプション等

EDINETによる開示を行うため、省略しております。

 

⑤　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 3,661.55円

１株当たり中間純利益

金額
226.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 4,926.99円

１株当たり中間純利益

金額
322.73円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
319.48円

１株当たり純資産額 3,807.69円

１株当たり当期純利益

金額
358.00円

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 280,137 435,467 441,979

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
280,137 435,467 441,979

期中平均株式数（千株） 1,235 1,349 1,235

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － 14 －

（うち新株予約権） （　－） （　14） （　－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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188個

（普通株式18,800株）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

１．新株予約権の発行について

　当社は、平成18年３月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成18年３月30日及び平成18年５月19日開催

の取締役会において、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に規定されている新株予約権の発行を決議いたしま

した。

区分
①平成18年３月30日臨時株主総
会決議に基づく第１回新株予約
権の付与（ストックオプション）

②平成18年３月30日臨時株主総
会決議に基づく第２回新株予約
権の付与（ストックオプション）

発行日 平成18年４月10日 平成18年５月25日

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　180名

当社顧問　　　6名
当社従業員　　5名

新株予約権の数（個） 186（注）１ 5（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18,600（注）２ 500（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 4,700円（注）３ １株当たり 4,700円（注）３

新株予約権の行使期間
平成21年４月３日から

平成28年３月29日まで

平成21年４月３日から

平成28年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）
１株当たり　2,350円 １株当たり　2,350円

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ （注）５

代用払込みに関する事項 － －

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をする

ものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的と

なる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並

びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必

要と認める株式の数の調整を行う。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は次の算式により１

株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継

される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移

転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
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４．(1）新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を保有しているこ

と、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、

定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

(2）新株予約権者が死亡した場合、権利を喪失するものとする。

(3）新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が上場した場合に限り、新株予約権を行使することがで

きる。

(4）その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．新株予約権を譲渡し、または、これに担保権を設定することができない。

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．第二工場建設に伴う固定資産の取得について

(1）取得の理由

当社業容の拡大に備え、第二工場を建設するため、建設用地を取得するものであります。各事業部門の生

産設備を増強するものでありますが、第一期工事としては、主にプラチナグループメタルの精製回収能力及

びケミカル製品の生産能力の増強を目的としております。

(2）取得資産の内容

資産の内容：第二工場建設候補地（工業用地）

敷地面積：約44,000㎡

所在地：茨城県土浦市沢辺（東筑波新治工業団地）

取得予定価額：約13億円

(3）取得先の概要

商号：財団法人茨城県開発公社

本店所在地：茨城県水戸市笠原町978番地25号

代表者：理事長　石川哲夫

基本財産の額：90,000千円

主な事業内容：工業団地の造成、販売

当社との関係：ありません

(4）取得の日程

平成19年1月26日　取締役会決議

平成19年2月下旬　売買契約締結予定

(5）資金計画

新規公開時に実施した公募増資による手取金の一部を充当する他、金融機関からの借入により調達する予

定であります。

(6）今後の見通し

平成19年6月期において、上記投資による業績に与える影響は軽微であります。
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

平成18年８月25日及び平成18年９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９月26日に払込が完了いたしました。

　この結果、資本金は1,888,199千円、発行済株式総数は1,455,103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　220,000株

３．発行価格 ：１株につき　10,000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　9,300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．発行価額 ：１株につき　7,650円

６．資本組入額 ：１株につき　4,650円

７．発行価額の総額 ：1,683,000千円

８．払込金額の総額 ：2,046,000千円

９．資本組入額の総額 ：1,023,000千円

10．払込期日 ：平成18年９月26日

11．資金の使途 ：設備投資資金、運転資金
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績  

事業部門

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％)

電子部門 4,492,313 50.0 3,403,160 32.6 9,551,212 49.9

薄膜部門 2,907,150 32.3 4,444,167 42.5 5,873,505 30.7

センサー部門 502,939 5.6 850,688 8.1 1,188,472 6.2

その他 1,087,731 12.1 1,756,566 16.8 2,518,725 13.2

合計 8,990,136 100.0 10,454,581 100.0 19,131,916 100.0

（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  

事業部門

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

電子部門 4,493,556 12,879 3,500,855 461,342 9,737,726 306,150

薄膜部門 2,860,402 283,547 4,423,767 391,760 5,887,535 344,325

センサー部門 552,620 117,499 876,542 171,487 1,256,508 135,854

その他 1,133,302 143,197 1,844,746 241,210 2,574,128 153,029

合計 9,039,880 665,123 10,645,910 1,265,799 19,455,897 939,358

 （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  

事業部門

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％)

電子部門 4,492,313 50.0 3,345,663 32.4 9,551,212 49.9

薄膜部門 2,907,150 32.3 4,376,332 42.4 5,873,505 30.7

センサー部門 502,939 5.6 840,908 8.2 1,188,472 6.2

その他 1,087,731 12.1 1,756,566 17.0 2,518,725 13.2

合計 8,990,136 100.0 10,319,471 100.0 19,131,916 100.0

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２．主要な販売先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。

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三菱商事株式会社 3,488,957 38.8 2,033,983 19.7
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