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(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 74,662 △0.3 △1,630 － △1,727 － △1,047 －

18年３月期 74,912 △15.4 5,179 △41.3 4,907 △32.7 3,393 △33.9

 
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
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △20 60 － － △4.0 △2.3 △2.2

18年３月期 66 52 62 30 13.4 6.7 6.9

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

 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３月期 73,196 25,083 33.9 501 41

18年３月期 75,150 27,669 36.8 534 03

（参考）自己資本 19年３月期 24,782百万円 18年３月期 27,669百万円

 
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３月期 △4,373 △1,361 △415 8,210

18年３月期 6,165 1,054 △1,448 14,336

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） （基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 3 50 3 50 7 00 355 10.5 1.4

19年３月期 3 50 3 50 7 00 354 － 1.4

20年３月期（予想） － － － － － － － － －

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 38,000 △8.1 1,400 － 800 － 500 － 10 12

通期 80,000 7.1 3,900 － 3,000 － 1,800 － 36 42
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４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、25ページ「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」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(2）個別財政状態 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 51,926,194株 18年３月期 51,926,194株

② 期末自己株式数 19年３月期 2,500,599株 18年３月期 200,426株

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 58,143 △0.9 △3,407 － △2,764 － △1,419 －

18年３月期 58,663 △18.2 2,450 △55.2 3,823 △8.6 3,435 6.0

 
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 

 円 銭 円 銭

19年３月期 △27 93 － －

18年３月期 67 58 63 29

 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３月期 59,945 21,041 35.1 425 72

18年３月期 62,026 24,360 39.3 470 25

（参考）自己資本 19年３月期 21,041百万円 18年３月期 24,360百万円

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 29,000 △10.4 400 － 100 － 100 － 2 02

通期 63,000 8.4 1,800 － 1,400 － 800 － 16 19

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1）経営

成績の分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

1)業績全般について 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費と設備投資が回復のきざしを見せ、輸出が引

き続き増加したことで、企業収益が好調に推移し景気拡大が継続いたしました。 

このような景況下で、当社グループの主要顧客であります液晶パネル・半導体・ＤＶＤ業界等

の設備投資は、大型液晶テレビ、デジタルカメラ、携帯電話、携帯音楽プレーヤー、ＤＶＤプレ

ーヤーなどデジタル家電製品の市場拡大で活発に行われ、総じて堅調に推移いたしましたが、液

晶、半導体の一部のお客様で生産調整による設備投資の延期がありました。 

また光ディスク業界では、ＤＶＤの需給バランスの調整や、次世代ディスクの規格統一問題が

影響し設備投資が低迷いたしました。たばこ自販機は、成人識別対応を控え市場が低迷しました

が、券売機は非接触カード対応機の需要が高まりつつあります。 

このような事業環境の下、当社グループでは受注・売上の確保を最優先として取り組んでまい

りました。しかしながら液晶パネル製造装置の厳しい価格引下げ要求、開発的追加コストの発生

などの影響により、当中間期では収益面で悪化いたしましたが、期後半ではコスト低減活動や設

計・生産体制の整備を図るなど、収益性の改善を実現することができました。当社グループで

は、中期経営計画の基本方針『継続的成長と高収益体質の強化』を『商品力・生産力の強化によ

る高収益体質の実現』に変更し、収益性の改善に一点集中し、その実現に向けアクションプラン

を実行いたしました。具体的には、高収益体質を強化するため設計・生産部門の体制整備とコス

トリダクション、生産力・調達力の強化のため工場の新設と調達革新の推進などを実施いたしま

した。さらに将来への事業を見据えて当社コア技術をベースに新分野・成長分野への事業展開を

図りました。 

以上の結果、当期の連結売上高は74,662百万円、連結経常損失は1,727百万円、連結当期純損

失は1,047百万円となりました。 

2)部門別の概況 

ファインメカトロニクス部門 

液晶パネル製造装置では、国内外で設備投資が積極的に行われ、当社では、Ｃ．Ｏ．Ｏ（Ｃ

ｏｓｔ of Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ：製造者が負担する製造コスト）低減を目指した液晶パネル

基板大型化に対応した縦型洗浄装置／剥離装置、配向膜インクジェット塗布装置等の新商品に

よる実績の拡大を図りました。一方、液晶パネルの在庫増、パネル価格の下落によりパネル製

造メーカの収益が悪化し、一部のお客様で生産調整による設備投資の延期がありました。さら

に液晶パネル製造装置に対する価格引下げの要求は、当初予想を超える厳しさを増し、当中間

期においては急激な価格低下にコストダウンが追随できずに損益が悪化しましたが、期後半は

収益性の改善に集中し、コスト低減活動と設計・生産体制の整備などの改善活動をさらに推進

した結果、損益改善を図ることができました。 

大型液晶テレビ用アウターリードボンディング装置などの液晶モジュール工程の装置は、韓

国、中国向けを中心に堅調に推移しました。 

半導体製造装置は、パソコンやデジタルカメラ、携帯音楽プレーヤーに使用されるＮＡＮＤ

型フラッシュメモリなど好調な設備投資に支えられ、３００ｍｍウェーハ用アッシング／エッ

チング装置やダイボンディング装置、タクト、精度面で機能向上した新開発の高速フリップチ

ップボンディング装置の売上が堅調に推移しました。 

この結果、当部門の連結売上高は59,118百万円（前期比9.8％増）となりました。 
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電子・真空機器部門 

メディアデバイス装置では、ＤＶＤの需給バランスの調整や次世代ディスクが規格統合に至

らず、当期においても国内外での設備投資が様子見となるなど、全体として設備投資が低迷し

ました。真空応用機器では、自動車用ミラーの光触媒用大型スパッタリング装置などが国内外

において好調に推移しました。レーザ応用装置においては太陽電池加工装置の需要が高まりま

した。 

この結果、当部門の連結売上高は9,527百万円（前期比21.6％減）となりました。 

流通機器システム部門 

たばこ自販機は長期的な市場減少傾向が続いており、平成２０年度からスタートする成人識

別対応機を控え市場がまだ低迷していますが、営業活動の強化によるシェアの拡大を図ってお

ります。また券売機は非接触カード対応機の需要が高まりつつあります。 

この結果、当部門の連結売上高は4,192百万円（前期比40.6％減）となりました。 

不動産賃貸部門 

不動産賃貸収入は期初計画どおり推移し、連結売上高は1,823百万円（前期比2.9％減）とな

りました。 

②次期の見通し 

業績全般に関する見通し 

液晶・半導体製造装置の平成１８年度の市況は、デジタル家電、マルチメディア応用製品等対

象製品の裾野の広がりにより好調となりました。平成１９年度以降、個人消費も緩やかに増加す

る等、景気拡大が続いていますが、デジタル家電の価格競争の激化や部材費の値上がり等の影響

を受け、液晶・半導体製造装置の価格競争は益々激しくなるものと予想されます。そのため、生

産体制の強化と価格引下げへの対応が急務となります。液晶製造装置市場は、在庫増やパネル価

格の下落で、設備投資計画が見直され平成１９年度の投資は一旦下がるものと思われますが、期

後半から大型液晶テレビ用設備投資が活発化し、さらに薄型テレビの最大市場である欧州、米州

にてパネル組立が開始され、液晶モジュール工程用設備投資も活発化すると予想されます。一

方、半導体製造装置市場は、メモリの価格下落や在庫調整などの影響はあるものの継続的に成長

することが期待されます。メディアデバイス製造装置市場は、次世代ディスクの平成２０年度か

らの市場本格普及に向け、次世代ＤＶＤ用製造装置用投資が加速すると思われます。流通機器シ

ステム分野では、たばこ自販機の成人識別用として本格的な需要が拡大すると予想されます。 

当期の利益悪化から脱却し、高収益体質を実現するため、商品力・生産力を強化していきま

す。そのため、海外からの調達や設計段階でのＶＡ等を積極的に推進していくことで徹底したコ

ストリダクションを実行し、さらに商品競争力の強化、業務の効率改善を実施いたします。ま

た、新設した工場棟の活用や韓国芝浦メカトロニクス㈱での現地生産による生産効率の改善と受

注から納入までの総リードタイムの短縮により、顧客のニーズにスピーディーに対応してまいり

ます。このような取り組みにより、平成２０年３月期の業績の見通しとしては、連結売上高800

億円、連結経常利益30億円、連結当期純利益18億円を予想しております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、前期末に比べ1,953百万円減少し73,196百万円となり

