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平成 19年 9月期  中間決算短信（非連結） 
平成１９年５月１４日 

上場会社名 株式会社アドテックエンジニアリング   上場取引所    ＪＱ 

コード番号 ６２６０      ＵＲＬ http://www.adtec.com 

代    表    者 （役職名）代表取締役社長    （氏名）向井 敏雄 

問合せ先責任者  （役職名）常務取締役管理本部長 （氏名）志村 健二 ＴＥＬ (０３)３４３３－４４６６ 

半期報告書提出予定日  平成 19年６月 28日    

（百万円未満切捨） 

１．19年３月中間期の業績（平成 18年 10月１日～平成 19年３月 31日） 

(1) 経営成績                                                         （%表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円  % 百万円  % 百万円  % 百万円  % 

19年３月中間期 4,771  (5.4) 482  (△39.7) 452 (△37.9) 286 (△31.6) 

18年３月中間期 4,528     － 799      － 729      － 418      － 

18年９月期     8,184     － 1,074      －       939      －       600      － 

 

 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 

 円  銭 円  銭 

19年３月中間期         44   35         －   － 

18年３月中間期         94   73         －   － 

18年９月期        114   41        112   81 

（参考）持分法投資損益  19年３月中間期    －百万円 18年３月中間期    －百万円 18年９月期    －百万円 

    

(2) 財政状態                                                      

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円   % 円  銭 

19年３月中間期      10,161           4,682             46.1 725   98 

18年３月中間期 7,718 1,425 18.5         314   67 

18年９月期          10,073           4,525             44.9         701   62 

（参考）自己資本 19年３月中間期 4,682百万円 18年３月中間期 1,425百万円 18年９月期 4,525百万円 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期  末  残  高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年３月中間期 203 259 △244 1,049 

18年３月中間期 1,235 △292 △329 1,997 

18年９月期             716      △3,172 1,903 831 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

    円  銭     円  銭     円  銭 

18年９月期   － － 20  00 20  00 

19年９月期   － － － － 

19年９月期（予想）   － －     15  00 
15  00 

 

３．19年９月期の業績予想（平成 18年 10月１日～平成 19年９月 30日） 

                                         （%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 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円   % 百万円   % 百万円   % 百万円     % 円   銭 

通   期 9,477 (15.8) 771 (△28.3) 697 (△25.8) 437 (△27.2) 67  75 
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４．その他 

 (1) 中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な 

  事項の変更に記載されるもの） 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

 ② ①以外の変更         無 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年３月中間期 6,450,000 株 18年３月中間期 4,530,000 株 18年９月期 6,450,000 株 

② 期末自己株式数          19年３月中間期     － 株 18年３月中間期        － 株 18年９月期        － 株 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ｢１株当たり情報｣をご覧ください。 

 

 ※ 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) 経営成績に関する分析｣    

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 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格や米国経済の不透明化等の懸念材料に拘わらず、大企業を中心 

とした好調な企業業績から、設備投資や輸出の拡大などを背景に概ね堅調に推移いたしました。 

このような環境におきまして、当社は、企業の設備投資増加を背景に、韓国における自動露光装置の販売及び第２ 

  の事業の柱である自動成形ラインの販売が伸長し、総じて好調に推移いたしました。 

   以上の結果、当中間会計期間業績は、売上高につきましては 4,771,866千円（前年同期比 5.4％増）となりましたが、

新工場（長岡第二工場）の稼動による減価償却費の増加、人件費の増加、研究開発費の増加等により、営業利益 482,019

千円（前年同期比 39.7％減）、経常利益 452,997千円（前年同期比 37.9％減）、中間純利益 286,034千円（前年同期比

31.6％減）となりました。 

 

(2) 当期の見通し 

  第２四半期の受注は、中国市場での設備導入時期が第３四半期以降へずれ込んだこと等があり、低調でありました 

が、第３四半期に入り、パソコン、ゲーム機等の市場好転により、韓国、中国市場とも設備投資が活発化してきてお 

ります。 

今後の見通しにつきましては、素材価格の高騰等の懸念材料はあるものの、引き続き堅調な景気動向が期待され、 

企業の活発な設備投資、開発意欲は持続傾向にあるものと思われます。 

 このような環境の中、当社は引き続き、生産効率の向上を図るとともに、原価低減等に更に取り組み、業績の向 

上に努めてまいります。 

 通期の業績につきましては、売上高は露光装置や自動成形ラインの販売増により、計画を上回る見込みでありますが、 

市場のニーズにより、比較的原価率の高い売上機種構成となり、また、平成 18年 12月から稼動しております新工場 

（長岡第二工場）の減価償却費の増加、原価低減のためのモジュール生産が計画どおりに着手できなかったことなど 

から、売上原価率が増加する見込みであります。それにより、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては計 

画を下回る見込みであります。 

 以上の結果、通期の業績見通しにつきましては、売上高 9,477百万円（前期比 15.8％増）、営業利益 771百万円（前 

期比 28.3％減）、経常利益 697百万円（前期比 25.8％減）、当期純利益 437百万円（前期比 27.2％減）を見込んでおり 

ます。 

 

(3) 財政状態に関する分析 

①財政状態の分析 

 ａ 資産合計は、10,161,288千円（前期末と比べ 87,870千円増）となりました。 

   流動資産の減少（前期末と比べ 571,257千円減）は、売掛金及びたな卸資産が増加し、現金及び預金が減少 

（前期末と比べ 586,278千円減）したことが主たる要因であります。 

固定資産の増加（前期末と比べ 659,127千円増）は、主に有形固定資産の増加（前期末と比べ 652,034千円増）に 

よるものであります。 

 

ｂ負債 

  負債合計は、5,478,718千円（前期末と比べ 69,218千円減）となりました。 

  流動負債の増加（前期末と比べ 551,455千円増）は、仕入債務の増加（前期末と比べ 199,301千円増）及び一年 

以内償還予定社債の増加（前期末と比べ 300,000千円増）が主たる要因であります。 

  固定負債の減少（前期末と比べ 620,674千円減）は、長期借入金の返済ならびに社債の定時償還が主たる要因で 

あります。 

 

c純資産 

  純資産合計は、4,682,569千円（前期末と比べ 157,088千円増）となりました。 

 主たる要因は、中間純利益 286,034千円を計上したことによる増加及び配当金の支払い 129,000千円による減少であり

ます。 

 

 

 

 



㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期中間決算短信（非連結）  

 4

 

