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１．平成18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （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月期 16,969 (7.4) 781 (15.9) 800 (9.4)

 17年12月期 15,796 (△15.3) 673 (△52.8) 732 (△46.3)

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12月期 436 (△4.8) 128 38 － － 5.7 4.4 4.7

 17年12月期 458 (△38.6) 132 35 － － 6.2 3.9 4.6

（注）①持分法投資損益  18年12月期 －百万円  17年12月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結）  18年12月期 3,399,906株  17年12月期  3,400,000株

③会計処理の方法の変更 無 

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

(2）連結財政状態 （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月期 17,372 7,890 45.4 2,320 85

 17年12月期 18,709 7,557 40.4 2,220 31

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 3,400,000株 17年12月期 3,400,000株

(3）連結キャッシュ・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月期 1,934 △1,197 △272 3,473

 17年12月期 △84 △893 210 2,997

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 7,699 298 167

通　期 14,529 602 344

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  　 101円37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

　当社グループは、当社（タツモ株式会社）、連結子会社４社により構成されており、事業は液晶製造装置、半導体関連

機器、精密金型及び樹脂成形品の開発、製造、販売を主たる業務としております。

　当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

 （1）プロセス機器事業　　　主要な製品は液晶製造装置、半導体製造装置、搬送装置等であります。

　　　　　液晶製造装置　　　製品は、レジスト塗布装置と偏光板製造装置で、レジスト塗布装置につきましては、東京

　　　　　　　　　　　　　　応化工業株式会社を通じての販売となっております。

　　　　　半導体関連機器　　主な製品は半導体製造装置とウェーハ搬送ロボットで、当社が製造・販売するほか、主と

　　　　　　　　　　　　　　してアメリカでの販売は子会社のＴＡＺＭＯ　ＩＮＣ．が行い半導体製造装置について

  　　　　　　　　　　　　　は、東京応化工業株式会社を通じての販売を一部行っております。

 （2）金型・樹脂成形事業　　金型につきましては当社が製造・販売を行い、樹脂成形品の製造につきましては、子会社

                          　のプレテック株式会社、上海龍雲精密機械有限公司で行っております。なお、大連龍雲電

　　　　　　　　　　　　　　子部件有限公司は平成18年11月に会社設立をいたしましたが、稼動は平成19年からの予定

　　　　　　　　　　　　　　であり、樹脂成形品の製造と中国国内での販売を計画しております。

［事業系統図］

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

　（1）会社の経営の基本方針

　　　　 当社は、「挑戦」を経営理念として取り組んでおります。当社の属します電子機器分野は日々技術革新が続  

       き、常に最先端技術を有する装置が求められております。このような環境のもと、既存の技術の改良及び新規技

　　　 術の開発は不可欠なものとなっております。顧客ニーズに適格に応え、より早くまた安定して納入できる体制を

　　　 強化することが第一と考えております。

　　　　 今後も基本方針のもと、最先端技術を有する装置の開発、さまざまな顧客のニーズに応えるために製品の多角

　　　 化を図り業績の一層の向上を目指してまいります。

　（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位置づけております。今後の事業展開と安定的な財

　　　 務体質に必要な内部留保を確保しつつ、利益状況を判断して積極的かつ安定的な配当を継続して行うことを基本

　　　 方針としております。

　　　　 なお、当事業年度の配当金につきましては、当期の業績、配当性向等を総合的に勘案し、慎重に検討いたしま

       した結果、１株につき30円の配当案を第35回定時株主総会にご提案申しあげる予定であります。

　（3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　　　　 当社は、現在の株価及び単元から考慮し特別な措置は考えておりません。ただし、今後の株価推移によりまし