ました。 

流動資産においては、前期末に比べ3,837百万円減少し52,766百万円となりました。これは主

に、売上の期末集中に伴う売掛金の増加や、売上の延期に伴う減収により現金及び預金が大きく減

少したことによります。 

一方、固定資産においては、前期末に比べ1,883百万円増加し20,430百万円となりました。これ

は主に、生産体制強化のための生産工場の新設、拡張により建物及び構築物が増加したことにより

ます。 
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負債につきましては、前期末に比べ960百万円増加し48,112百万円となりました。 

これは主に、前受金、未払法人税等の減少がありましたが、設備未払金の増加、長期借入金の増

加によります。 

純資産につきましては、前期末に比べ2,585百万円減少し25,083百万円となりました。 

これは主に、当期純損失の計上、配当金の支払による利益剰余金の減少と自己株式の取得等によ

り減少したことによります。 

②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、前期に比べ6,125百

万円減少し、8,210百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・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） 

当期の営業活動による資金の減少は4,373百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純損失の計上、法人税等の支払、前受金の減少等により減

少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動による資金の減少は1,361百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出により減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動による資金の減少は415百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の借入れによる収入がありましたが、自己株式の取得による支出

による減少と配当金の支払等により減少したことによります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

（注１）各指標は、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。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により計算してお

ります。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」を使用しております。 

（注４）有利子負債は、連結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。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の「利

息の支払額」を使用しております。 

  平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 26.8 26.1 32.4 36.8 33.9  

時価ベースの自己資本比率

（％） 
32.9 57.4 68.7 90.0 38.8  

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
2.9 3.4 1.8 1.1 －  

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
28.1 15.4 28.9 52.6 －  
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

基本方針 

当社グループは、株主の皆様へ利益還元を行うことが最も重要であると考えており、業績に裏付

けられた安定配当を維持していくことを基本方針としています。その実施につきましては、当該期

及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしています。 

また、内部留保につきましては、将来に向けた新技術の開発や今後の事業拡大のための設備投資

と研究開発などに有効活用し、さらなる経営基盤の強化と収益力の向上に注力していきます。 

当期配当 

前述の利益配分に関する基本方針のもと、平成１９年３月期の配当は、株主重視の方針を勘案

し、期末配当は１株当り３円５０銭とし、中間配当３円５０銭に加えて年間配当７円（前期と同

額）を予定しています。 

次期配当 

当社グループは、収益体質と財務体質の一層の強化を図り、株主の皆様に利益の還元を行うこと

が最も重要であると考えており、業績に裏付けられた安定配当を維持していくことを基本方針とし

ています。次期利益配分につきましては、株主の皆様への安定した利益還元と内部留保の必要性を

総合的に勘案して、配当の額を決定する予定です。 

(4）事業等のリスク 

当社グループの業績は、今後発生しうるさまざまなリスク要因により影響を受ける可能性があり

ます。以下に事業を推進していく上でリスク要因となる可能性のある主な事項を記載してありま

す。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防と発生時の対

策に努力する所存です。 

①経済状況による影響 

当社グループが販売する製造装置の需要は、その製造装置で生産される液晶・半導体等のエレ

クトロニクス部品の需給状況に影響を受け、特にエレクトロニクス部品が消費されている国の経

済状況の影響を受けます。従って北米、欧州、アジア、日本等の国の景気後退と需要の縮小によ

り、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

②海外販売に潜在するリスク 

当社グループの海外売上高比率は約５０％となっており、その大部分は台湾、韓国、中国に集

中しております。 

従って、台湾、韓国、中国等の海外市場への販売活動において、各国の政治状況の急変、法

律・税制の予期しない変更、経済状況の急変、急激な通貨変動・インフレーション等の価格変

動、雇用の困難と人件費の急騰、地震・台風・洪水・感染症の自然災害およびテロ・戦争等の社

会的混乱等のリスクが顕在化した場合、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

③価格競争による影響 

当社グループの主要顧客でありますエレクトロニクス業界は、デジタル家電の拡大に伴い、設

備投資が堅調に推移しております。しかし、各製品の価格競争も激しく製造装置への投資コスト

も抑制される傾向にあります。当社グループでは、次世代大型ガラス基板対応装置、３００mmウ

ェーハ対応装置と新技術対応装置等をいち早く市場に投入し、技術的に進化した高精度、高品質

の高付加価値製品を市場に送り出すべく活動を実施しておりますが、今後競合メーカや新規メー

カが参入した場合、競争が激化し当社グループの計画に相違が生じることが考えられます。さら

に、素材や購入品の価格高騰による製品の原価上昇という結果をもたらす可能性があります。価

格面での過度の競争は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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④他社との提携によるリスク 

当社グループでは、新規事業、事業拡大の一環として、経営資源を最適化し、相乗効果を引き

出すため、他社とのコラボレーション、技術提携、合弁を実施していきます。当社グループで

は、引き続きこのような活動を続けてまいりますが、当事者間で不一致が発生した場合、当初の

計画通りに業績を上げられず、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

⑤品質に関するリスク 

当社グループでは、ＩＳＯ９００１に基づいた品質保証体制のもと、最先端技術を新製品に搭

載し、当社製品をいち早く市場に投入することで、当社製品を多くの顧客に提供しております。

しかし、当社製品が最先端技術を活用したものであることにより、未知の分野での技術が多く存

在し、予期せぬ不具合が発生し事故につながることも考えられます。そのために当社グループの

業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥経営戦略遂行に関するリスク 

当社グループでは、当社の製造装置の最終製品となるエレクトロニクス製品の市場の拡大と新

技術の進歩に遅れることなく、安定した収益を上げることが最重要課題と考えています。そのた

め、市場動向、技術動向等の調査を随時実施いたしますが、リスクのある事業でも先の成長性を

見込んで事業遂行していくことがあります。競合の存在、開発投資額の増加、開発の遅れ、市場

の急激な変化等により、その事業の経営計画に相違が生じることがあります。 

⑦知的所有権に関するリスク 

当社グループでは、当社製造装置について特許となりうるものに関しては、積極的に権利の獲

得を目指すとともに、その製品に関する特許レビューを実施しております。しかしながら第三者

から思わぬ特許侵害訴訟を提訴され損害を被るリスクがあります。 

⑧環境保全に関するリスク 

当社グループでは、全事業所・工場で環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１）の認証

を取得し、環境に配慮した活動を行っております。しかし、事業活動を行う上では環境負荷の高

い物質も使用する場合もあり、昨今の環境法規制の新規規制および法改正等により規制されるこ

とがあります。 

また、地球温暖化防止を目的とした環境税の導入・ＣＯ2の排出規制等新たな法規制が発効さ

れ、経済的負担が増えることもあります。さらに現在は使用していないが過去に使用した実績の

ある有機溶剤等が土壌中に残留していることがあり、土地を有効活用する場合、これらを適切に

処理するための処分費用負担が生ずることがあります。 

⑨大規模災害の影響 

当社グループの国内生産拠点は神奈川県下と福井県小浜地区および兵庫県姫路地区に所在して

おります。これらの地区において大規模災害が発生した場合には、生産設備の破損、物流機能の

麻痺等が生じ、生産拠点の操業停止等により生産能力に重大な影響を被る可能性があります。 

⑩減損会計適用による影響 

固定資産の減損会計適用に伴い、当社グループの業績および財務状況に影響を受ける可能性が

あります。 
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＊（注意事項） 

本決算短信で記載されている事項には、当社の将来についての計画、戦略や業績に関する見通しの

記述が含まれております。これらの記述は、現時点で把握可能な情報をもとに判断し作成したもので

す。当社グループのお客様であるエレクトロニクス分野においては、技術革新が早く競争の激しい分

野です。 

また、世界経済、エレクトロニクス分野の市況、多様なリスク、不確実性な要素により、当社グル

ープの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。 

したがいまして、実際の売上高、利益はこの決算短信に記載されている数値と異なる可能性がある

ことをご承知おきください。 

また、リスクの主なものは上記のとおりですが、これに限られるものではありません。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、当社の子会社９社で構成され、グループが営んでいる主な事業は、フラッ

トパネルディスプレイ製造装置、半導体製造装置、レーザ応用装置、メディアデバイス製造装置、自

動販売機等の製造および販売であり、さらに保守サービスならびに工場建物等の維持管理等の事業活

動を展開しています。 

当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。 

なお、事業の内容における事業区分は、事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であ

ります。 

区分 主要製品名 
当社及び関係会社の位置付け  

製造  販売・据付・サービス他  

ファインメカトロ

ニクス 

フラットパネルディスプレイ製造装置 

（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェッ

ト塗布装置、セル組立装置、アウタ

ーリードボンディング装置） 

半導体製造装置 

（洗浄装置、エッチング装置、アッシ

ング装置、ダイボンディング装置、

インナーリードボンディング装置、

フリップチップボンディング装置、

半導体検査装置） 

非破壊検査事業 

鉄道線路保守用機器等  

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦エンジニアリング㈱ 

・芝浦ハイテック㈱ 

・韓国芝浦メカトロニクス㈱

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦エンジニアリング㈱ 

・芝浦ハイテック㈱ 

・芝浦テクノロジー・インタ

ーナショナル・コーポレー

ション 

・台湾芝浦先進科技(股) 

