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                                                                                          （百万円未満切捨て） 

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

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 

  23,062   (  35.0) 

    17,083   (  19.3) 

百万円   ％

    2,398    (57.4) 

    1,524    ( 2.3) 

百万円   ％

    2,192    (43.1) 

    1,532    (22.5) 

百万円   ％

    1,140    (26.1) 

      904    (21.6) 

 
 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 

 
19年３月期 
18年３月期 

円 銭 

    12,673  29 

     10,572  28 

円 銭

－ 

－ 

％

17.1

16.5

％ 

7.9 

6.5 

％

10.4

8.9

(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 
 
（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

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

30,971 

24,309 

百万円

7,141 

6,195 

％

23.1 

25.5 

円 銭

         79,354   06 

         68,837   65 

(参考)  自己資本  19年３月期       7,141百万円  18年３月期     6,195百万円 
 
 （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 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

△239 

1,682 

百万円

△403

△222

百万円

△189

499

百万円

2,740

3,572

 
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 

配当金総額
（年間） 

 
配当性向 

 

純資産 
配当率 

 
18年３月期 
19年３月期 

円 銭 

－ 

－ 

円 銭

2,100 00

2,500 00

円 銭

  2,100 00 

 2,500 00 

百万円

189

225

％ 

19.9 

19.7 

％

3.3

3.4

20年３月期 

（予想） 
－    2,800 00   2,800 00 

 
16.5 

 

 
３．20年３月期の業績予想（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） 

 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 
通  期 

13,540  ( 67.5) 

   27,673  ( 20.0) 

1,220 (139.8)

3,271 ( 36.3)

1,030 (124.3)

2,937 ( 34.0)

600 (154.1) 

1,682 ( 47.5) 

6,076 38 

16,926 64 

 － １ － 
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

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、18ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。〕 
 

（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月期  90,000株   18年３月期  90,000株 
② 期末自己株式数           19年３月期    －株    18年３月期    －株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29 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

1. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多
分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数
値と異なる場合があります。 

2. 1株当たり当期純利益に関しましては、平成19年４月24日を払込期日とする募集による新株
式発行10,000株の増加を加味した期中平均株式数を使用しております。 

 － ２ － 
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１． 経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰の影響を受けながらも、輸出は増加を続けており、設備

投資も引き続き増加しております。 

半導体関連業界の設備投資は、薄型テレビ、高機能携帯電話、携帯音楽プレーヤー等デジタル家電関係で活

発に行われる一方、ハイブリットカー関連等でも設備投資が開始されました。 

このような環境の中で、当社は、ＬＳＩ（大規模集積回路）生産に欠かすことのできない半導体製造装置を

生産しており、主力の電子ビームマスク描画装置に加え、平成 18 年度にはマスク検査装置事業に本格的に事

業参入する等積極的な事業展開を行ってまいりました。また、マスク検査装置の本格的な生産及び電子ビーム

マスク描画装置の開発と今後の増産に対応するため、神奈川県横浜市に横浜事業所を新設いたしました。 

この結果、当事業年度の業績は、売上高 23,062 百万円（前年同期比 35.0％増）、営業利益 2,398 百万円（前

年同期比 57.4％増）、経常利益 2,192 百万円（前年同期比 43.1％増）、当期純利益 1,140 百万円（前年同期比

26.1％増）と、増収増益となりました。 

 

次期の見通しにつきましては、米国経済に不透明感があるものの、世界的な景気拡大基調が続く中で国内経

済においても景気は拡大基調を維持するものと考えられます。 

当社といたしましては、携帯電話やデジタル家電といったデジタル製品向けの半導体デバイス需要が好調で

あることから、半導体製造装置においても製品の安定かつ高稼働生産に向けた諸施策に取り組むことで顧客満

足の拡充を図るとともに、研究開発を推進し最先端半導体製造装置分野での競争力を維持及び強化し、受注の

確保と売上の増大に努めてまいります。 

 

（２） 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における総資産の残高は、30,971 百万円（前事業年度末は、24,309 百万円）となり 6,662