②経営成績の分析 

ａ売上高 

  当社主力製品である露光装置及び自動成形ラインの販売が好調に推移し、当中間会計期間における売上高は 

4,771,866千円（前年同期比 5.4％増）となりました。 

 

ｂ売上原価 

  売上原価は 3,062,058千円（前年同期比 10.9％増）となっております。仕入業務における原価低減に係るきめ細かい

努力を重ねておりますが、有形固定資産の減価償却費の増加（前年同期比 72,418 千円増）等により売上総利益は

1,709,808千円（前年同期比 3.3％減）となりました。 

 

ｃ販売費及び一般管理費 

  販売費及び一般管理費は、研究開発費、販売手数料、人件費の増加などにより 1,227,789（前年同期比 258,479 

千円増）となっております。この結果、当中間会計期間の営業利益は 482,019千円（前年同期比 39.7％減）となり 

ました。 

 

ｄ経常利益 

  営業外収益 4,621 千円、支払利息等の営業外費用 33,643 千円が発生したことから、当中間会計期間の経常利益は

452,997千円（前年同期比 37.9％減）となりました。 

 

ｅ税引前中間純利益、法人税等、中間純利益 

  税引前中間純利益は 453,361千円、法人税、住民税及び事業税 144,367千円並びに法人税等調整額 22,959千円と 

なり中間純利益は 286,034千円（前年同期比 31.6％減）となりました。 

 

③キャッシュ・フローの状況 

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、前事業年度末に比べ 218,221千円増加し、 

当中間会計期間末の残高は 1,049,814千円となりました。 

当中間会計期間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） 

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、203,128千円（前年同期は 1,235,899千円の資金増加） 

となりました。 

これは、主に売上債権 101,993千円、たな卸資産 197,141千円が増加したこと及び法人税等の支払額 219,935 

千円等の減少要因がありましたが、税引前中間純利益 453,361千円の利益計上並びに仕入債務が 273,103千円増加 

したこと等が主な要因であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は、259,219千円（前年同期は 292,861千円の資金減少）と 

  なりました。 

これは、主に第二工場建設等による固定資産の取得 740,662千円などの資金減少がありましたが、定期預金の純増減 

額 804,500千円並びに貸付金の回収 220,300千円により資金が増加したことが主な要因であります。。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果支出した資金は 244,125千円（前年同期は 329,759千円の資金減少）と 

なりました。 

これは、主に短期借入金の純増減額 260,000千円、長期借入による収入 250,000千円などの資金増加があった 

  ものの、長期借入金の返済による支出 572,030千円、社債の償還 50,000千円並びに配当金の支払額 129,000千円 

  などにより資金が減少したことが主な要因であります。 
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キャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。 

 平成 18年９月期 平成 19年９月中間期 

自己資本比率（％） 44.9 46.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 99.9 68.6 

債務償還年数（年） 3.8 6.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.1 7.3 

（注）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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

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 

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

2．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債の内、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

3．営業キャッシュ・フローは、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。

4．利払いは、損益計算書の支払利息、社債利息を使用しております。 
 

(4) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主への長期的かつ総合的な利益還元を経営上の重要課題と位置付けておりますが、配当政策については、

企業体質の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を継続的に行うことを基本

方針としております。内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開を踏まえて有効に活用し、業績の一層の向

上に努めてまいります。 
 

 
２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 18年 12月 27日提出）における｢事業系統図（事業の内容）｣及び｢関係会社の状況｣から

重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(4) 会社の対処すべき課題 

    平成 18年９月期決算短信（平成 18年 11月 15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.adtec.com 

 （ジャスダック証券取引所ホームページ） 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年３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９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 2,640,143   1,683,840    2,270,118   

２．受取手形 ※2,6 293,180   36,101    170,749   

３．売掛金  1,247,047   1,547,354    1,321,615   

４．たな卸資産  1,833,475   2,563,151    2,366,010   

５．繰延税金資産  176,723   185,107    197,554   

６．未収還付消費税等 ※３ 86,584   204,781    160,458   

７．その他  44,175   56,618    361,707   

流動資産合計   6,321,330 81.9  6,276,955 61.8 △44,374  6,848,213 68.0 

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1) 建物 ※２ 372,028   2,383,080    357,857   

(2) 機械及び装置 ※２ 98,863   172,041    104,527   

(3) 土地 ※２ 509,799   571,287    509,799   

(4) 建設仮勘定  －   －    1,764,000   

(5) その他 ※２ 52,523   324,153    62,344   

計  1,033,214   3,450,563   2,417,348 2,798,528   

２．無形固定資産  38,529   52,870   14,341 44,207   

３．投資その他の資産            

(1) 投資有価証券  15,814   14,538    14,446   

(2)  繰延税金資産  186,407   166,370    176,920   

(3)  その他 ※２ 122,918   199,990    191,102   

計  325,140   380,899   55,758 382,468   

固定資産合計   1,396,884 18.1  3,884,332 38.2 2,487,448  3,225,204 32.0 

  資産合計   7,718,215 100.0  10,161,288 100.0 2,443,073  10,073,418 100.0 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期中間決算短信（非連結）  

 7

 
  前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年３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９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．支払手形  1,716,703   1,663,546    1,522,639   

２．買掛金  338,211   440,481    382,086   

３．短期借入金 ※２ 250,000   260,000    －   

４．一年以内返済予定 

    長期借入金 
※２ 688,323   680,414    723,779   

５．一年以内償還予定 

    社債 
 100,000   400,000    100,000   

６．未払法人税等  312,670   154,860    234,246   

７．賞与引当金  130,149   137,000    142,500   

８．製品保証引当金  57,094   65,260    65,804   

９．その他  232,053   231,391    310,440   

流動負債合計   3,825,205 49.6  4,032,953 39.7 207,748  3,481,497 34.6 

Ⅱ 固定負債            

１．社債  650,000   250,000    600,000   

２．長期借入金 ※２ 1,653,707   1,013,753    1,292,418   

３．役員退職慰労引当金  163,842   182,012    174,021   

固定負債合計   2,467,549 31.9  1,445,765 14.2 △1,021,784  2,066,439 20.5 

 負債合計   6,292,754 81.5  5,478,718 53.9 △814,035  5,547,937 55.1 
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  前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年３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９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

（％） 

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   259,500 3.4  － － △259,500  － － 