・芝浦機電（上海）有限公司

・韓国芝浦メカトロニクス㈱

 電子・真空機器 レーザ応用装置 

マイクロ波応用装置 

メディアデバイス製造装置 

（スパッタリング装置、真空貼り合せ

装置） 

産業用真空蒸着装置 

二次電池製造装置 

精密部品製造装置 

その他自動化機器 

真空ポンプ等  

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦プレシジョン㈱ 

・芝浦ハイテック㈱ 

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦プレシジョン㈱ 

・芝浦テクノロジー・インタ

ーナショナル・コーポレー

ション 

・台湾芝浦先進科技(股) 

・芝浦機電（上海）有限公司

・韓国芝浦メカトロニクス㈱

 流通機器システム 
自動販売機 

自動券売機等  
・芝浦自販機㈱  ・芝浦自販機㈱  

 不動産賃貸 不動産賃貸及び管理業務等   
・当社 

・芝浦エンジニアリング㈱  
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 事業の系統図は下記のとおりであります。 

そ の 他 の 関 係 会 社

㈱ 東 芝

連 結 子 会 社 連 結 子 会 社

芝 浦 エ レ テ ッ ク ㈱ 芝 浦 自 販 機 ㈱

連 結 子 会 社

連 結 子 会 社

台湾芝浦先進科技（股）

連 結 子 会 社 当 社

連 結 子 会 社 非 連 結 子 会 社

芝 浦 ハ イ テ ッ ク ㈱
芝 浦 機 電 （ 上 海 ）
有 限 公 司

連 結 子 会 社 非 連 結 子 会 社

韓国芝浦 ﾒ ｶ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ ㈱
芝浦ﾃ ｸ ﾉ ﾛ ｼ ﾞ ｰ・ ｲ ﾝ ﾀ ｰ
ﾅ ｼ ｮ ﾅ ﾙ ・ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ

芝浦エンジニアリング㈱

芝浦プレシジョン㈱ 芝浦メカトロニクス㈱

補修部品等
　の供給製品の供給

並びに役務
の提供

建物等の修繕
及び維持管理
並びに役務の提供

製品の供給並び
に役務の提供

製品の供給及び
不動産賃貸    不動産賃貸

役務の提供

製品・補修
部品の供給

役務の提供

製品・補修
部品の供給

製品の供給

製品の供給並び
に役務の
提供

製品の
供給

製品の供給
並びに役務
の提供

部品の
供給
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「すべてに革新を」「合理性の追求」「人間性の尊重」を企業行動理念とし、

グループ全体にその浸透と徹底を図ることにより、スピードと活力のあるグローバルな企業グルー

プの実現を目指しております。 

 この行動理念に基づき高い成長性と高収益を実現するため、経営ビジョンと事業戦略から重要課

題を設定して具体的な施策を展開させる経営改革手法（ＢＣＭ：Balanced CTQ Management）を取

り入れた「イノベーション推進活動」の全面展開と社員の働き甲斐、モラール向上を目指したボト

ムアップ型の社内活性化運動（Ａｃｔｉｖｅ運動）の実施、成果重視の人事処遇制度の実施および

環境保全活動強化の推進等継続的な企業活動に取り組んでおります。 

 当社グループは、パソコン、携帯電話、薄型テレビ、デジタルカメラ、ＤＶＤといったマルチメ

ディア応用製品、デジタル家電に不可欠なフラットパネルディスプレイ、半導体等の各種エレクト

ロニクスコンポーネンツ製造装置の事業分野に注力し、「デジタル時代のインフラプロバイダー」

を基軸として事業を展開しております。 

 その推進にあたっては、ビジネスの全てにネットワークを活用したｅ革命を実践し、インターネ

ット時代にふさわしい真に電子化された「e-Shibaura」の実現と、地球環境に配慮したモノ造りを

志向する「E-Shibaura」の実現を目指し、「ｅ＆Ｅの芝浦」として、自らの行動やマインドも革新

し、グローバルなお客様のご要望にお応えすべく、経営革新に取り組んでまいります。従業員全員

が経営ビジョンを共有した上で、必達目標を設定し結果に対しての責任を負うコミットメント経営

を実践し、ルールを遵守し、公正な企業活動により経営ビジョンを達成するよう従業員全員で取り

組んでまいります。 

 また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）は利益の追求という経済的側面だけではなく、法令遵守や人

権、お客様満足、環境、社会貢献等、企業を取り巻く側面について、ステークホルダーの信頼を獲

得して、企業として継続、発展していくための基盤だと考えております。当社では、ＣＳＲの強化

推進のため平成１７年４月にＣＳＲ委員会を発足いたしました。当社グループでは「経済」に加え

て「社会」「環境」の面でステークホルダーとのコミュニケーションを深め、皆さまから信頼され

る企業でありたいと考えております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは、収益力向上、資金効率、株主価値の向上を重視しております。このため、経

営指標としての総資産利益率ＲＯＡ、株主資本利益率ＲＯＥの向上を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループでは内外の景気動向や事業環境の変化等を踏まえて、平成１９年度からの３年間を

見通した中期経営計画を策定し、平成２１年度には総資産利益率ＲＯＡ１０％、株主資本利益率Ｒ

ＯＥ１５％を目指してまいります。 

 本中期経営計画では、収益の改善に一点集中し、株主の価値向上を目指し、「商品力・生産力の

強化による高収益体質の実現」を基本方針とし、達成のための重点施策を下記の通りと定めていま

す。 

 １．高収益体質の強化 

 ２．生産力の強化 

 ３．新分野・成長分野への事業展開 

 ４．アセットライト 

 ５．人財戦略 

 ６．ガバナンス強化 
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 当社グループでは変化の激しい半導体、液晶、メディアデバイス等の事業環境や市場動向に迅速