百万円の増加となりました。 

           流動資産につきましては、26,961 百万円（前事業年度末は、22,589 百万円）となり、4,372 百万円の増

加となりました。これは主に、売上高の増加に伴う売掛金の増加（5,721 百万円から 8,436 百万円へ 2,714

百万円の増加）、仕掛品の増加（11,511 百万円から 12,914 百万円へ 1,402 百万円の増加）、受取手形の増加

（1,053 百万円から 2,371 百万円へ 1,318 百万円の増加）等に対し、現金及び預金が減少（3,572 百万円か

ら 2,740 百万円へ 831 百万円の減少）したことによるものであります。 

 固定資産につきましては、4,009 百万円（前事業年度末は、1,719 百万円）となり、2,289 百万円の増加

となりました。これは主に、有形固定資産の増加（1,474 百万円から 3,270 百万円へ 1,795 百万円の増加）

によるものであります。 

 流動負債につきましては、21,634 百万円（前事業年度末は、17,641 百万円）となり、3,992 百万円の増加

となりました。これは主に、買掛金の増加（5,603 百万円から 8,459 百万円へ 2,856 百万円の増加）、支払手

形の増加（172 百万円から 1,705 百万円へ 1,533 百万円の増加）等に対して短期借入金を長期借入金へ変更

したことによる減少（10,500 百万円から 9,000 百万円へ 1,500 百万円の減少）等によるものであります。 

 固定負債につきましては、2,194 百万円（前事業年度末は、471 百万円）となり、1,722 百万円の増加とな

りました。これは主に、長期借入金の発生 1,500 百万円（前事業年度末はなし）によるものであります。 

 － ３ － 
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 純資産につきましては、7,141 百万円（前事業年度末は 6,195 百万円）となり、これは主に、当期純利益

計上 1,140 百万円に伴う繰越利益剰余金の増加によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

が 239 百万円の使用、投資活動によるキャッシュ・フローが 403 百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・

フローが 189 百万円の使用となったことにより、前事業年度末に比べ 831 百万円減少し、当事業年度末の資

金残高は、2,740 百万円（前期比 23.3％減）となりました。 

また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

      （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      当事業年度の営業活動の結果使用した資金は、239 百万円（前年同期は 1,682 百万円取得）となりました。

これは主に、税引前当期純利益 2,191 百万円、仕入債務の増加 4,389 百万円等の資金取得に対し、売上債権

の増加 4,033 百万円、たな卸資産の増加 3,766 百万円等が相殺されたことによるものです。 

    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      当事業年度の投資活動の結果使用した資金は、403 百万円（前年同期は 222 百万円使用）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出 674 百万円、長期前払費用の支出 600 百万円、無形固定資産の

取得による支出 116 百万円等に対し、有形固定資産の売却による収入 997 百万円等が相殺されたことによる

ものです。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当事業年度の財務活動の結果使用した資金は、189 百万円（前年同期は、499 百万円取得）となりました。

これは主に、配当金の支払（189 百万円）によるものです。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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（％） 15.4 16.8 21.3 25.5 23.1

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％） － 298.0 － 624.2 －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） － 17.9 － 11.2 －

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

 (注１)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。 

(注２)有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

    当社は、中長期的な展望に立脚し企業価値の一層の向上に努めることにより、安定した株主配当を実施す

ることを重要な経営目標の一つとして位置づけており、この観点に立って、各期の収益状況のみならず、企

 － ４ － 
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業財務体質、将来の事業展開等を総合的に勘案し、適正な配当を決定することを基本方針としております。 

     

（４）事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。 

① 製品単価について 

 当社は、全社売上高の約 80%以上を、半導体製造工程において LSI（大規模集積回路）等の電子回路パタ

ーンをシリコンウエハ上に転写するために用いられる原版となるフォトマスク製造装置及びその関連装置

に依存しております。フォトマスク製造に用いられる当社主力製品である電子ビームマスク描画装置の１台

あたりの単価は、高額であります。このため、各事業年度において、製造遅延等により売上計上時期が変更

となった場合、あるいは、何らかの理由により受注が取り消されるか、延期となった場合、または、返品そ

の他の理由により売上が取り消しとなるか、減額となった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

      ② 研究開発体制について 

     当社顧客が属する半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、LSI（大規模集積回路）の高集積化、