　　　 ては適切に対処してまいります。

　（4）目標とする経営戦略

　　　　 当社グループは、売上高300億円及び経常利益率10％の達成を掲げております。既存の販路の強化に加え新規

　　　 販路の開拓や、新たな製品開発により、売上の拡大及び原価削減等による収益性の向上を目指してまいります。

　（5）中長期的な会社の経営戦略

　　　 　当社グループはプロセス機器事業と金型・樹脂成形事業を事業としておりますが、売上高の約９割はプロセス

　　　 機器事業となっております。また、プロセス機器事業は、液晶製造装置と半導体関連機器の部門になっており、

　　　 各部門とも市場の設備動向に大きく影響を受ける環境にあります。

　　　　 したがいまして、当社グループといたしましては、シリコンサイクルやクリスタルサイクルと言われるプロセ

　　　 ス機器事業の市場動向の波の軽減と、業容の拡大が重要課題と考えており、今後の展開を以下のとおり取り組ん

       でまいります。

　　　　 ①プロセス機器事業　液晶製造装置

　　　　　　 現在、カラーフィルター製造装置に特化しておりますが、アレイ側の装置や新しく開発した偏光板製造装

　　　　　 置にも注力し、製品群の拡大を図るとともに、ユーザーニーズに応える装置開発に取り組んでまいります。 

　　　　 ②プロセス機器事業　半導体関連機器

　　　　　 　ウェーハ搬送装置（ロボット）単体と半導体製造装置が主なものとなっておりますが、ＥＦＥＭ（プロセ 

　　　　　 ス装置用搬送システム）を始めとするシステム装置や洗浄装置、真空ロボットを新たに加えた体制を強力に

　　　　 　推進してまいります。

　　　　 ③金型・樹脂成形事業

　　　　　　 平成15年に設立いたしました上海龍雲精密機会有限公司（連結子会社：中国　上海市）に加え、大連龍雲

　　　　　 電子部件有限公司を設立し、中国市場における販路の拡大を図るとともに、一層の微細化製品に対応してま

　　　　　 いります。

　（6）会社の対処すべき課題

　　　　 上記、経営戦略達成のため、以下の項目について取り組んでまいります。

　　　　 ①開発力の強化　  特に、プロセス機器事業の装置におきましては常に高い技術を求められております。した

　　　　　　　　　　　　   がいまして、人材の育成や研究開発費の投入はもとより共同開発といった社内、社外を問

　　　　　　　　　　　 　  わず、開発力強化のため積極的に対処してまいります。

　　　　 ②原価削減　　　  液晶製造装置におきましては、顧客仕様に応えるため製造原価が上昇傾向にあり、今後装

　　　　　　　　　　　　   置の大型化が進めばさらに上昇が考えられます。設計の見直し及び調達部材の価格の抑制

　　　　　　　　　　　 　  を図り速やかに原価削減を図ってまいります。

　　　　 ③販路の拡大　　  海外連結子会社３社による販路拡大を図るため、管理体制の強化や人材の育成に注力して

　　　　　　　　　　　 　  まいります。
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　（7）親会社等に関する事項　　　

　　　　 該当事項はありません。　      　　      

　（8）内部管理体制の整備・運用の状況及びコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその実施方法

　　　　 詳細につきましては、「コーポレート・ガバナンス報告書」において記載しております。

　（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 

　　　　当連結会計年度における我が国経済は、原油、原材料価格の高騰などの不安定要素はありましたが、企業業績改

　　　善に伴う設備投資の拡大や輸出に支えられ堅調に推移いたしました。

　　　　当業界におきましては、大型テレビやデジタル家電等の需要増加に支えられ販売は増加傾向で推移いたしました

　　　が、液晶業界は市場動向の不安定さから一部に設備投資を控える傾向が見受けられました。また、半導体業界にお

　　　きましては、市場の活況を背景に設備投資も活況に推移いたしました。

　　　　以上の結果、当連結会計年度の売上高は前期に比べ1,172百万円増収の16,969百万円（前期比7.4％増）となりま

　　　した。

　　　　利益面につきましても、厳しい状況のもと、営業利益は前期に比べ107百万円増益の781百万円（前期比15.9％

　　　増）、経常利益は前期に比べ68百万円増益の800百万円（前期比9.4％増）、当期純利益は減損会計処理のため、22

　　　百万円減益の436百万円（前期比4.8％減）となりました。

　　　　当連結会計年度のセグメント別の概況は次のとおりであります。

　　　　プロセス機器事業

　　　　　　液晶製造装置につきましては、液晶メーカーの設備動向が一部におきまして先送り等もありましたが、液晶

　　　　　テレビの販売増加に支えられカラーフィルター製造装置を主体に堅調に推移いたしました。以上の結果、液晶

　　　　　製造装置の売上は前期に比べ430百万円増収の11,894百万円（前期比3.8％増）となりました。半導体関連機器

　　　　　につきましては、半導体市場の活況を受け搬送装置をはじめとする半導体製造装置関連機器も同様に推移いた

　　　　　しました。以上の結果、売上は前期に比べ664百万円増収の3,212百万円（前期比26.1％増）となりました。

            以上の結果、プロセス機器事業の売上は前期に比べ1,095百万円増収の15,107百万円（前期比7.8％増）、営

　　　　　業利益は前期に比べ218百万円増益の809百万円（前期比37.0％増）となりました。

　　　　金型・樹脂成形事業

　　　　　　金型・樹脂成形事業につきましては、デジタル家電や娯楽機器など順調な市況で推移いたしましたが、金　

　　　

　　　　　型、樹脂成形品ともに、受注品目には微細化製品が多く、微細加工技術への挑戦などのため採算割れの製品も

　　　　　生じました。

　　　　　　以上の結果、金型・樹脂成形事業の売上は、前期に比べ77百万円増収の1,862百万円（前期比4.3％増）、営

　　　　　業損失は28百万円（前期は営業利益82百万円）となりました。

 （2）財務状態

　　　　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　　　　　　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の減少等により、前