Ⅱ 資本剰余金            

１．資本準備金  82,065   －    －   

  資本剰余金合計   82,065 1.1  － － △82,065  － － 

Ⅲ 利益剰余金            

１．利益準備金      5,400   －    －   

２．任意積立金  88,561   －    －   

３．中間未処分利益  986,753   －    －   

  利益剰余金合計   1,080,715 14.0  － － △1,080,715  － － 

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  3,179 0.0  － － △3,179  － － 

  資本合計   1,425,460 18.5  － － △1,425,460  － － 

  負債・資本合計   7,718,215 100.0  － － △7,718,215  － － 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

１．資本金   － －  1,438,220 14.2 1,438,220  1,438,220 14.3 

２．資本剰余金            

(1) 資本準備金  －   1,822,015    1,822,015   

資本剰余金合計   － －  1,822,015 17.9 1,822,015  1,822,015 18.1 

３．利益剰余金            

(1) 利益準備金  －   5,400    5,400   

(2) その他利益剰余 

金 
           

  別途積立金  －   588,561    88,561   

  繰越利益剰余金  －   825,950    1,168,916   

  利益剰余金合計   － －  1,419,911 14.0 1,419,911  1,262,877 12.5 

  株主資本合計   － －  4,680,146 46.1 4,680,146  4,523,112 44.9 

Ⅱ 評価・換算差額等            

１．その他有価証券評

価差額金 
  － －  2,423 0.0 2,423  2,368 0.0 

  評価・換算差額等

合計 
  － －  2,423 0.0 2,423  2,368 0.0 

  純資産合計   － －  4,682,569 46.1 4,682,569  4,525,481 44.9 

  負債・純資産合計   － －  10,161,288 100.0 10,161,288  10,073,418 100.0 

            



㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期中間決算短信（非連結）  

 9

 

(2) 中間損益計算書 

  前中間会計期間 

（自 平成17年10月 1日 

至 平成18年 3月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年10月 1日 

至 平成19年 3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10月 1日 

至 平成18年 9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   4,528,818 100.0  4,771,866 100.0 243,048  8,184,758 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,760,180 60.9  3,062,058 64.2 301,878  5,009,839 61.2 

    売上総利益   1,768,638 39.1  1,709,808 35.8 △58,830  3,174,919 38.8 

Ⅲ 販売費及び一般 

  管理費 
  969,309 21.5  1,227,789 25.7 258,479  2,100,197 25.7 

   営業利益   799,328 17.6  482,019 10.1 △317,309  1,074,721 13.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,895 0.1  4,621 0.1 2,726  5,329 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  72,062 1.6  33,643 0.7 △38,419  140,899 1.7 

   経常利益   729,161 16.1  452,997 9.5 △276,163  939,151 11.5 

Ⅵ 特別利益 ※３  1,098 0.0  2,822 0.1 1,724  14,762 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※4,5  13,196 0.3  2,458 0.1 △10,737  13,328 0.2 

  税引前中間(当期) 

  純利益 
  717,063 15.8  453,361 9.5 △263,701  940,584 11.5 

  法人税、住民税及 

  び事業税 
 305,255   144,367    357,401   

  法人税等調整額  △6,203 299,052 6.6 22,959 167,327 3.5 △131,725 △16,989 340,412 4.2 

  中間(当期)純利益   418,010 9.2  286,034 6.0 △131,976  600,172 7.3 

   前期繰越利益   568,743   －    －  

  中間未処分利益   986,753   －    －  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期中間決算短信（非連結）  

 10

 

(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10月１日 至平成19年３月31日）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成 18年９月 30日残高（千円） 1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 88,561 1,168,916 1,262,877 4,523,112 

中間会計期間中の変動額         

 別途積立金の積立     500,000 △500,000 － － 

 剰余金の配当      △129,000 △129,000 △129,000 

 中間純利益      286,034 286,034 286,034 

  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） 
－ － － － 500,000 △342,965 157,034 157,034 

平成 19年３月 31日残高（千円） 1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 588,561 825,950 1,419,911 4,680,146 

 

評価・換算差額等  

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産

合計 

平成 18年９月 30日残高（千円） 2,368 2,368 4,525,481 

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立   － 

 剰余金の配当   △129,000 

 中間純利益   286,034 

  株主資本以外の項目の中間会計 

期間中の変動額（純額） 
54 54 54 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
54 54 157,088 

平成 19年３月 31日残高（千円） 2,423 2,423 4,682,569 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成 17年９月 30日残高（千円） 246,500 68,805 68,805 5,400 88,561 568,743 662,705 978,010 

事業年度中の変動額         

 新株の発行 1,191,720 1,753,210 1,753,210     2,944,930 

 当期純利益      600,172 600,172 600,172 

  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） 1,191,720 1,753,210 1,753,210 － － 600,172 600,172 3,545,102 

平成 18年９月 30日残高（千円） 1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 88,561 1,168,916 1,262,877 4,523,112 

 

評価・換算差額等  

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

新株 

予約権 

純資産

合計 

平成 17年９月 30日残高（千円） 1,562 1,562 290 979,862 

事業年度中の変動額     

 新株の発行    2,944,930 

 当期純利益    600,172 

  株主資本以外の項目の事業年度 

中の変動額（純額） 
806 806 △290 516 

事業年度中の変動額合計（千円） 806 806 △290 3,545,618 

平成 18年９月 30日残高（千円） 2,368 2,368 － 4,525,481 
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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 10月 1日 

至 平成 18年 3月 31日） 

当中間会計期間 

（自 平成 18年 10月 1日 

至 平成 19年 3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 10月 1日  

 至 平成 18年 9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  717,063 453,361  940,584 

減価償却費  36,794 111,195  79,020 

貸倒引当金の減少額  △990 －  △990 

賞与引当金の増加額（△：減少額）  6,849 △5,500  19,200 

製品保証引当金の増加額（△：減少額）  △3,454 △544  5,256 

退職給付引当金の減少額  △23,507 －  △23,507 

前払年金費用の減少額（△：増加額）  △10,989 1,025  △5,163 

役員退職慰労引当金の増加額  9,525 7,990  19,704 

受取利息及び受取配当金  △729 △2,145  △3,256 

支払利息  32,044 25,745  60,017 

社債利息  2,336 2,004  4,543 

新株発行費  12,188 －  － 

株式交付費  － －  34,141 

減損損失  13,178 －  13,178 

固定資産売却益  △108 －  △13,772 

固定資産除却損  18 2,458  150 

売上債権の増加額  △170,833 △101,993  △125,721 

たな卸資産の増加額  △76,973 △197,141  △609,507 

未収還付消費税等の減少額（△：増加額）  16,543 △43,823  △57,830 

仕入債務の増加額  824,148 273,103  588,568 

その他  81,895 △80,221  168,256 

小計  1,464,998 445,516 △1,019,482 1,092,873 

利息及び配当金の受取額  677 3,858  979 

利息の支払額  △26,742 △26,687  △53,095 

事故保険金の受取額  9,752 －  24,379 

消費税等の還付額  311 377  311 

法人税等の支払額  △213,097 △219,935  △349,095 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,235,899 203,128 △1,032,770 716,351 
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  前中間会計期間 