に対応しながら利益を確保するため、事業戦略を明確にし、顧客の視点で課題をとらえ、業務プロ

セスを改善するための諸施策を着実に実行してまいります。 

 事業環境の変化を踏まえて当中期経営計画では、液晶事業中心の事業構造から、液晶、半導体、

メディア・真空、その他事業のバランスの取れた事業構造に変革し、収益構造の転換を図ってまい

ります。 

 主要施策として下記の項目を実施いたします。 

①半導体事業の拡大 

 パソコン、携帯電話、携帯音楽プレーヤー、デジタルカメラなどのデジタル家電に使用さ

れるメモリをはじめ、半導体デバイス用の設備投資が積極的に行われています。このような

事業環境の下、半導体事業の拡大を図ります。エッチング、アッシング、半導体ウェットプ

ロセス装置、ダイアタッチ装置のシェア拡大のため、戦略的な新商品の市場投入や大手ユー

ザとの連携を積極的に推進していきます。また、超薄化チップ用の装置など新分野への事業

展開も図ります。事業拡大に伴い、人員などのリソースの再配置を行い、早期戦略化に向け

強力に推進していきます。 

②液晶事業の収益性改善 

 大型液晶テレビ用設備投資が積極的に行われていますが、液晶パネル価格の下落などによ

り、液晶製造装置へのコストダウン要求がますます激しくなるものと予想されます。このよ

うな事業環境の下、収益性を確保するため、成長戦略から利益重視体制にシフトし、継続的

にコストリダクションを実行し、戦略商品への特化など商品競争力の強化を図り利益体質を

構築していきます。 

③メディア・真空事業の拡大 

 平成２０年度からブルーレイディスク、ＨＤ－ＤＶＤの次世代ＤＶＤの市場本格普及が期

待されています。また、新ディスプレイとなる有機ＥＬも立ち上がりつつあります。このよ

うな事業環境の下、大手ユーザとの連携を強化するなど次世代ＤＶＤ用スパッタリング装置

のシェア拡大と当社独自の真空貼り合わせ装置などの市場投入で事業規模の拡大を図りま

す。 

④新規事業の立上げ 

 中長期的な事業基盤を強固にするため、今後拡大が期待される分野において当社技術を活

かせる新規事業を発掘し、次世代における主力事業の候補と位置づけ、その育成と拡大を図

ってまいります。既存事業分野での次世代商品市場や成長が期待される新規市場での事業性

を検討し、Ｍ＆Ａ、アライアンスを積極的に推進してまいります。 

⑤生産力・調達力の強化 

 国内外での製造設備メーカ間の熾烈な競争に勝ち、さらなる事業拡大を図るため、当社で

は液晶パネル基板の大型化および半導体事業の拡大に向けての供給体制を国内外において充

実を図ってまいります。 

 当社横浜事業所においては、液晶パネル基板大型化および半導体事業の拡大に対応した新

工場棟を平成１９年２月竣工し、さらに韓国においては、連結子会社である韓国芝浦メカト

ロニクス㈱の現工場を平成１８年１１月に２階建てに増床し、生産スペースを約２倍に拡充

いたしました。 

 これらの大幅な生産能力の増強により、国内外における大型液晶パネル製造装置および半

導体製造装置の活発な設備投資に対応してまいります。 

 また、調達力の強化として、海外調達部門を設置し、部品、ユニットの海外調達を強力に

推進します。さらに全社調達革新推進活動を当社調達先と連携することで、さらなるコスト

ダウンを図っていきます。 
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⑥価格・コスト競争力の強化 

 デジタルメディア商品の価格下落に伴い、その使用部品の価格ダウンが求められ、当社製

造装置も売価ダウンを要求されております。そのため、装置価格の大幅なコストダウンを実

現するため、製造原価低減の施策を展開しております。具体的には、設計生産性向上のため

３次元ＣＡＤの活用、設計ＶＡ、標準化、プラットフォーム化、部品・ユニットの海外から

の調達によるコストダウン、業務の整流化によるリードタイムの短縮等です。これらの施策

により納期短縮を図り、製品の価格競争力と収益力の向上を目指してまいります。 

⑦商品力・開発力の強化 

 液晶分野では、縦型ウェットプロセッサ、配向膜インクジェット塗布装置、大型液晶テレ

ビ用ＯＬＢ装置、半導体分野では、高性能アッシング装置、裏面エッチング装置、高精度ダ

イボンダ、メディア分野では、ブルーレイディスク、ＨＤ－ＤＶＤ用装置、レーザ分野では

薄膜太陽電池パネル加工用装置など、各事業分野で商品競争力のある装置を提供してまいり

ます。 

⑧人財の育成と活用 

 従業員は財産であるとの考えのもと、人材を人財にするための基盤づくりを推進していま

す。人事・教育体制の充実と次世代リーダー教育の確立など人材育成に力を入れていきま

す。さらにものつくりをしているメーカとして、製造力の強化を図るため社内教育を積極的

に実施しています。 

 液晶事業と半導体事業のバランスのとれた事業構造に変革するため、大幅な人員の再配置

を行います。特に技術、製造部門においては早期戦略化を図ります。 

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

① グループ経営強化の推進 

 当社グループは、事業部と関係会社を組織的に同列と位置付け、事業単位ごとに最も発展が見

込める組織形態を選択し、関係会社も含めた積極的な事業の再配置を実施してグループ経営の強

化を進めております。 

② グローバル市場への体制強化 

 当社グループは事業のグローバル展開を見据え、すでに米国、台湾、中国に現地法人を、韓国

には合弁会社を設立してまいりました。 

 韓国での事業規模は年々増加し、特に近年はフラットパネルディスプレイ製造装置を中心に需

要が急速に高まりつつあります。このような事業環境の中で、韓国国産メーカと性能、価格、サ

ービス面で熾烈な競争を展開しており、この厳しい競争に勝ち、韓国におけるさらなる事業拡大

を図るため、当社から人材を派遣し、当社製造装置の生産体制を拡充するとともに、販売・製

造・サービスの一層の充実を図り、マーケットに直結した事業運営の推進と韓国ユーザへのＣＳ

（顧客満足度）向上を図ることにより、さらなる売上拡大と事業の発展を目指してまいります。

 当社グループは、今後も米国、台湾、韓国、中国での現地法人を核にして、グローバル市場へ

の体制を強化してまいります。 

③ 内部統制システム構築への対応 

 当社グループは、金融商品取引法（日本版ＳＯＸ法）の成立に伴い平成２０年度から実施され

る日本版ＳＯＸ法に対応した財務報告に係る内部統制の構築を推進するため、平成１８年９月１

日付でＪ－ＳＯＸ推進部を発足いたしました。経営者は「財務報告に係る内部統制」を自らが整

備・運用・評価し、その結果を「内部統制報告書」として表明する義務があり、その適正性を外

部監査人の監査を受けることとなります。Ｊ－ＳＯＸ推進部は、経営トップ方針に基づき当社グ

ル－プ全体へ財務報告に係る内部統制の構築を積極的に実施していきます。 
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４．連結財務諸表 
(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   14,558   8,598  △5,960 

２ 受取手形及び売掛金 ※５  24,734   25,531  797 

３ たな卸資産   15,700   15,918  218 

４ 繰延税金資産   1,041   1,581  539 

５ その他   636   1,182  546 

６ 貸倒引当金   △67   △46  21 

流動資産合計   56,604 75.3  52,766 72.1 △3,837 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1)建物及び構築物 ※１  27,811   29,339  1,528

(2)機械装置及び運搬具   905   853  △52

(3)工具器具及び備品   260   330  69

(4)土地   162   197  34 

(5)建設仮勘定   124   191  66 

(6)減価償却累計額   △14,066   △14,447  △381 

有形固定資産合計    15,198 20.2  16,464 22.5 1,265 

２ 無形固定資産   360 0.5  321 0.4 △39

３ 投資その他の資産         

(1)投資有価証券   400   370  △29 

(2)長期貸付金   6   4  △1 

(3)長期前払費用   6   6  0 

(4)繰延税金資産   2,095   2,793  697 

(5)その他   478   474  △3 

(6)貸倒引当金   －   △5  △5 

投資その他の資産合計   2,987 4.0  3,644 5.0 656 

固定資産合計   18,546 24.7  20,430 27.9 1,883 

資産合計   75,150 100.0  73,196 100.0 △1,953 
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減
(百万円) 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金 ※５  21,628   21,682  54 

２ 短期借入金   3,462   1,145  △2,317 

３ 未払法人税等   963   353  △609 

４ 未払消費税等   78   97  18 

５ 未払費用   3,355   3,320  △34 

６ 役員賞与引当金   －   12  12 

７ 受注損失引当金   －   373  373 

８ 設備未払金   －   1,065  1,065 

９ その他   2,560   1,367  △1,192 

流動負債合計   32,049 42.7  29,419 40.2 △2,629 

Ⅱ 固定負債         

１ 新株予約権付社債   3,215   3,215  － 

２ 長期借入金   3,204   7,004  3,799 

３ 退職給付引当金   4,836   4,779  △56 

４ 役員退職慰労引当金   151   158  7 

５ 修繕引当金   397   296  △101 

６ 預り保証金   3,000   3,000  － 

７ 連結調整勘定   298   －  △298 

８ 負ののれん   －   239  239 

固定負債合計   15,103 20.1  18,693 25.5 3,589 

負債合計   47,152 62.8  48,112 65.7 960 

（少数株主持分）         

少数株主持分   328 0.4  － － △328 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   6,761 9.0  － － △6,761 

Ⅱ 資本剰余金   10,739 14.3  － － △10,739 

Ⅲ 利益剰余金   10,223 13.6  － － △10,223 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  125 0.2  － － △125 

Ⅴ 為替換算調整勘定   34 0.0  － － △34 

Ⅵ 自己株式 ※３  △214 △0.3  － － 214 

資本合計   27,669 36.8  － － △27,669 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  75,150 100.0  － － △75,150 
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減
(百万円) 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － －  6,761 9.2 6,761 

２ 資本剰余金   － －  10,739 14.7 10,739 

３ 利益剰余金   － －  8,769 12.0 8,769 

４ 自己株式   － －  △1,714 △2.3 △1,714 

株主資本合計   － －  24,555 33.6 24,555 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券評価
差額金 

  － －  129 0.2 129 

２ 為替換算調整勘定   － －  98 0.1 98 

評価・換算差額等合計   － －  227 0.3 227 

Ⅲ 少数株主持分   － －  301 0.4 301 

純資産合計   － －  25,083 34.3 25,083 

負債純資産合計   － －  73,196 100.0 73,196 
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ 売上高 ※２  74,912 100.0  74,662 100.0 △249 

Ⅱ 売上原価   58,014 77.4  65,321 87.5 7,307 

売上総利益   16,897 22.6  9,340 12.5 △7,556 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  11,718 15.7  10,970 14.7 △747 

営業利益又は営業損失（△）   5,179 6.9  △1,630 △2.2 △6,809 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息及び受取配当金  28   42    