　　　　　期連結会計年度末に比べ475百万円増加し、当連結会計年度末には3,473百万円となりました。

　　　　　　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　営業活動の結果得られた資金は1,934百万円（前年同期は84百万円の支出）となりました。これは主に、た

　　　　　な卸資産の減少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1,197百万円（前年同期は893百万円の支出）となりました。これは主に、有

　　　　　価証券の取得による支出等によるものであります。

　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　財務活動の結果使用した資金は272百万円（前年同期は210百万円の収入）となりました。これは主に、長期

　　　　　借入金返済による支出等によるものであります。 
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　　　　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成17年12月期 平成18年12月期

 自己資本比率（％） 40.4 45.4

 時価ベースの自己資本比率（％） 62.7 37.5

　　　　自己資本比率 ： 自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額／総資産　

　　　　※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

        ※株式時価総額は、期末株価最終×期末発行済株式数により算出しております。

　　　　 

　（3）次期の見通し

　　　　　 通期における見通しといたしまして、まず液晶市場ではテレビ・携帯電話等引き続き順調に増加するものと

　　　　 考えておりますが、一方でユーザーの設備投資予想は前年を大きく下回る見通しであります。これは、過去の

　　　 　投資による生産性の向上による供給能力のアップと、最終製品の加速度的値下げが続く中にあって次代を読ん

　　　　 だ効率的投資判断をするための一時的踊り場が予測されております。しかしながら、2008年の北京オリンピッ

　　 　　クからアナログ放送の終結を控えたテレビの買い替え需要に対応するためには、これは一時的現象と考えてお

　　 　　ります。

　　 　　　半導体関連機器につきましては、引続き堅調に推移するものと見込んでおります。また、金型・樹脂成形事

　　　 　業につきましては、中国上海の子会社の伸展状況と、新たな中国大連の子会社の稼動などを考えて、まず堅調

　 　　　に推移するものと考えております。

　　 　　　このような状況のもと、当社グループは連結通期の業績を売上高14,529百万円（前期比14.4％減）、営業利

　　 　　益612百万円（前期比21.6％減）、経常利益602百万円（前期比24.8％減）、当期純利益344百万円（前期比

　　 　　21.0％減）を予定しております。
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
  　　平成16年7月15日に実施した時価発行公募増資（調達金額1,556百万円）及び平成16年８月17日に実施した第三

    者割当増資（調達額462百万円）の資金使途計画及び資金充当実績の概略は以下のとおりであります。

　　 （1）資金使途計画

　　　　　　資金調達は、500百万円を運転資金に充当し、残額については設備投資資金に充当する予定でありました。

　　 （2）資金充当実績

　　　　　　上記資金使途計画は、概ね計画通り進行しております。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,997,968   3,473,269   

２．受取手形及び売掛金 ※１  2,880,057   2,769,718   

３．たな卸資産   7,508,003   5,344,941   

４. 有価証券   －   799,222   

５．繰延税金資産   128,520   145,445   

６．その他   233,935   47,490   

流動資産合計   13,748,486 73.5  12,580,087 72.4 △1,168,398

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  3,772,715   3,794,921    

減価償却累計額  1,355,494 2,417,220  1,502,463 2,292,458   

(2）機械装置及び運搬具  1,185,534   1,170,421    

減価償却累計額  642,388 543,145  699,885 470,536   

(3）工具器具備品  644,284   654,717    

減価償却累計額  450,446 193,837  470,091 184,626   

(4）土地   1,109,382   1,015,314   

有形固定資産合計   4,263,586 22.8  3,962,935 22.8 △300,650

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   82,507   66,834   

(2）その他   6,746   6,558   

無形固定資産合計   89,253 0.5  73,393 0.4 △15,859
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   213,578   314,124   

(2）繰延税金資産   258,851   294,524   

(3）その他   135,710   147,130   

投資その他の資産合計   608,141 3.2  755,778 4.4 147,637

固定資産合計   4,960,980 26.5  4,792,108 27.6 △168,872

資産合計   18,709,466 100.0  17,372,195 100.0 △1,337,270
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   4,826,919   3,846,679   