（自 平成 17年 10月 1日 

至 平成 18年 3月 31日） 

当中間会計期間 

（自 平成 18年 10月 1日 

至 平成 19年 3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 10月 1日  

 至 平成 18年 9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      

定期預金の純増減額（△：増加額）  △161,348 804,500  △956,874 

貸付による支出  － －  △300,000 

貸付金の回収による収入  － 220,300  79,700 

有形固定資産の取得による支出  △121,467 △740,662  △1,905,643 

有形固定資産の売却による収入  285 －  285 

無形固定資産の取得による支出  △5,565 △25,003  △10,076 

無形固定資産の売却による収入  － 10,000  10,000 

ゴルフ会員権の取得による支出  － △52,047  － 

その他  △4,764 42,132  △89,919 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △292,861 259,219 552,080 △3,172,528 

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（△：減少額）  △153,000 260,000  △403,000 

長期借入による収入  485,000 250,000  485,000 

長期借入金の返済による支出  △625,571 △572,030  △951,404 

社債の償還による支出  △50,000 △50,000  △100,000 

株式の発行による収入  13,812 －  2,910,498 

配当金の支払額  － △129,000  － 

その他  － △3,095  △37,189 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △329,759 △244,125 85,633 1,903,904 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△：減少額）  613,278 218,221 △395,056 △552,272 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,383,864 831,592 △552,272 1,383,864 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 1,997,143 1,049,814 △947,328 831,592 
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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 

   前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

項目 （自 平成17年10月 1日 （自 平成18年10月 1日 （自 平成17年10月 1日 

 至 平成18年 3月31日) 至 平成19年 3月31日) 至 平成18年 9月30日) 

１．資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

  方法     その他有価証券     その他有価証券     その他有価証券 

     時価のあるもの     時価のあるもの     時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等に基づく     中間決算日の市場価格等に基づく     決算日の市場価格等に基づく時価 

     時価法（評価差額は全部資本直入     時価法（評価差額は全部純資産直     法（評価差額は全部純資産直入法 

 法により処理し、売却原価は移動 入法により処理し、売却原価は移 により処理し、売却原価は移動平 

 平均法により算定）を採用してお 動平均法により算定）を採用して 均法により算定）を採用しており 

 ります。 おります。 ます。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し 同左 同左 

 ております。   

    

 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

    商品・仕掛品は、個別法による原価 同左 同左 

 法を採用しております。   

 原材料は、移動平均法による原価法   

  によっております。   

    

２．固定資産の減価償却の方 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

   法     定率法によっております。     定率法によっております。     定率法によっております。 

    ただし、平成10年４月１日以降取得    ただし、平成10年４月１日以降取得    ただし、平成10年４月１日以降取得 

    した建物（建物附属設備は除く）に    した建物（建物附属設備は除く）に    した建物（建物附属設備は除く）に 

    ついては定額法によっております。    ついては定額法によっております。    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     なお、主な耐用年数は以下のとお     なお、主な耐用年数は以下のとお 

    りであります。    りであります。    りであります。 

    建物（建物附属設備を含む）    建物（建物附属設備を含む）    建物（建物附属設備を含む） 

                        13年～60年                        13年～60年                        13年～60年 

    機械及び装置         4年～11年    機械及び装置         4年～12年    機械及び装置         4年～11年 

    有形固定資産のその他 4年～15年    有形固定資産のその他 3年～15年    有形固定資産のその他 4年～15年 

    

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

     定額法によっております。 同左 同左 

    なお、自社利用分のソフトウエアに   

    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。   
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

項目 （自 平成17年10月 1日 （自 平成18年10月 1日 （自 平成17年10月 1日 

 至 平成18年 3月31日) 至 平成19年 3月31日) 至 平成18年 9月30日) 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

 売掛債権等の貸倒損失に備えるた 同左 同左 

 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。   

   なお、貸倒実績率が零であるため、   

  貸倒引当金は計上しておりません。   

    

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

     従業員に対して支給する賞与の支 同左 同左 

  出に充てるため、支給見込額に基づ   

  き計上しております。   

    

 (3) 製品保証引当金 (3) 製品保証引当金 (3) 製品保証引当金 

   販売済製品に係る一定期間の無償 同左 同左 

  サービスに要する費用の発生に備え   

  るため、実績率を基礎とした会社所   

  定の基準により計上しております。   

    

 (4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 

     従業員の退職給付に備えるため、     従業員の退職給付に備えるため、     従業員の退職給付に備えるため、 

  当中間会計期間末における退職給付  当中間会計期間末における退職給付  当事業年度末における退職給付債務 

  債務及び年金資産の見込額に基づき  債務及び年金資産の見込額に基づき  及び年金資産の見込額に基づき計上 

  計上しております。  計上しております。  しております。 

   ただし、当中間会計期間末におけ   ただし、当中間会計期間末におけ   ただし、当事業年度末における年 

  る年金資産見込額が退職給付債務を  る年金資産見込額が退職給付債務を  金資産見込額が退職給付債務を超過 

  超過しているため、前払年金費用  超過しているため、前払年金費用  しているため、前払年金費用（5,163 

  （10,989千円）を投資その他の資産  （4,137千円）を投資その他の資産  千円）を投資その他の資産の「その 

  の「その他」に計上しております。  の「その他」に計上しております。  他」に計上しております。 

    

 (5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備える 同左   役員の退職慰労金の支給に備える 

  ため内規に基づく中間会計期間末要   ため内規に基づく期末支給額を計上 

  支給額を計上しております。   しております。 

    

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す 同左 同左 

 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。   
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

項目 （自 平成17年10月 1日 （自 平成18年10月 1日 （自 平成17年10月 1日 

 至 平成18年 3月31日) 至 平成19年 3月31日) 至 平成18年 9月30日) 