２ その他営業外収益  434 463 0.6 544 586 0.8 123 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  117   121    

２ その他営業外費用  618 735 0.9 562 684 0.9 △51 

経常利益又は経常損失（△）   4,907 6.6  △1,727 △2.3 △6,634 

Ⅵ 特別利益         

１ 土地売却益  955 955 1.2 － － － △955 

Ⅶ 特別損失         

１ 減損損失 ※３ 110 110 0.1 － － － △110

税金等調整前当期純利益又は税
金等調整前当期純損失（△） 

  5,751 7.7  △1,727 △2.3 △7,479 

法人税、住民税及び事業税  2,268   540    

法人税等調整額  124 2,393 3.2 △1,202 △661 △0.9 △3,054 

少数株主損失（△）   △34 △0.0  △18 △0.0 16 

当期純利益又は当期純損失
（△） 

  3,393 4.5  △1,047 △1.4 △4,440 
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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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   9,847 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１ 新株予約権の行使によ
る新株の発行 

 891 891 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   10,739 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   7,228 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 当期純利益  3,393   

２ 連結子会社増加に伴う
増加高 

 33 3,427 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  377  

２ 役員賞与  54 431 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   10,223 
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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４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注１）このうち、△181百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 （注２）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
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18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 10,223 △214 27,509 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注１）   △362  △362 

役員賞与（注２）   △45  △45 

当期純損失   △1,047  △1,047 

自己株式の取得    △1,500 △1,500 

自己株式の処分  △0  0 0 

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 
（百万円） 

－ △0 △1,454 △1,500 △2,954 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 8,769 △1,714 24,555 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 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18年３月31日 残高 
（百万円） 

125 34 159 328 27,998 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注１）     △362 

役員賞与（注２）     △45 

当期純損失     △1,047 

自己株式の取得     △1,500 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

3 63 67 △27 40 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

3 63 67 △27 △2,914 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

129 98 227 301 25,083 
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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４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前当期純利益又は税金等
調整前当期純損失（△） 

 5,751 △1,727 △7,479 

２ 減価償却費  1,132 1,165 32 

３ 減損損失  110 － △110 

４ 負ののれん償却額  － △59 △59 

５ 貸倒引当金の増減額（減少：△）  △26 △16 10 

６ 退職給付引当金の増減額（減少：
△） 

 201 △58 △259 

７ 受取利息及び受取配当金  △28 △42 △14 

８ 支払利息  117 121 3 

９ 有形固定資産除却損  79 37 △41 

10 有形固定資産売却損益（益：△）  △955 △0 954 

11 投資有価証券売却損益（益：△）  △59 △8 51 

12 為替差損益（差益：△）  △0 △7 △6 

13 前受金の増減額（減少：△）  785 △902 △1,688 

14 売上債権の増減額（増加：△）  2,946 △699 △3,646 

15 たな卸資産の増減額（増加：△）  1,963 △174 △2,137 

16 仕入債務の増減額（減少：△）  △2,002 △79 1,922 

17 未払消費税等の増減額（減少：△）  △126 18 145 

18 役員賞与の支払額  △53 △45 8 

19 その他  100 △711 △811 

小計  9,936 △3,191 △13,128 

20 利息及び配当金の受入額  27 40 12 

21 利息の支払額  △117 △122 △5 

22 法人税等の支払額  △3,681 △1,100 2,581 

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,165 △4,373 △10,538 
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前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 
(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 定期預金の預入による支出  △308 △307 0 

２ 定期預金の払戻による収入  276 150 △126 

３ 有価証券の売却による収入  － 2 2 

４ 有形固定資産の取得による支出  △957 △1,645 △688 

５ 有形固定資産の売却による収入  1,783 474 △1,309 

６ 営業譲受による支出  △246 － 246 

７ 投資有価証券の売却による収入  113 7 △106 

８ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による収入 

 385 － △385 

９ 長期貸付金の実行  △1 － 1 

10 長期貸付金の回収  1 1 0 

11 その他  7 △43 △51 

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,054 △1,361 △2,416 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の純増減額  △96 339 436 

２ 長期借入金の借入れによる収入  1,000 3,800 2,800 

３ 長期借入金の返済による支出  △1,952 △2,670 △717 

４ 自己株式の取得による支出  △21 △1,500 △1,479 

５ 自己株式の売却による収入  － 0 0 

６ 配当金の支払額  △377 △384 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,448 △415 1,033 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  103 23 △80 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

 5,875 △6,125 △12,001 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,454 14,336 6,881 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加高 

 1,005 － △1,005 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  14,336 8,210 △6,125 
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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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び連結子会社名 
７社……芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 
芝浦プレシジョン㈱ 
芝浦エンジニアリング㈱ 
芝浦ハイテック㈱ 
台湾芝浦先進科技(股) 
韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

 なお、芝浦ハイテック㈱、台湾芝浦
先進科技(股)の２社については、重要
性が増加したため、当連結会計年度か
ら連結の範囲に加えております。 
 韓国芝浦メカトロニクス㈱について
は、平成17年10月５日付で株式を追加
取得したことにより連結子会社となっ
たため、当連結会計年度から連結の範
囲に加えております。 
 芝浦イーエムエス㈱については、平
成17年４月１日付で芝浦自販機㈱を存
続会社として合併したため、連結の範
囲から除いております。 
 韓国芝浦メカトロニクス㈱は、平成
18年１月１日付で㈱ＳＣＫ（韓国）か
ら社名を変更しております。 

(1）連結子会社の数及び連結子会社名 
７社……芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 
芝浦プレシジョン㈱ 
芝浦エンジニアリング㈱ 
芝浦ハイテック㈱ 
台湾芝浦先進科技(股) 
韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社 
芝浦テクノロジー・インターナシ
ョナル・コーポレーション 
芝浦機電（上海）有限公司 

(2）主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社 

同左 

 （連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社合計の総資産、売上
高、純損益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）等は、い
ずれも連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしておりませんので連結の範囲から
除いております。 

（連結の範囲から除いた理由） 
同左 

２．持分法の適用に関する事
項 

 非連結子会社２社に対する投資につい
ては、それぞれ連結純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ
全体としても連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしておりませんので持分法の適用
範囲から除外しております。 
 なお、台湾芝浦先進科技(股)について
は、当連結会計年度から連結子会社とな
ったため、持分法の適用範囲から除いて
おります。 

 持分法を適用していない非連結子会社
（芝浦テクノロジー・インターナショナ
ル・コーポレーション、芝浦機電（上
海）有限公司）は、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等からみて、持分法の対象から除
いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重要性がな
いため持分法の適用範囲から除外してお
ります。 

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社のうち、台湾芝浦先進科技
(股)、韓国芝浦メカトロニクス㈱の決算
日は、12月31日であります。 
 連結財務諸表の作成にあたっては、同
日現在の財務諸表を使用し、連結決算日
との間に生じた重要な取引については連
結上必要な調整を行なっております。 
 なお、その他の連結子会社の決算日
は、連結決算日と一致しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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）によっておりま
す。 
時価のないもの 
 移動平均法による原価法によっ
ております。 

(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）によっており
ます。 
時価のないもの 

同左 

 (ロ)デリバティブ 
時価法によっております。 

(ロ)デリバティブ 
同左 

 (ハ)たな卸資産 
製品、商品及び原材料 
 主として移動平均法による原価法
によっております。 
半製品及び仕掛品 
 主として個別法による原価法によ
っております。 

(ハ)たな卸資産 
製品、商品及び原材料 

同左 

半製品及び仕掛品 
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 
主として定率法を採用しておりま
す。 
ただし、第86期取得の研究開発棟等
及び平成10年４月１日以降取得した建
物（建物附属設備を除く）については
定額法によっております。 
また、在外連結子会社については、
定額法を採用しております。 

(イ)有形固定資産 
主として定率法を採用しておりま
す。 
ただし、第86期取得の研究開発棟等
及び平成10年４月１日以降取得した建
物（建物附属設備を除く）については
定額法によっております。 
また、在外連結子会社については、
定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ２～17年 

 (ロ)無形固定資産 
定額法を採用しております。 

ただし、自社利用分のソフトウェア

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

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。 

(イ)貸倒引当金 
同左 

 ────── (ロ)役員賞与引当金 
 役員賞与の支出に備えるため、当連
結会計年度における支給見込額を計上
しております。 

  （会計方針の変更） 
 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。これにより損益に与える影響
は軽微であります。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ────── (ハ)受注損失引当金 
 受注契約に係る将来の損失に備える
ため、当連結会計年度末における受注
契約に係る損失見込額を計上しており
ます。 