２．短期借入金   489,080   505,226   

３．未払法人税等   8,722   208,981   

４．未払金   486,225   404,736   

５．前受金   3,359,929   2,542,082   

６．製品保証引当金   89,000   122,800   

７．賞与引当金   38,453   38,217   

８. 役員賞与引当金   －   8,000   

９．その他   33,218   182,955   

流動負債合計   9,331,548 49.9  7,859,678 45.2 △1,471,870

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   1,187,440   1,005,000   

２．退職給付引当金   324,740   356,336   

３．役員退職慰労引当金   214,275   223,801   

４. その他   93,902   36,717   

固定負債合計   1,820,358 9.7  1,621,855 9.4 △198,502

負債合計   11,151,907 59.6  9,481,534 54.6 △1,670,372

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  1,395,240 7.5  － － －

Ⅱ　資本剰余金   1,909,398 10.2  － － －

Ⅲ　利益剰余金   4,205,184 22.5  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  38,722 0.2  － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定   9,014 0.0  － － －

資本合計   7,557,559 40.4  － － －

負債及び資本合計   18,709,466 100.0  － － －
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,395,240 8.0 －

２．資本剰余金   － －  1,909,398 11.0 －

３．利益剰余金   － －  4,531,157 26.1 －

４．自己株式   － －  △400 △0.0 －

株主資本合計   － －  7,835,395 45.1 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  36,128 0.2 －

２．為替換算調整勘定   － －  19,137 0.1 －

評価・換算差額等合計   － －  55,265 0.3 －

純資産合計   － －  7,890,661 45.4 －

負債純資産合計   － －  17,372,195 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   15,796,084 100.0  16,969,079 100.0 1,172,995

Ⅱ　売上原価   13,573,878 85.9  14,468,114 85.3 894,235

売上総利益   2,222,205 14.1  2,500,965 14.7 278,759

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．運賃  124,715   176,148    

２．役員報酬  126,625   121,814    

３．給与手当  308,094   383,367    

４．賞与  75,928   105,263    

５．退職給付費用  52,840   55,438    

６．法定福利費  46,797   52,674    

７．研究開発費 ※１ 284,088   227,531    

８．その他  529,155 1,548,245 9.8 597,703 1,719,941 10.1 171,696

営業利益   673,960 4.3  781,023 4.6 107,063

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  676   9,866    

２．賃貸収入  15,952   14,814    

３. 保険解約返戻金  34,129   －    

４．受取手数料  4,223   5,910    

５．補助金収入  1,487   －    

６. 為替差益  26,069   3,995    

７．その他  3,580 86,118 0.5 12,480 47,067 0.3 △39,051

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  26,219   23,372    

２. 創立費  －   2,904    

３．その他  1,807 28,027 0.2 1,098 27,375 0.2 △652

経常利益   732,051 4.6  800,715 4.7 68,664
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ －   674    

２. 貸倒引当金戻入益  12,060   4,500    

３. 投資有価証券売却益  － 12,060 0.1 3,656 8,830 0.1 △3,229

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※３ 127   2,616    

２．固定資産除却損 ※４ 1,527   8,975    

３．減損損失 ※５ －   102,699    

４. 投資有価証券評価損  6,585   －    

５．投資有価証券売却損  1,953 10,193 0.1 314 114,606 0.7 104,412

税金等調整前当期純利
益

  733,917 4.6  694,939 4.1 △38,977

法人税、住民税及び事
業税

 249,341   309,306    

法人税等調整額  26,075 275,416 1.7 △50,839 258,467 1.5 △16,949

当期純利益   458,501 2.9  436,472 2.6 △22,028
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,909,398

Ⅱ　資本剰余金期末残高   1,909,398

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,863,683

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  458,501 458,501

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  102,000  

２．役員賞与  15,000 117,000

Ⅳ　利益剰余金期末残高   4,205,184
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年１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

平成17年12月31日　残高（千円） 1,395,240 1,909,398 4,205,184 － 7,509,822

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △102,000  △102,000

利益処分による役員賞与   △8,500  △8,500

当期純利益   436,472  436,472

自己株式の取得    △400 △400

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

  325,972 △400 325,572

平成18年12月31日　残高（千円） 1,395,240 1,909,398 4,531,157 △400 7,835,395

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高（千円） 38,722 9,014 47,736 7,557,559

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △102,000

利益処分による役員賞与    △8,500

当期純利益    436,472

自己株式の取得    △400

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△2,593 10,122 7,529 7,529

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△2,593 10,122 7,529 333,101

平成18年12月31日　残高（千円） 36,128 19,137 55,265 7,890,661
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  733,917 694,939 △38,977