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨建金 為替予約が付されている外貨建金 為替予約が付されている外貨建金 

  銭債権等については、振当処理を行  銭債権等については、振当処理を行  銭債権等については、振当処理を行 

 っております。 っております。 っております。 

   また、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場合は  

  特例処理を行っております。  

    

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当中間会計期間にヘッジ会計を適   当中間会計期間にヘッジ会計を適   当事業年度にヘッジ会計を適用し 

  用したヘッジ手段とヘッジ対象は以  用したヘッジ手段とヘッジ対象は以  たヘッジ手段とヘッジ対象は以下の 

  下のとおりであります。  下のとおりであります。  とおりであります。 

   ヘッジ手段･････為替予約   ヘッジ手段･････為替予約   ヘッジ手段･････為替予約 

   ヘッジ対象･････外貨建金銭債権   ヘッジ対象･････外貨建金銭債権   ヘッジ対象･････外貨建金銭債権 

    ヘッジ手段･････金利スワップ  

    ヘッジ対象･････借入金  

    

 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

   当社は通常の営業過程における輸   当社は通常の営業過程における輸   当社は通常の営業過程における輸 

  出取引に関する将来の為替相場等の  出取引に関する将来の為替相場等の  出取引に関する将来の為替相場等の 

  変動リスクを回避することを目的で  変動リスクを回避することを目的で  変動リスクを回避することを目的で 

  為替予約取引を行っております。  為替予約取引を行い、また、借入金の  為替予約取引を行っております。 

   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。  

    

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段及びヘッジ対象に関す 同左 同左 

  る重要な条件が同一であり、かつ、   

  ヘッジ開始時及びその後も継続して   

  相場変動又はキャッシュ・フロー   

  変動を完全に相殺するものと想定   

  できるため、ヘッジ有効性の判定は   

  省略しております。   

    

６．中間キャッシュ・フロー 手許現金、随時引き出し可能な預金 同左 同左 

  計算書（キャッシュ・ 及び容易に換金可能であり、かつ、   

  フロー計算書）における 価値の変動について僅少なリスクしか   

  資金の範囲 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。   

    

７．その他中間財務諸表（財 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  務諸表）作成のための基  消費税及び地方消費税の会計処理は、 同左 同左 

  本となる重要な事項 税抜方式によっております。   
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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10月 1 日 

       至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

      (自 平成18年10月 1 日 

       至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 9 月30日) 

（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） 

  当中間会計期間より、固定資産の減損に係る    当事業年度より、固定資産の減損に係る会計 

 会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の   基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定 

設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成  に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年 

 14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る   ８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計 

 会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針   基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６ 

 第６号 平成15年10月31日）を適用してお   号 平成15年10月31日）を適用しておりま 

 ります。これにより、税引前中間純利益は   す。これにより、税引前当期純利益は13,178 

 13,178千円減少しております。   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    なお、減損損失累計額については、改正後の 

 中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から   財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接 

 直接控除しております。   控除しております。 

（退職給付債務に係る会計基準） ―――― （退職給付債務に係る会計基準） 

当中間会計期間より「「退職給付に係る会計  当事業年度より「「退職給付に係る会計基準 

基準」の一部改正」（企業会計基準第３号 平  」の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17 

  成 17年３月16日）および「「退職給付に係る    年３月16日）及び「「退職給付に係る会計基 

 会計基準」の一部改正に関する適用指針」（企   準」の一部改正に関する適用指針」（企業会計 

 業会計基準適用指針第７号 平成17年３月16   基準適用指針第７号 平成17年３月16日）を 

 日）を適用しております。   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。    これによる損益に与える影響はありません。 

―――― ―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

    当業年度より、「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、純 

   資産の部と同額であります。 

    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。 

 

追加情報 

前中間会計期間 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

      (自 平成18年10月 1 日 

       至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 9 月30日) 

（退職金規程の改定） ―――― （退職金規程の改定） 

  当社は、平成18年２月１日に退職金規程を    当社は、平成18年２月１日に退職金規程を 

 改定し、退職年金の支払開始時期を従来の55   改定し、退職年金の支払開始時期を従来の55 

歳から60歳に引き上げております。  歳から60歳に引き上げております。 

  この結果、退職給付費用が24,016千円減少    この結果、退職給付費用が47,631千円減少 

 し、売上総利益が19,624千円、営業利益、経   し、売上総利益が38,381千円、営業利益及び 

 常利益、中間純利益がそれぞれ24,016千円増   経常利益が47,631千円増加し、当期純利益が 

 加しております。   25,187千円増加しております。 
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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18年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 

前事業年度末 

（平成18年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,183,009千円 1,318,397千円 1,217,691千円 

※２ 担保に供与されている資産及び対応する 

債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供与されている資産及び対応する 

債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供与されている資産及び対応する 

債務は次のとおりであります。 

(1) 担保に供与されている資産 (1) 担保に供与されている資産 (1) 担保に供与されている資産 

    現金及び預金      345,000千円     現金及び預金      200,000千円     現金及び預金      345,000千円 

   受取手形               184,614千円    建物                   343,174千円    建物                   355,342千円 

   建物                   369,319千円    機械及び装置            89,414千円    機械及び装置            104,527千円 

   機械及び装置            98,863千円    土地                   390,017千円    土地                   390,017千円 

   土地                   390,017千円    有形固定資産のその他    41,452千円    有形固定資産のその他    59,491千円 

   有形固定資産のその他    49,511千円 計          1,064,057千円 計          1,254,379千円 

   投資その他の資産のその他    1,600千円   

計          1,438,926千円   

上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 

   建物                   342,357千円    建物                   317,369千円    建物                   328,975千円 

   機械及び装置            98,863千円    機械及び装置            89,414千円    機械及び装置            104,527千円 

   土地                   378,095千円    土地                   378,095千円    土地                   378,095千円 

   有形固定資産のその他    49,471千円    有形固定資産のその他    41,411千円    有形固定資産のその他    59,451千円 

計            868,787千円 計            826,290千円 計            871,050千円 

   

(2) 対応する債務 (2) 対応する債務 (2) 対応する債務 

   短期借入金             150,000千円    一年以内返済予定長期借入金  274,364千円    一年以内返済予定長期借入金  346,519千円 

   一年以内返済予定長期借入金  340,918千円    長期借入金             646,253千円    長期借入金             803,272千円 