 (ロ)退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、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、各連結会計年
度の発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定
額法により、それぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理することとしてお
ります。 

(ニ)退職給付引当金 
同左 

 (ハ)役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金支給に充てるた
め、内規による必要額を計上しており
ます。 

(ホ)役員退職慰労引当金 
同左 

 (ニ)修繕引当金 
 第86期連結会計年度取得の研究開発
棟について、将来実施する修繕に係る
支出に備えるため、支出見積額を支出
が行われる年度に至るまでの期間に配
分計上しております。 

(ヘ)修繕引当金 
同左 

(4）重要な外貨建の資産又
は負債の本邦通貨への
換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
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。 
 なお、在外子会社等の資産及び負債
は、在外子会社等の決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は
在外子会社等の期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は資本の部における
為替換算調整勘定に含めて計上しており
ます。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
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。 
 なお、在外子会社等の資産及び負債
は、在外子会社等の決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は
在外子会社等の期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は純資産の部におけ
る為替換算調整勘定及び少数株主持分に
含めて計上しております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処理の
要件を満たしているので、特例処理を
採用しております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 (ハ)ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行っており
ます。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満
たしているため、有効性の判定を省略
しております。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

 

- 24 -

芝浦メカトロニクス㈱（6590）　平成19年３月期決算短信



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 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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 

 連結調整勘定の償却については、その

効果の発現する期間（５年）で均等償却

している。 

────── 

７．負ののれんの償却に関す

る事項 

──────  負ののれんの償却については、その効

果の発現する期間（５年）で均等償却し

ております。 

８．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。 

────── 

９．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 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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。 

 これにより減損損失110百万円を特別損失に計上したた

め、税金等調整前当期純利益は同額減少しております。 

 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。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 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 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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は24,782百

万円であります。 

 なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

１ 「設備未払金」は、前連結会計年度まで、流動負

債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、負債及び純資産の合計額の

100分の１を超えたため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度末の「設備未払金」は29百

万円であります。 

２ 前連結会計年度において、「連結調整勘定」とし

て記載されていたものは、当連結会計年度から「負

ののれん」と表示しております。 
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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18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

────── ※１ 担保に供している資産    

 資産の種類 金額 

建物 567百万円 

  (4,424百万WON) 

 上記物件は、輸入信用状の開設限度額309百万円

（2,600千US$）に対する担保に供しております。 

 ２ 偶発債務 

保証債務 

 ２ 偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅資金借入金に対する

債務保証 
  66百万円

従業員の住宅資金借入金に対する

債務保証 
  58百万円

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

200,426株であります。 

────── 

──────  ４ 当社は、資金調達の安定化および効率化をはかる

ため、取引銀行７行と総額100億円、契約期間３年

の特定融資枠契約（シンジケーション方式による

コミットメントライン）を締結しております。 

 特定融資枠契約の総額   10,000百万円

当連結会計年度末借入実行残高 －百万円

当連結会計年度末未使用枠残高   10,000百万円

────── ※５ 連結会計年度末日満期手形    

    連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。 

受取手形   305百万円

支払手形 745百万円
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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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額

は次のとおりであります。 

 荷造費発送費 280百万円 

販売手数料 268 

広告宣伝費 44 

従業員給与及び手当 4,243 

退職給付引当金繰入額 314 

役員退職慰労引当金繰入額 55 

減価償却費 157 

賃借料 991 

研究開発費 2,705 

────── ※２ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含ま

れる研究開発費は、2,713百万円であります。 

※３ 当連結会計年度において、以下の資産グル－プに

ついて減損損失を計上しております。 

 当社グル－プでは、親会社においては事業部別に、

子会社においては子会社別に、遊休資産においては当

該資産単独で資産のグル－ピングを行っております。 

 上記の土地は、帳簿価額に比して市場価格が著しく

下落していることから土地の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。 

 なお、当該土地の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、固定資産税評価額に基づいて算出し

ております。 

場所 用途 種類 
金額 

(百万円)

 神奈川県足柄下郡箱根町 遊休 土地 105 

 大分県由布市 遊休 土地 5 

────── 
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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４月１日 至平成19年３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 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,300千株は、取締役会決議による自己株式の取得2,299千株、単元未

満株式の買取による増加１千株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

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 

(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 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 51,926 － － 51,926 

合計 51,926 － － 51,926 

自己株式     

普通株式（注）１，２ 200 2,300 0 2,500 

合計 200 2,300 0 2,500 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月15日 

定時株主総会 
普通株式 181 3.5 平成18年３月31日 平成18年６月15日 

平成18年10月25日 

取締役会 
普通株式 181 3.5 平成18年９月30日 平成18年12月４日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

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５月16日 

取締役会 
普通株式 172 利益剰余金 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月１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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定      14,558百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
  △222百万円

現金及び現金同等物      14,336百万円

現金及び預金勘定 8,598百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△387百万円

現金及び現金同等物 8,210百万円

２ 重要な非資金取引の内容 

新株予約権付社債の株式への転換

による資本金増加額 
   893百万円

新株予約権付社債の株式への転換

による資本準備金増加額 
  891百万円

新株予約権付社債の株式への転換

による新株予約権付社債減少額 
 1,785百万円

────── 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、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 

 （注）簡便法を採用しております連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △9,760 △9,997  

(2）年金資産（百万円） 3,338 3,629  

(3）未積立退職給付債務(1）＋(2）（百万円） △6,422 △6,367  

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 1,586 1,587  

(5）退職給付引当金(3）＋(4）（百万円） △4,836 △4,779  

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用（百万円） 708 874 

(1）勤務費用（百万円） 431 463 

(2）利息費用（百万円） 167 181 

(3）期待運用収益（減算）（百万円） △97 △116 

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 207 345 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３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（％） 3.5 3.5 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10 

 （各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤続年

数以内で定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することと

しております。） 

同左 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３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 百万円）

繰延税金資産  

退職給付引当金否認 1,917 

賞与引当金否認 622 

修繕引当金否認 161 

未払事業税否認 132 

役員退職慰労引当金否認 61 

未払社会保険料否認 57 

繰越欠損金 40 

その他 363 

繰延税金資産小計 3,356 

評価性引当額 △133 

繰延税金資産合計 3,222 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △84 

繰延税金負債小計 △84 

繰延税金資産の純額 3,137 

  （単位 百万円）

繰延税金資産  

退職給付引当金否認 1,887 

賞与引当金否認 542 

受注損失引当金否認 151 

修繕引当金否認 120 

未払事業税否認 41 

役員退職慰労引当金否認 64 

未払社会保険料否認 52 

繰越欠損金 1,359 

その他 297 

繰延税金資産小計 4,517 

評価性引当額 △90 

繰延税金資産合計 4,426 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △51 

繰延税金負債小計 △51 

繰延税金資産の純額 4,374 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため記載を省略しております。 

税金等調整前当期純損失が計上されているため記載

しておりません。 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （注）１ 事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主要な事業内容 

①ファインメカトロニクス  フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリ

ードボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、ア

ッシング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、

フリップチップボンディング装置、半導体検査装置）、非破壊検査事業、鉄

道線路保守用機器等 

②電子・真空機器      レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッ

タリング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装

置、精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

③流通機器システム     自動販売機、自動券売機等 

④不動産賃貸        不動産賃貸および管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の617百万円は、当社の研究開発費のうち全

社共通に係る要素開発費用であります。 

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11,712百万円であり、その主なものは、当社での

余資運転資金（現金及び有価証券）及び繰延税金資産であります。 

５ 「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」に記載のとおり当連結会計年度より固定資産の

減損に係る会計基準を適用しております。この適用により、減損損失110百万円を計上し、ファインメカト

ロニクスで109百万円、電子・真空機器で1百万円、不動産賃貸で0百万円の資産が減少しております。 

 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

ファインメカ
トロニクス 
（百万円） 

電子・真空
機器 
（百万円） 

流通機器 
システム 
（百万円） 

不動産賃貸 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 53,825 12,155 7,054 1,877 74,912 － 74,912 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － (－) － 

計 53,825 12,155 7,054 1,877 74,912 (－) 74,912 

営業費用 50,498 11,457 5,958 1,200 69,114 617 69,732 

営業利益 3,327 697 1,095 677 5,797 (617) 5,179 

Ⅱ 資産・減価償却費及び資本的支

出 
       

資産 42,994 7,647 3,072 9,723 63,437 11,712 75,150 

減価償却費 352 102 101 576 1,132 － 1,132 

資本的支出 530 69 99 8 708 － 708 
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 （注）１ 事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主要な事業内容 