減価償却費  327,846 394,056 66,209

固定資産売却益  － △674 △674

固定資産売却損  127 2,616 2,489

固定資産除却損  1,527 2,975 1,448

投資有価証券評価損  6,585 － △6,585

投資有価証券売却益  － △3,656 △3,656

投資有価証券売却損  1,953 314 △1,638

減損損失  － 102,699 102,699

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △11,500 － 11,500

賞与引当金の増減額（減少：△）  △11,780 △236 11,543

役員賞与引当金の増減額（減少：
△） 

 － 8,000 8,000

製品保証引当金の増減額（減少：△）  △64,300 33,800 98,100

退職給付引当金の増減額（減少：△）  60,953 31,596 △29,357

役員退職慰労引当金の増減額（減少：
△）

 △13,592 9,526 23,119

受取利息及び受取配当金  △1,905 △12,206 △10,301

支払利息  26,219 23,372 △2,847

売上債権の増減額（増加：△）  △446,203 112,443 558,646

たな卸資産の増減額（増加：△）  359,764 2,164,330 1,804,565

その他流動資産の増減額（増加：△）  △103,113 91,880 194,994

仕入債務の増減額（減少：△）  91,707 △952,527 △1,044,234

前受金の増減額（減少：△）  100,469 △822,621 △923,091

未払金の増減額（減少：△）  26,606 △3,116 △29,722

未払消費税等の増減額（減少：△）  △234,419 142,498 376,918

その他流動負債の増減額（減少：△）  17,555 △2,587 △20,142

その他固定負債の増減額（減少：
△） 

 74,343 △54,050 △128,393

為替差損益（差益：△）  △7,043 △3,262 3,781

役員賞与の支払額  △15,000 △8,500 6,500

小計  920,719 1,951,612 1,030,892

利息及び配当金の受取額  1,905 10,876 8,971

利息の支払額  △26,298 △23,357 2,940

法人税等の支払額  △981,203 △5,066 976,136

営業活動によるキャッシュ・フロー  △84,876 1,934,064 2,018,941
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の売却による収入  3,060 13,356 10,295

投資有価証券の取得による支出  △366 △114,911 △114,545

有価証券の取得による支出  － △1,297,892 △1,297,892

有価証券の償還による収入  － 500,000 500,000

有形固定資産の売却による収入  11,473 1,973 △9,500

有形固定資産の取得による支出  △933,330 △272,283 661,046

無形固定資産の取得による支出  △25,253 △16,282 8,971

その他投資等の増減額（増加：△）  50,645 △11,394 △62,040

投資活動によるキャッシュ・フロー  △893,770 △1,197,435 △303,664

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  15,000 △15,000 △30,000

長期借入れによる収入  900,000 350,000 △550,000

長期借入金の返済による支出  △621,415 △501,294 120,121

ファイナンス・リース債務の増減額
（減少：△） 

 18,201 △3,753 △21,955

配当金の支払額  △100,868 △101,622 △753

自己株式取得による支出  － △400 △400

財務活動によるキャッシュ・フロー  210,916 △272,070 △482,987

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  14,763 10,742 △4,021

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

 △752,966 475,301 1,228,267

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,750,935 2,997,968 △752,966

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  ※ 2,997,968 3,473,269 475,301
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は下記の３社であり、連結され

ております。

(1）プレテック株式会社

(2）ＴＡＺＭＯ　ＩＮＣ．

(3）上海龍雲精密機械有限公司

　子会社は下記の４社であり、連結されて

おります。

  (1）プレテック株式会社

  (2）ＴＡＺＭＯ　ＩＮＣ．

  (3）上海龍雲精密機械有限公司

 (4）大連龍雲電子部件有限公司　

　上記のうち大連龍雲電子部件有限公司に

ついては、当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当ありません。

　

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ．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）

イ．有価証券

 　　満期保有目的の債券 

　　　 償却原価法（定額法）　

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）

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ロ．たな卸資産

ａ．商品・仕掛品

　個別法による原価法

ロ．たな卸資産

ａ．商品・仕掛品

同左

 ｂ．原材料

　移動平均法による原価法

ｂ．原材料

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は建物（建

物附属設備を除く）については定額法

を、その他の有形固定資産については

定率法を採用しております。

　また、在外連結子会社は当該国の会

計基準の規定に基づく定率法もしくは

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　27年～39年

機械装置　　　　　８年～12年

イ．有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は建物（建

物附属設備を除く）については定額法

を、その他の有形固定資産については

定率法を採用しております。　

　また、在外連結子会社は当該国の会

計基準の規定に基づく定率法もしくは

定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 建物及び構築物　　28年～37年

 機械装置　　　　　８年～12年
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ロ．無形固定資産

　定額法

　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）に基づいております。

ロ．無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社及び国内連結子会社は、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定債権については個別

に回収可能性を勘案して、回収不能見

込額を計上しております。

　また、在外連結子会社は主として特

定の債権については回収不能見込額を

計上しております。

イ．貸倒引当金

同左

 ロ．賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額を期間に基づいて計上して

おります。

ロ．賞与引当金

同左

 ハ.   　────────── 

 

 