   長期借入金             753,651千円 計            920,617千円 計          1,149,791千円 

計          1,244,569千円             

 上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分  上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分  上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 

   一年以内返済予定長期借入金  257,456千円    一年以内返済予定長期借入金  274,364千円    一年以内返済予定長期借入金  267,949千円 

   長期借入金             670,513千円    長期借入金             646,253千円    長期借入金             766,842千円 

計            927,969千円 計            920,617千円 計          1,034,791千円 

   

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３ 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 同左 同左 

   うえ流動資産の｢未収還付消費税等｣として   

   表示しております。   
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前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 

前事業年度末 

（平成18年９月30日） 

４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため､ ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、 

  取引銀行２行と当座貸越契約及び特定融資枠   取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミッ   取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミッ 

  契約を締結しております。これらの契約に基   トメント契約を締結しております。これらの契   トメント契約を締結しております。これらの契 

  づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次   約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残   約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は 

  のとおりであります。   高は次のとおりであります。   次のとおりであります。 

   

  当座貸越極度額及び   当座貸越極度額          150,000千円   当座貸越極度額          150,000千円 

  特定融資枠の総額      2,650,000千円   貸出コミットメントの総額  2,500,000千円   貸出コミットメントの総額  2,500,000千円 

  借入実行残高            150,000千円   借入実行残高             40,000千円   借入実行残高                  －千円 

差引額                2,500,000千円 差引額                2,610,000千円 差引額                2,650,000千円 

(注)上記、特定融資枠契約（シンジケーション (注)上記、貸出コミットメント契約（貸出元本 同左 

  方式によるコミットメントライン）   2,500,000千円）には、下記の財務制限条項  

  （貸出元本2,500,000千円）には、下記の財務 が付されております。  

  制限条項が付されております。 ①各決算期末の財務諸表においてその直前決  

①各決算期末の財務諸表においてその直前決   算期末の純資産の部の合計額または平成17年  

  算期末または平成16年９月期末の資本の部の   ９月期末の資本の部の金額に新株予約権の  

  金額いずれか大きい方の金額の75％未満とな   金額を加えた金額いずれか大きい方の金額の  

  った場合②２期連続して経常損失を計上した   75％未満となった場合②２期連続して経常損  

  場合には、借入元本並びに利息及び清算金その   失を計上した場合には、借入元本並びに利息  

  他の支払義務を負担する全ての債務を直ちに   及び清算金その他の支払義務を負担する全て  

  返済することを要求されることになります。 の債務を直ちに返済することを要求されるこ  

   とになります。  

５ 財務制限条項 ５        ―――― ５ 財務制限条項 

  借入金のうち長期借入金の２契約について、    借入金のうち長期借入金の１契約について、 

  それぞれ以下の財務制限条項が付されており    以下の財務制限条項が付されております。 

  ます。     

(1) 平成17年３月31日付契約実行分の平成18年  (1) 平成17年２月28日付契約実行分の平成18年 

 ３月末残高    ９月末残高 

  長期借入金171,430千円（一年以内返済予定長    長期借入金100,010千円（一年以内返済予定 

  期借入金28,570千円）    長期借入金66,660千円） 

① 平成18年９月期決算において損益計算書の経  ① 平成20年２月28日までの各営業年度におけ 

  常損益が黒字になること。    る年次決算において、損益計算書に基づく 

    営業損益を２期連続で赤字にならないよう維 

    持すること。 

② 平成18年９月期決算において貸借対照表の  ② 平成20年２月28日までの各営業年度における 

  自己資本金額が前期比60％以上となること。    決算期末の時点での貸借対照表に基づく純資 

  これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき    産の部の合計額を305,000千円以上に維持す 

  該当する借入金の一括返済または適用金利の    ること。これに抵触した場合に、借入先の要求 

  １％上昇を求められることがあります。    に基づき該当する借入金の一括返済を求めら 

(2) 平成17年２月28日付契約実行分の平成18年    れることがあります。 

  ３月末残高   

  長期借入金127,785千円（一年以内返済予定   

  長期借入金61,105千円）   

① 平成20年２月28日までの各営業年度におけ   

  る年次決算において、損益計算書に基づく   

  営業損益を２期連続で赤字にならないよう維   

  持すること。   
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前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 

前事業年度末 

（平成18年９月30日） 

② 平成20年２月28日までの各営業年度における   

  決算期末の時点での貸借対照表に基づく資本   

  の部の合計額を305,000千円以上に維持する   

  こと。これに抵触した場合に、借入先の要求に   

  基づき該当する借入金の一括返済を求められ   

  ることがあります。   

   

※６            ―――― ※６ 中間期末日満期手形 ※６ 期末日満期手形 

    中間期末日満期手形の会計処理については､    期末日満期手形の会計処理については、当 

   当中間会計期間の末日は金融機関の休日でし   事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、 

   たが、満期日に決済が行われたとして処理し   満期日に決済が行われたとして処理しており 

   ております。当中間会計期間末日満期手形の   ます。期末日満期手形の金額は、次のとおり 

   金額は、次のとおりであります。   であります。 

     受取手形      724千円     受取手形     2,322千円 

     支払手形     517,711千円     支払手形    343,734千円 
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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10月 1 日 

       至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

      (自 平成18年10月 1 日 

       至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 9 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 

   受取利息                     86千円    受取利息                  1,423千円    受取利息                  2,403千円 

   受取配当金          643千円    受取配当金          722千円    受取配当金          852千円 

   消費税等還付加算金      311千円    保険返戻金             1,130千円    受取手数料              510千円 

   雇用開発助成金          463千円    雇用開発助成金          384千円    雇用開発助成金          926千円 

   

※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                 32,044千円    支払利息                 25,745千円    支払利息                 60,017千円 

   手形売却損                1,498千円    手形売却損                  709千円    手形売却損                1,618千円 

   社債利息                  2,336千円    社債利息                  2,004千円    社債利息                  4,543千円 

   新株発行費               12,188千円    コミットメントフィー      2,808千円    株式交付費               34,141千円 

 シンジケートローン手数料 20,000千円     シンジケートローン手数料 32,000千円 

   コミットメントフィー      1,798千円   コミットメントフィー      5,189千円 

      

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

   機械及び装置売却益          108千円       役員退職慰労引当金戻入益  2,822千円    機械及び装置売却益          108千円 

   貸倒引当金戻入益            990千円  特許権譲渡益             13,664千円 

        貸倒引当金戻入益            990千円 

   