①ファインメカトロニクス  フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリ

ードボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、ア

ッシング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、

フリップチップボンディング装置、半導体検査装置）、非破壊検査事業、鉄

道線路保守用機器等 

②電子・真空機器      レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッ

タリング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装

置、精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

③流通機器システム     自動販売機、自動券売機等 

④不動産賃貸        不動産賃貸および管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の394百万円は、当社の研究開発費のうち全

社共通に係る要素開発費用であります。 

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7,836百万円であり、その主なものは、当社での

余資運転資金（現金及び有価証券）及び繰延税金資産であります。 

５ 減価償却費には長期前払費用に係る償却費が含まれております。 

 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ファインメカ
トロニクス 
（百万円） 

電子・真空
機器 
（百万円） 

流通機器 
システム 
（百万円） 

不動産賃貸 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 59,118 9,527 4,192 1,823 74,662 － 74,662 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
131 130 － － 261 (261) － 

計 59,249 9,658 4,192 1,823 74,924 (261) 74,662 

営業費用 61,628 9,338 4,090 1,101 76,160 132 76,292 

営業利益又は営業損失（△） △2,379 319 102 721 △1,235 (394) △1,630 

Ⅱ 資産・減価償却費及び資本的支

出 
       

資産 44,567 8,123 3,434 9,235 65,360 7,836 73,196 

減価償却費 423 92 85 563 1,165 － 1,165 

資本的支出 2,438 15 88 4 2,547 － 2,547 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至

平成19年３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４月１日 至平成18年３月31日） 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

①北東アジア………台湾、大韓民国、中華人民共和国 

②その他の地域……アメリカ、ポーランド 

 北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 26,078 3,547 29,625 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   74,912 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
34.8 4.7 39.5 

 北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,953 4,332 32,286 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   74,662 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
37.4 5.8 43.2 
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（１株当たり情報） 

（注） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当連結会計年度は１株当たり当期純損失のため記載

しておりません。 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項に

ついては、ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額（円） 534.03 501.41 

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額（△）（円） 
66.52 △20.60 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額（円） 
62.30 － 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
3,393 △1,047 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 46 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (46) － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
3,346 △1,047 

期中平均株式数（千株） 50,310 50,831 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 3,409 － 

（うち新株予約権付社債） (3,409) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 ──────  ────── 
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５．個別財務諸表 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   9,052   3,805  △5,246 

２ 受取手形 ※５  131   105  △26 

３ 売掛金 ※１  19,783   21,188  1,404 

４ 製品   4,859   4,912  53 

５ 半製品・仕掛品   8,384   7,800  △584 

６ 原材料   109   110  0 

７ 繰延税金資産   553   1,229  676 

８ 未収入金   －   992  992 

９ その他   564   75  △488 

10 貸倒引当金   △24   △21  2 

流動資産合計   43,415 70.0  40,199 67.1 △3,215 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1）建物   25,892   26,548  656

(2）構築物   981   1,006  24

(3）機械及び装置   641   550  △91

(4）工具器具及び備品   38   39  0

(5）土地   68   68  0 

(6）建設仮勘定   124   183  58 

(7）減価償却累計額   △13,499   △13,802  △302 

有形固定資産合計   14,247 23.0  14,595 24.3 347 

２ 無形固定資産   304 0.5  272 0.5 △31 
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減
(百万円)

３ 投資その他の資産         

(1）投資有価証券   327   289  △37 

(2）子会社株式・出資金   1,415   1,415  － 

(3）子会社長期貸付金   130   260  130 

(4）従業員長期貸付金   6   4  △1 

(5）長期前払費用   6   6  0 

(7）繰延税金資産   1,835   2,565  729 

(8）その他   338   342  3 

(9）貸倒引当金   －   △5  △5 

投資その他の資産合計   4,059 6.5  4,878 8.1 818 

固定資産合計   18,611 30.0  19,746 32.9 1,134 

資産合計   62,026 100.0  59,945 100.0 △2,080 

         

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形 ※５  3,199   3,565  365 

２ 買掛金 ※１  13,157   12,779  △378 

３ 短期借入金   2,670   0  △2,670 

４ 未払金   154   58  △95 

５ 未払費用 ※１  2,723   2,770  46 

６ 未払法人税等   517   46  △471 

７ 前受金   1,015   218  △796 

８ 預り金   59   65  5 

９ 役員賞与引当金   －   9  9 

10 受注損失引当金   －   373  373 

11 設備未払金   －   1,065  1,065 

12 その他   51   173  122 

流動負債合計   23,550 38.0  21,127 35.2 △2,422 

Ⅱ 固定負債         

１ 新株予約権付社債   3,215   3,215  － 

２ 長期借入金   3,204   7,004  3,799 

３ 退職給付引当金   4,173   4,138  △34 

４ 役員退職慰労引当金   125   122  △3 

５ 修繕引当金   397   296  △101 

６ 預り保証金 ※１  3,000   3,000  － 

固定負債合計   14,116 22.7  17,777 29.7 3,660 

負債合計   37,666 60.7  38,904 64.9 1,237 
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   6,761 10.9  － － △6,761 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金  6,939   －    

２ その他資本剰余金  3,800   －    

資本剰余金合計   10,739 17.3  － － △10,739 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 利益準備金  353   －    

２ 任意積立金         

(1）別途積立金  300   －    

３ 当期未処分利益  6,303   －    

利益剰余金合計   6,956 11.2  － － △6,956 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   117 0.2  － － △117 

Ⅴ 自己株式   △214 △0.3  － － 214 

資本合計   24,360 39.3  － － △24,360 

負債資本合計   62,026 100.0  － － △62,026 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － －  6,761 11.3 6,761 

２ 資本剰余金         

(1）資本準備金  －   6,939    

(2）その他資本剰余金   －   3,799    

資本剰余金合計    － －  10,739 17.9 10,739 

３ 利益剰余金         

(1）利益準備金  －   353    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   300    

繰越利益剰余金  －   4,486    

利益剰余金合計    － －  5,139 8.6 5,139 

４ 自己株式   － －  △1,714 △2.9 △1,714 

株主資本合計    － －  20,924 34.9 20,924 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券評価差額金   － －  116 0.2 116 

評価・換算差額等合計    － －  116 0.2 116 

純資産合計    － －  21,041 35.1 21,041 

負債純資産合計    － －  59,945 100.0 59,945 
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ 売上高 ※１  58,663 100.0  58,143 100.0 △519 

Ⅱ 売上原価 ※1,3  48,491 82.6  54,115 93.1 5,624

売上総利益   10,171 17.4  4,028 6.9 △6,143 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3  7,721 13.2  7,435 12.8 △285 

営業利益又は営業損失（△）   2,450 4.2  △3,407 △5.9 △5,857 

Ⅳ 営業外収益         

1 受取利息及び配当金 ※１ 1,470   805    

2 その他営業外収益 ※１ 575 2,046 3.5 480 1,285 2.2 △760 

Ⅴ 営業外費用         

1 支払利息  105   104    

2 その他営業外費用  568 673 1.2 537 642 1.1 △31 

経常利益又は経常損失（△）   3,823 6.5  △2,764 △4.8 △6,587 

Ⅵ 特別利益         

1  土地売却益   955 1.6  － － △955 

Ⅶ 特別損失         

1  減損損失   5 0.0  － － △5 

税引前当期純利益又は税引前
当期純損失（△） 

  4,773 8.1  △2,764 △4.8 △7,537 

法人税、住民税及び事業税  1,226   25    

法人税等調整額  111 1,337 2.2 △1,369 △1,344 △2.4 △2,682 

当期純利益又は当期純損失
（△） 

  3,435 5.9  △1,419 △2.4 △4,855 

前期繰越利益   3,042   －   

中間配当額   174   －   

当期未処分利益   6,303   －   
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（平成18年３月期） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   6,303 

Ⅱ 利益処分額    

１ 配当金  181  

２ 役員賞与金    

（取締役賞与金）  33  

（監査役賞与金）  3 217 

Ⅲ 次期繰越利益   6,086
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注１）このうち、△181百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 （注２）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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 

その他 
資本 
剰余金 

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 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,800 10,739 353 300 6,303 6,956 △214 24,242 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注１）             △362 △362   △362 

役員賞与（注２）             △36 △36   △36 

当期純損失             △1,419 △1,419   △1,419 

自己株式の取得                 △1,500 △1,500 

自己株式の処分     △0 △0         0 0 

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 
（百万円） 

－ － △0 △0 － － △1,817 △1,817 △1,500 △3,317 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,799 10,739 353 300 4,486 5,139 △1,714 20,924 

 

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３月31日 残高 
（百万円） 

117 117 24,360 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注１）     △362 

役員賞与（注２）     △36 

当期純損失     △1,419 

自己株式の取得     △1,500 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△0 △0 △0 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△0 △0 △3,318 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