ハ. 役員賞与引当金 

　役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。　　　 　

　（会計処理の変更） 

　当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。これにより、営業利益、経常

利益、税金等調整前当期純利益は

8,000千円減少しております。　

 ニ．製品保証引当金

　当社は、製品の保証期間のメンテナ

ンス及び交換に伴う支出に備えるため、

保証期間内のサービス費用見積額を計

上しております。

ニ．製品保証引当金

同左

 ホ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

社及び国内連結子会社は、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

　数理計算上の差異は、その発生時の

従業員平均残存勤務期間内の一定の年

数（５年）による定額法により、翌連

結会計年度から費用処理することとし

ております。

ホ．退職給付引当金

同左

 へ．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、当社及び国内連結子会社は、内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

へ．役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(4）在外連結子会社の会計

処理基準

　在外連結子会社が採用している会計処理

基準は、当該国において一般に公正妥当と

認められている基準によっており、当社の

採用している基準と重要な差異はありませ

ん。

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　当社及び国内連結子会社は、リース物件

の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　該当ありません。 同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて、作成しております。

──────────

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

20



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　　　　　　　　──────────　 （固定資産の減損に係る会計基準） 　

  当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより税金等調整前当期純利益は102,699千円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 （貸借対照表「純資産の部」の表示）

  当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）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）に基づいて連結

貸借対照表を作成しております。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。　　

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　前連結会計年度まで営業外収益に区分掲記しておりまし

た「廃材売却益」（当連結会計年度538千円）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」に含めて表示することとしました。

　前連結会計年度まで営業外収益に区分掲記しておりまし

た「補助金収入」（当連結会計年度599千円）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」に含めて表示することとしました。　　
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１　連結会計年度末日満期手形の処理

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度

末日残高に含まれております。

※１　連結会計年度末日満期手形の処理

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度

末日残高に含まれております。

受取手形       20,972千円 受取手形       9,139千円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式3,400,000株で

あります。

※２　　　　　　──────────

　３　　当社及び連結子会社（プレテック株式会社）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２行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,400,000千円

借入実行残高 15,000千円

差引額 1,385,000千円

 

 

　３　　当社及び連結子会社（プレテック株式会社）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２行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,400,000千円

借入実行残高 －千円

差引額   1,400,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費 ※１　一般管理費に含まれる研究開発費

       284,088千円              227,531千円

※２　　　　　　　────────── ※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具        674千円

　計        674千円

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具      127千円

　計      127千円

機械装置及び運搬具        2,614千円

工具器具備品 2千円

　計        2,616千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具      154千円

工具器具備品      1,373千円

計      1,527千円

建物及び構築物      7,136千円

機械装置及び運搬具 40千円

工具器具備品       1,798千円

計        8,975千円

 ※５　　　　　──────────  ※５　減損損失

  当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

 用途  種類 場所
損失額

（千円）

 遊休地
 土地

 山林

岡山県

 真庭市 
66,964

 遊休地  土地
岡山県

 井原市 
35,734

　当社は、事業用資産について管理会計上の区分を

基礎として、事業の種類を最小の単位として捉えグ

ルーピングしおります。ただし、遊休地については、

個別物件単位でグルーピングを行っております。ま

た連結子会社は、各社を一つの単位としてグルーピ

ングを行っております。

　遊休資産については、将来の具体的な利用計画が

なく、かつ、地価が帳簿価額を著しく下回っている

と見られることから、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。その内訳は、土地102,699千円であ

ります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定し、土地及び山林については、不動

産鑑定評価額及び固定資産税課税評価額を基礎とし

た価額により評価しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年１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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 3,400,000 － － 3,400,000

合計 3,400,000 － － 3,400,000

自己株式

普通株式 － 100 － 100

合計 － 100 － 100

 　 (注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

 

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18年３月29日

定時株主総会
普通株式 102,000 30 平成17年12月31日 平成18年3月30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19年３月29日

定時株主総会
普通株式 101,997  利益剰余金 30 平成18年12月31日 平成19年3月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲載されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲載されている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定     2,997,968千円

現金及び現金同等物     2,997,968千円

現金及び預金勘定    3,473,269千円

現金及び現金同等物  3,473,269千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（借主側）

　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

（借主側）

　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）

機械装置及び
運搬具

600,999 356,511 244,488

工具器具備品 99,819 68,787 31,031

合計 700,818 425,298 275,519

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

674,307 411,440 262,866

工具器具備品 71,288 53,470 17,818

合計 745,596 464,911 280,684

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内     115,281千円

１年超      176,719千円

合計      292,001千円

１年内 87,985千円

１年超      203,385千円

合計     291,371千円

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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      132,247千円

減価償却費相当額      114,381千円

支払利息相当額       13,990千円

支払リース料     139,578千円

減価償却費相当額      121,637千円

支払利息相当額       12,187千円

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

　利息相当額の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。
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年12月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 73,202 137,100 63,898