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

   工具器具備品除却損           18千円       建物除却損                2,458千円    工具器具備品除却損          150千円 

   減損損失                 13,178千円     減損損失                 13,178千円 

   

※５ 減損損失 ※５       ――― ※５ 減損損失 

   当中間会計期間において、当社は以下の資産     当事業年度において、当社は以下の資産グル 

   グループについて減損損失を計上いたしま     ープについて減損損失を計上いたしました。 

   した。      

用途 種類 場所 

研修センター用地 土地 新潟県妙高市 
 

 用途 種類 場所 

研修センター用地 土地 新潟県妙高市 
 

   当社は、事業用資産については事業を基礎と     当社は、事業用資産については事業を基礎と 

   して、遊休資産については個別物件単位で     して、遊休資産については個別物件単位で 

   グルーピングしております。遊休資産につい     グルーピングしております。遊休資産につい 

   て帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該     て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（13,178千円）として     減少額を減損損失（13,178千円）として 

   特別損失に計上いたしました。     特別損失に計上いたしました。 

   なお、遊休資産については、回収可能価額を     なお、遊休資産については、回収可能価額を 

   正味売却価額により測定しており、重要性が     正味売却価額により測定しており、重要性が 

   乏しいため固定資産税評価額等を基に算出     乏しいため固定資産税評価額等を基に算出 

   し評価しております。     し評価しております。 

   

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

   有形固定資産             32,317千円    有形固定資産            104,736千円    有形固定資産             69,504千円 

   無形固定資産              4,476千円    無形固定資産              6,459千円    無形固定資産              9,515千円 

 

 

 



㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期中間決算短信（非連結）  

 22

 

（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 10月１日 至 平成 19年３月 31日） 

 
１．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12月26日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 129,000 20 平成 18年９月 30日 平成 18年 12月 27日 

 

 

前事業年度（自 平成 17年 10月１日 至 平成 18年９月 30日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 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） 

普通株式 4,010,000 2,440,000 － 6,450,000 

（変動事由の概要） 

(1) 発行済株式の総数は、第３回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使により 580,000株増加しております。 

   (2) 発行済株式の総数は、平成 18年３月 27日及び平成 18年４月 10日開催の取締役会決議に基づき、平成 18年 

          ４月 26日を払込期日とした新株式発行（ブックビルディング方式による有償一般募集）を実施したため、 

     1,500,000株増加しております。 

   (3) 発行済株式の総数は、平成 18年３月 27日及び平成 18年４月 10日開催の取締役会決議に基づき、平成 18年 

     ５月 26日を払込期日とした第三者割当増資（オーバーアロットメント分／割当先：野村證券株式会社）を実 

     施したため、340,000株増加しております。 

   (4) 発行済株式の総数は、新株引受権の行使により、20,000株増加しております。 

  

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の目的

となる株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末

株式数 

当事業年度末残

高（千円） 

提出会社 第３回新株引受権付社債 普通株式 580,000 － 580,000 － － 

（注）第３回新株引受権付社債の当事業年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

 

３．配当に関する事項 
（1）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 平成 18年 12月 26日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議しております。 

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12月26日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 129,000 利益剰余金 20 平成 18年９月 30日 平成 18年 12月 27日 
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（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10月 1 日 

       至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

      (自 平成18年10月 1 日 

       至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 9 月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と 

  と中間貸借対照表に掲記されている科   と中間貸借対照表に掲記されている科   貸借対照表に掲記されている科目の 

  目の金額との関係   目の金額との関係   金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 2,640,143千円 現金及び預金勘定 1,683,840千円 現金及び預金勘定 2,270,118千円 

預入期間が３ヵ月を 預入期間が３ヵ月を 預入期間が３ヵ月を 

超える定期預金 
△298,000千円 

超える定期預金 
△434,025千円 

超える定期預金 
△1,093,525千円 

担保差入定期預金 △345,000千円 担保差入定期預金 △200,000千円 担保差入定期預金 △345,000千円 

現金及び現金同等物 1,997,143千円 現金及び現金同等物 1,049,814千円 現金及び現金同等物 831,592千円 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

      (自 平成18年10月 1 日 

       至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 9 月30日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転する １．リース物件の所有権が借主に移転する 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・  と認められるもの以外のファイナンス・  と認められるもの以外のファイナンス・ 

 リース取引  リース取引  リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却 

 累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 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） 

機械及び装置 161,579 71,275 90,303 

有形固定資産

のその他 
75,293 43,485 31,807 

無形固定資産 79,910 55,218 24,692 

合 計 316,782 169,978 146,803 
 

 累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 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） 

機械及び装置 161,579 97,710 63,868 

有形固定資産

のその他 
91,364 40,150 51,213 

無形固定資産 79,510 63,539 15,971 

合 計 332,454 201,400 131,053 
 

 累計額相当額及び期末残高相当額 

 取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却 

累計額相 

当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

 

機械及び装置 161,579 84,492 77,086 

有形固定資産

のその他 
85,014 52,985 32,028 

無形固定資産 82,910 63,309 19,601 

合 計 329,504 200,788 128,715 
 

(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              57,504千円 １年内              51,564千円 １年内              57,316千円 

１年超              94,556千円 １年超              85,005千円 １年超              77,594千円 

合計             152,061千円 合計             136,569千円 合計             134,910千円 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び  (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び  (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び  

  支払利息相当額   支払利息相当額   支払利息相当額 

支払リース料        30,885千円 支払リース料        34,082千円 支払リース料        64,911千円 

減価償却費相当額    28,254千円 減価償却費相当額    30,992千円 減価償却費相当額    59,063千円 

支払利息相当額       2,705千円 支払利息相当額       2,719千円 支払利息相当額       6,030千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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 同左 同左 

  を零とする定額法によっております。   

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (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 同左 同左 

  額相当額との差額を利息相当額とし、   

  各期への配分方法については、利息法に   

  よっております。   

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失は無 同左 同左 

 いため、項目等の記載は省略しておりま   

 す。   
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年３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） 

株式      8,452      13,814     5,361 

合計      8,452      13,814     5,361 

 

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） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

                                       2,000 

 
 

当中間会計期間末（平成19年３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） 

株式      8,452      12,538     4,085 

合計      8,452      12,538     4,085 

 

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） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

                                       2,000 

 
前事業年度末（平成18年９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） 

株式      8,452      12,446     3,993 

合計      8,452      12,446     3,993 

  