116 116 21,041 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2）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）によっております。 

(2）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）によっております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法によって

おります。 

時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

(1）デリバティブ 

 時価法によっております。 

(1）デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品、商品及び原材料 

 移動平均法による原価法によっており

ます。 

製品、商品及び原材料 

同左 

 半製品及び仕掛品 

 個別法による原価法によっておりま

す。 

半製品及び仕掛品 

同左 

   

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、第86期取得の研究開発棟等

及び平成10年４月１日以降取得した建

物（建物附属設備を除く）については

定額法によっております。 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、第86期取得の研究開発棟等

及び平成10年４月１日以降取得した建

物（建物附属設備を除く）については

定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物         ３～50年 

機械及び装置     ４～17年 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 ただし、自社利用分のソフトウェア

については社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2）無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５ 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 

 ────── (2）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、当事
業年度における支給見込額を計上して
おります。 
（会計方針の変更） 
 当事業年度より、「役員賞与に関す
る会計基準」（企業会計基準第４号 
平成17年11月29日）を適用しておりま
す。これにより損益に与える影響は軽
微であります。 

 ────── (3）受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失に備える
ため、当事業年度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。 

 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法

により、それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

 (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金支給に充てるた

め、内規による必要額を計上しており

ます。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

 (4）修繕引当金 

 第86期取得の研究開発棟について、

将来実施する修繕に係る支出に備える

ため、支出見積額を支出が行われる年

度に至るまでの期間に配分計上してお

ります。 

(6）修繕引当金 

同左 

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

７ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処理の

要件を満たしているので、特例処理を

採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、有効性の判定を省略

しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務諸表作成の基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理について 

同左 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会平成14年８月９日))および「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)を適用している。これ

により減損損失５百万円を特別損失に計上したため、

税引前当期純利益は同額減少している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき、各資産の金額から直接控除してい

る。 

────── 

────── （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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は21,041百

万円であります。 

 なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （貸借対照表） 

１ 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、当期において、資産総

額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前期末の「未収入金」は472百万円でありま

す。 

２ 前期まで流動負債の「未払金」に含めて表示して

おりました「設備未払金」については、負債及び純

資産の合計額の100分の１を超えたため区分掲記しま

した。 

  なお、前期末の「設備未払金」は29百万円であり

ます。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

────── ※１ 関係会社項目 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

 売掛金 1,105百万円

買掛金 1,008百万円

未払費用 478百万円

預り保証金 3,000百万円

 ２ 偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅資金借入金に対する

債務保証 
  66百万円

 ２ 偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅資金借入金に対する

債務保証 
  58百万円

※３ 自己株式  

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式200,426

株であります。 

────── 

──────  ４ 当社は、資金調達の安定化および効率化をはかる

ため、取引銀行７行と総額100億円、契約期間３年の

特定融資枠契約（シンジケーション方式によるコミ

ットメントライン）を締結しております。 

 特定融資枠契約の総額   10,000百万円

当事業年度末借入実行残高 －百万円

当事業年度末未使用枠残高   10,000百万円

────── ※５ 期末日満期手形    

    期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

受取手形   55百万円

支払手形   562百万円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

 関係会社への売上高 7,179百万円 

関係会社からの仕入高 11,136 

関係会社受取配当金 789 

関係会社賃貸料 114 

関係会社技術協力報償料 67 

────── ※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

 販売費に属する費用のおおよその割合は72％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は28％であ

ります。 

 主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

 販売手数料 485百万円 

従業員給与及び手当 1,938 

退職給付引当金繰入額 269 

役員退職慰労引当金繰入額 43 

旅費及び通信費 425 

業務代行費 375 

減価償却費 101 

賃借料 724 

研究開発費 2,393 

────── ※３ 研究開発費の総額 

 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含ま

れる研究開発費は、2,401百万円であります。 

※４ 当事業年度において、以下の資産グル－プについ

て減損損失を計上しております。 

 当社は、事業部別を基礎とし、遊休資産においては

当該資産単独で資産のグル－ピングを行っておりま

す。 

 上記の土地は、帳簿価額に比して市場価格が著しく

下落していることから土地の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。 

 なお、当該土地の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、固定資産税評価額に基づいて算出し

ております。 

場所 用途 種類 
金額 

(百万円)

 大分県由布市 遊休 土地 5 

────── 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,300千株は、取締役会決議による自己株式の取得2,299千株、単元未

満株式の買取による増加１千株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

（税効果会計関係） 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）１，２ 200 2,300 0 2,500 

合計 200 2,300 0 2,500 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３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 百万円）

繰延税金資産  

退職給付引当金否認 1,694 

賞与引当金否認 355 

修繕引当金否認 161 

未払事業税否認 73 

役員退職慰労引当金否認 51 

未払社会保険料否認 47 

その他 175 

繰延税金資産小計 2,559 

評価性引当額 △90 

繰延税金資産合計 2,468 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △80 

繰延税金負債小計 △80 

繰延税金資産の純額 2,388 

  （単位 百万円）

繰延税金資産  

退職給付引当金否認 1,680 

賞与引当金否認 302 

受注損失引当金否認 151 

修繕引当金否認 120 

未払事業税否認 16 

役員退職慰労引当金否認 49 

未払社会保険料否認 41 

繰越欠損金 1,358 

その他 208 

繰延税金資産小計 3,928 

評価性引当額 △90 

繰延税金資産合計 3,838 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △43 

繰延税金負債小計 △43 

繰延税金資産の純額 3,794 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

（単位 ％）

法定実効税率 40.6 

（調整）  

交際費等損金不算入項目 0.6 

地方税均等割 0.3 

評価性引当額 △0.2 

試験研究費等税額控除額 △3.8 

受取配当金等益金不算入項目 △9.4 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.0 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失が計上されているため記載

しておりません。 
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（１株当たり情報） 

（注） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当事業年度は１株当たり当期純損失のため記載して

おりません。 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額（円） 470.25 425.72 

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額（△）（円） 
67.58 △27.93 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額（円） 
63.29 － 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
3,435 △1,419 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 36 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (36) － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
3,399 △1,419 

期中平均株式数（千株） 50,310 50,831 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 3,409 － 

（うち新株予約権付社債） (3,409) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 ──────  ────── 
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６．その他 
(1）受注、販売の状況 

当連結会計年度の受注及び販売の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。 

① 受注状況 

 （注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比 

受注高   

（百万円） 

受注残高

（百万円）

受注高   

（百万円） 

受注残高

（百万円）

受注高   

（百万円） 

受注残高 

（百万円） 

ファインメカトロニクス 59,238 36,770 44,826 23,955 △14,412 △12,814 

電子・真空機器 9,615 3,997 9,015 3,555 △599 △441 

流通機器システム 7,054 － 4,192 － △2,861 － 

不動産賃貸 1,877 － 1,823 － △53 － 

合計 

（内輸出） 

77,785 

(33,012) 

40,768 

(22,421) 

59,858 

(19,391) 

27,511 

(10,919) 

△17,927 

(△13,621) 

△13,256 

(△11,502) 

② 販売実績  

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比 

金額   

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額   

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減   

（百万円） 

増減率  

（％） 

ファインメカトロニクス 53,825 71.9 59,118 79.2 5,292 9.8 

電子・真空機器 12,155 16.2 9,527 12.8 △2,627 △21.6 

流通機器システム 7,054 9.4 4,192 5.6 △2,861 △40.6 

不動産賃貸 1,877 2.5 1,823 2.4 △53 △2.9 

合計 

（内輸出） 

74,912 

(29,625) 

100.0 

(39.5) 

74,662 

(32,286) 

100.0 

(43.2) 

△249 

(2,660) 

△0.3 

(9.0) 
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(2）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

 ・新任監査役候補 

 ・退任予定取締役 

 ・退任予定監査役 

③ 就任予定日 

平成19年６月21日開催の第98期定時株主総会後の取締役会ならびに監査役会で正式決定予定。 

 以上 

専務取締役、社長補佐 

生産・調達本部長 

環境保全担当 

南  健治 （現 生産・調達本部長） 

監査役（常勤）社外 神田 醇一 （現 東芝セキュリティ(株)代表取締役社長） 

監査役 社外 吉田 千之輔 （現 (株)フジタ社外取締役、(株)ネットワークバリュー

コンポネンツ社外監査役、(財)日本タイ協会理事

長） 

取締役 水戸 正治 （東芝機械(株)監査役就任予定） 

監査役（常勤） 戸倉 常正 （嘱託を委嘱予定） 

監査役 社外 三浦 良二   
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