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 4,813 6,273 1,460

小計 78,015 143,374 65,358

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 3,727 3,338 △388

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,727 3,338 △388

合計 81,743 146,713 64,969

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、6,585千円減損処理を行っています。

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

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

4,449 － 1,953

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 66,865

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（平成18年12月31日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 799,222 799,083 △139

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 799,222 799,083 △139

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 73,327 131,206 57,879

(2）債券    

①　国債・地方債等 － 　－ －

②　社債  － － －

③　その他 － － －

(3）その他 30,313 33,052 2,738

合計 103,640 164,258 60,617

　

 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

13,468 3,656 314

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 149,865

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 800,000 － － －

(2）社債 － － － －

(3）その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 800,000 － － －
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年１月１日

　至　平成18年12月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度

　当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設けております。また、国内

連結子会社は退職一時金制度を採用しております。

　なお、当社は、厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の

例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出金割合に基づく当連結会計年度

末の年金資産残高は1,955,878千円であります。

２．退職給付債務に関する事項

   
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

(1）退職給付債務 （千円） △1,081,942 △1,161,630

(2）年金資産 （千円） 814,130 920,235

(3）未積立退職給付債務（1)＋(2) （千円） △267,812 △241,395

(4）未認識数理計算上の差異 （千円） △56,928 △114,941

(5）連結貸借対照表計上額（3)＋(4) （千円） △324,740 △356,336

(6）退職給付引当金（5) （千円） △324,740 △356,336

　（注）１．厚生年金基金の代行部分は除いて記載しております。

２．連結子会社の退職給付債務の算定に当っては、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

   
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(1）勤務費用 （千円） 85,025 88,022

(2）利息費用 （千円） 20,190 21,117

(3）期待運用収益 （千円） △12,006 △15,943

(4）数理計算上の差異の費用処理額 （千円） 41,547 14,221

(5）退職給付費用（1)＋(2)＋(3)＋(4) （千円） 134,756 107,418

　（注）１．厚生年金基金の代行部分は除いて記載しております。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1）勤務費用」に計上しております。
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４．退職給付債務等の計算に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2）割引率 　 　2.0 ％ 　 　   2.0 ％

(3）期待運用収益率 　 　1.9 ％ 　 　   2.0 ％

(4）数理計算上の差異の処理年数 ５年 同左

⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループはストックオプション等を行っていないため、該当事項はありません。
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 －

賞与引当金 15,589

製品保証引当金 35,956

研究開発費 77,439

その他 5,610

　　計 134,595

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 17,043

賞与引当金 15,492

製品保証引当金 49,611

研究開発費 58,052

税務上の繰越欠損金 4,237

その他 1,008

　　計 145,445

繰延税金負債（流動）  

未収事業税 △6,074

　　計 △6,074

繰延税金負債（流動）  

未収事業税 －

　　計 －

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 131,313

役員退職慰労引当金 86,643

投資有価証券評価損 14,214

研究開発用固定資産 33,155

返還条件付預り補助金 31,261

その他 1,261

　　計 297,850

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 144,096

役員退職慰労引当金 90,436

投資有価証券評価損 7,957

研究開発用固定資産 26,799

返還条件付預り補助金 9,425

土地 41,490

税務上の繰越欠損金 9,851

その他 988

　　計 331,045

繰延税金負債（固定）  

減価償却 △12,633

特別償却準備金 △116

投資有価証券評価差額 △26,247

　　計 △38,998

繰延税金資産の純額 387,372

繰延税金負債（固定）  

減価償却 △12,031

特別償却準備金 －

投資有価証券評価差額 △24,489

　　計 △36,521

繰延税金資産の純額 439,969

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

との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％） （％）

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.8

住民税均等割 0.5

試験研究費等の税額控除 △2.2

海外子会社の優遇税率適用 △1.9

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税率等の負

担率
37.5

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.2

住民税均等割 0.6

試験研究費等の税額控除 △3.4

海外子会社の優遇税率適用 △2.1

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税率等の負

担率
37.2
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

 
プロセス機器
事業（千円）

金型・樹脂成
形事業

（千円）
合計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,011,631 1,784,452 15,796,084 － 15,796,084

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 14,011,631 1,784,452 15,796,084 － 15,796,084

営業費用 13,420,336 1,701,787 15,122,124 － 15,122,124

営業利益 591,295 82,664 673,960 － 673,960

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 12,647,837 1,891,087 14,538,925 4,170,541 18,709,466

減価償却費 252,465 75,380 327,846 － 327,846

資本的支出 589,876 438,330 1,028,207 3,847 1,032,054

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
プロセス機器
事業（千円）

金型・樹脂成
形事業

（千円）
合計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 15,107,033 1,862,046 16,969,079 － 16,969,079