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） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

                                       2,000 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

該当事項はありません。なお、外貨建為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用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19年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

該当事項はありません。なお、外貨建為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計 

を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

  前事業年度末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

該当事項はありません。なお、外貨建為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の 

対象から除いております。 
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（ストック・オプション等関係） 

 前事業年度（自 平成 17年 10月１日 至 平成 18年９月 30日） 

ストック・オプションの内容、規模及び変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 決議年月日 

平成 13年 12月 25日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役１名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 20,000株 

付与日 平成 13年 12月 31日 

権利確定条件 権利者は、会社又は関係会社の取締役、監査役又

は従業員たる地位を喪失した場合、本新株引受権

を行使することはできない。 

対象勤務期間 平成 13年 12月 31日～ 

      平成 16年 12月 31日まで 

権利行使期間 平成 17年 １月 １日～ 

平成 23年 12月 24日まで 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に 

ついては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

決議年月日 平成 13年 12月 25日 

権利確定前     

 前事業年度末（株） － 

 付与    （株） － 

 失効    （株） － 

 権利確定  （株） － 

 未確定残  （株） － 

権利確定後    

 前事業年度末（株） 20,000 

権利確定  （株） － 

権利行使  （株） 20,000 

失効    （株） － 

未行使残  （株） － 

 

②単価情報   

決議年月日 平成 13年 12月 25日 

権利行使価格       （円） 330 

行使時平均株価      （円） 1,703 

公正な評価単価（付与日） （円） － 

 

（持分法損益等） 
（前中間会計期間） 
該当事項はありません。 

  （当中間会計期間） 
   該当事項はありません。 
  （前事業年度） 
   該当事項はありません。 
 



㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期中間決算短信（非連結）  

 28

 
（企業結合等関係） 
 該当事項はありません。 
 
（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

      (自 平成18年10月 1 日 

       至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 9 月30日) 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額           

                     314円67銭                      725円98銭                        701円62銭 

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益         

94円73銭 44円35銭                        114円41銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

益金額については、新株引受権残高を有して 益金額については、潜在株式が存在していな                        112円81銭 

おりますが、当社株式は当中間会計期間末に いため記載しておりません。  

おいて非上場であるため、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、次のとおりであります。 

 

 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年10月1日 

至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年10月1日 

至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年10月1日 

至 平成18年 9 月30日) 

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円）           418,010 286,034         600,172 

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）           418,010 286,034     600,172 

期中平均株式数（株）         4,412,857 6,450,000       5,245,726 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 

純利益 
   

中間（当期）純利益調整額（千円）              － －            － 

普通株式増加数（株）              － －         74,360 

（うち新株引受権）              － －         (16,124) 

（うち第３回無担保新株引受権付社債）              － －         (58,236) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 新株引受権２種類（①旧商法 ――― ――― 

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め 第280条ノ19第２項の規定   

なかった潜在株式の概要 に基づく特別決議による新   

 株引受権に対応する潜在株

式は、普通株式20,000株、 

  

 ②第３回無担保新株引受権   

 付社債に対応する潜在株式   

 は、普通株式60,000株）   
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 3 月31日) 

当中間会計期間 

      (自 平成18年10月 1 日 

       至 平成19年 3 月31日) 

前事業年度 

      (自 平成17年10月 1 日 

       至 平成18年 9 月30日) 

 平成18年３月27日及び平成18年４月10日開催 ――――― ――――― 

の取締役会決議に基づき、当社普通株式の株式会社   

ジャスダック証券取引所への上場に伴う新株式の   

発行並びに第三者割当増資を行っております。   

１．公募新株式の発行（平成18年４月26日発行）   

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   

               1,500,000株   

③ 発行価格      ：１株につき1,700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1,581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1,275円   

            （資本組入額   638円）   

⑥ 発行価額の総額   ：1,912,500千円   

⑦ 払込金額の総額   ：2,371,500千円   

⑧ 資本組入額の総額  ：  957,000千円   

⑨ 払込期日      ：平成18年４月26日   

⑩ 配当起算日     ：平成18年４月 １日   

⑪ 資金使途      ：設備資金に充当   

   

２．第三者割当増資（平成18年５月26日発行） ――――― ――――― 

①  発行する株式の種類及び数：普通株式   

                 340,000株 

② 発行価格      ：１株につき1,700円                

  

③ 引受価額      ：１株につき1,581円   

④ 発行価額      ：１株につき1,275円   

            （資本組入額 638円）   

⑤ 発行価額の総額   ：433,500千円   

⑥ 払込金額の総額   ：537,540千円   

⑦ 資本組入額の総額  ：216,920千円   

⑧ 配当起算日     ：平成18年４月１日   

⑨ 資金使途      ：設備資金及び今後の   

             事業展開のための備   

             えに充当   

 なお、公募新株式の発行並びに第三者割当増資   

後の発行済株式総数は、6,370,000株となりまし   

た。   
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を製品別に示すと次のとおりであります。 

製品別 
当中間会計期間 

（自平成18年10月１日 
至平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

露光装置（千円） 2,061,170 101.4 

検査装置（千円） 15,452 35.0 

その他装置（千円） 8,453 69.6 

部品他（千円） 958,997 146.5 

合計（千円） 3,044,075 111.0 

（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)受注実績 

 当中間会計期間における受注状況を製品、商品別に示すと次のとおりであります。 
当中間会計期間 

（自平成18年10月１日 
至平成19年３月31日） 製品・商品別 

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

露光装置（千円） 2,299,443 63.5 703,905 34.8 

検査装置（千円） 6,190 6.5 － － 

その他装置（千円） 30,100 231.0 15,500 － 

部品他（千円） 1,383,809 155.7 559,939 620.3 

製品 

小計（千円） 3,719,543 80.5 1,279,344 60.5 

商品 粉末成形プレス機他（千円） 41,046 82.0 8,663 38.0 

合計（千円） 3,760,590 80.6 1,288,007 60.3 

 （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 

 当中間会計期間における販売実績を製品、商品別に示すと次のとおりであります。 

製品・商品別 
当中間会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

露光装置（千円） 3,390,278 97.3 

検査装置（千円） 30,790 32.3 

その他装置（千円） 14,600 56.1 

部品他（千円） 1,298,932 145.4 

製品 

小計（千円） 4,734,601 105.2 

商品 粉末成形プレス機他（千円） 37,265 124.0 

合計（千円） 4,771,866 105.4 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