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 15,107,033 1,862,046 16,969,079 － 16,969,079

営業費用 14,297,202 1,890,854 16,188,056 － 16,188,056

営業利益 809,831 △28,807 781,023 － 781,023

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 10,383,833 1,906,888 12,290,721 5,081,473 17,372,195

減価償却費 281,454 112,601 394,056  394,056

減損損失 － － － 102,699 102,699

資本的支出 72,494 79,428 151,923 28,129 180,052
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　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

プロセス機器事業 液晶製造装置、半導体製造装置、搬送装置等

金型・樹脂成形事業 樹脂成形品、金型等

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度及び当連結会計年度それぞれれ

4,170,541千円及び5,081,473千円であり、その主なものは、当社の現金及び預金、投資有価証券及び繰延税

金資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年１月１

日　至　平成18年12月31日）

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

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

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年１月１

日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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

法人主

要株主

東京応化

工業㈱

川崎市

中原区
14,640,000 製造業

(被所有)

直接

10.6

－

当社製

品を販

売して

いる

当社の液晶

及び半導体

製造装置の

販売

（注）２

11,379,811

売掛金 1,276,575

前受金 3,041,724

　（注）１．上記(1)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．当社の見積価格を基に交渉により決定しております。

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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

法人主

要株主

東京応化

工業㈱

川崎市

中原区
14,640,000 製造業

(被所有)

直接

10.6

－

当社製

品を販

売して

いる

当社の液晶

及び半導体

製造装置の

販売

（注）２

10,894,065

売掛金 652,882

前受金 2,324,542

当社工場の

賃貸

 （注）３

12,160  　－ －

　（注）１．上記(1)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 　　　 ２．当社の見積価格を基に交渉により決定しております。　

３. 当社工場の賃貸については、近隣の賃借取引実勢に基づいて賃借金額を決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額       2,220.31円

１株当たり当期純利益金額       132.35円

１株当たり純資産額 2,320.85円

１株当たり当期純利益金額        128.38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、潜在株式が存在してい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金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

 
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 458,501 436,472

普通株主に帰属しない金額（千円） 8,500 　　────

（うち利益処分による役員賞与金） (8,500) 　　────

普通株式に係る当期純利益（千円） 450,001 436,472

期中平均株式数（千株） 3,400 3,399

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

　　　──── 　　　────
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（重要な後発事象）

　　　　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）生産実績

　　　　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別

セグメントの名称

前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

　プロセス機器事業 12,142,204 90.0 12,775,291 89.2 633,087 5.2

 　液晶製造装置 10,138,399 75.2 10,360,307 72.3 221,907 2.2

 　半導体関連機器 2,003,805 14.8 2,414,984 16.9 411,179 20.5

　金型・樹脂成形事業 1,343,828 10.0 1,554,268 10.8 210,439 15.7

合計 13,486,032 100.0 14,329,559 100.0 843,526 6.3

（注）１．金額は製造原価によっております。

 　　 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

  （2）受注状況

　　　　 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別

セグメントの名称

 前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

　  至　平成17年12月31日）

 当連結会計年度

（自　平成18年１月１日

　  至　平成18年12月31日）

増減

 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）

　プロセス機器事業 14,721,605 10,572,491 10,907,595 6,373,054 △3,814,009 △4,199,437

 　液晶製造装置 12,234,569 10,016,490 6,859,665 4,982,004 △5,374,903 △5,034,485

 　半導体関連機器 2,487,036 556,001 4,047,930 1,391,049 1,560,894 835,048

　金型・樹脂成形事業 1,807,971 252,259 1,966,397 356,610 158,426 104,351

合計 16,529,576 10,824,750 12,873,993 6,729,664 △3,655,583 △4,095,086

（注）上記の金額に消費税等は含まれておりません。

 

   （3）販売実績

　　　　  当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別

セグメントの名称

 前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

　  至　平成17年12月31日）

 当連結会計年度

（自　平成18年１月１日

　  至　平成18年12月31日）

増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

　プロセス機器事業 14,011,631 88.7 15,107,033 89.0 1,095,401 7.8

 　液晶製造装置 11,463,181 72.6 11,894,151 70.1 430,969 3.8

 　半導体関連機器 2,548,450 16.1 3,212,882 18.9 664,431 26.1

　金型・樹脂成形事業 1,784,452 11.3 1,862,046 11.0 77,593 4.3

合計 15,796,084 100.0 16,969,079 100.0 1,172,995 7.4

（注）１．最近２連結会計年度の主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。

相手先

 前連結会計年度

 （自　平成17年１月１日

　   至　平成17年12月31日）

 当連結会計年度

 （自　平成18年１月１日

　   至　平成18年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

東京応化工業㈱ 11,379,811 72.0 10,894,065 64.2

　　　２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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