微細加工及び生産規模の拡大とコストの低減等、当社の主力製品によって製造されるフォトマスクに対する

技術的な要求は多岐にわたり、かつ、高度化しております。 

      当社では、半導体業界における微細化技術の主要な指標及び日常的な顧客との技術交流をとおして、研究

開発ロードマップを策定し、研究開発活動を行っております。研究開発活動については、自社独自の研究開

発に加えて、必要に応じて顧客または主要な半導体デバイスメーカー、マスク製造メーカー及び官学を含む

第三者との共同研究開発または開発委託も実施しており、多額の研究開発費を計上しております。しかしな

がら、当社が取り組むこれらの技術開発による成果のすべてが必ずしも顧客に受け入れられる保証はなく、

業界における技術進歩への対応に支障が生じ、あるいは偶発的または予見不可能な新技術の開発及びその浸

透により、顧客の要求に適合することが困難となった場合には、当社の事業へ影響を及ぼす可能性がありま

す。 

     ③ 競合について 

      当社の電子ビームマスク描画装置事業は、専門技術及び経験を要することから競合会社の数は限られてお

り、新規参入は困難であると考えられます。しかしながら、競合他社との技術競争の激化や受注競争の激化

による価格の下落傾向が長期化する場合には、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

       ④ 半導体市場動向について 

      当社は、電子ビームマスク描画装置の製造及び販売を主たる事業とする専業メーカーであり、最先端分野

の電子ビームを利用したフォトマスク描画関連装置に注力した事業展開を行なっております。LSI（大規模

集積回路）においては、さらなる高性能化及び省電力化への要求が強まる中、その技術進歩を支える重要な

要素技術であるフォトマスク製造工程の微細化技術の重要性は今後も継続し高まるものと考えられます。 

   一方で、LSI の高性能化及び省電力化を支える重要な要素技術であるフォトマスク製造における微細化技

術は、２年から３年という比較的短期で進歩しており、近年この微細化技術の進歩がさらに短期化する傾向

にある中で、継続的な関連技術の開発による高度な製品付加価値の維持及び発展が極めて重要であると認識

しております。当社は今後、研究開発活動への積極的な投資を継続していく計画でおりますが、当社が想定

する以上に研究開発投資が必要となった場合、追加投資に対応できる資金調達が可能である保証はなく当社

の業績へ影響を及ぼす可能性があります。 

 － ５ － 
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    ⑤ 為替変動について 

         当社の平成 19 年３月期における全社売上高に占める海外売上高の比率は、54％と高水準となっておりま

す。このため当社は、為替変動リスクを回避する観点から円建て決済取引を主としておりますが（平成 19

年３月期の海外顧客向け売上の 84.3％は円建ての債権）、一部の外貨建て決済取引において、当社の想定を

大きく上回る為替市場の変動が生じた場合、当社の事業へ影響を及ぼす可能性があります。 

       ⑥ 災害について 

        当社の本社及び主要生産設備が所在する静岡県沼津市周辺は、海溝型地震（東海地震）の発生が予測され

ております。当社の生産設備等は、国及び静岡県等の基準に基づき東海地震等一定以上の規模の地震に備え

た耐震性設計及び耐震建築されておりますが、当社及び行政機関が想定する以上の大きな揺れ、津波や地震

による火災等の二次災害により当社生産設備が損傷を受けた場合、当社の事業に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

      当社の横浜事業所においても、関東大震災クラスの大規模地震が発生した場合、地震の強い揺れや液状化

現象による直接的な被害及び火災等の地震による二次災害を受けることが想定されており、国及び横浜市等

の基準による建物の耐震補強工事を行なっております。しかしながら、当社及び行政機関が想定する以上の

大きな揺れ、津波、液状化現象の規模や地震による火災等の二次災害により当社生産設備が損傷を受けた場

合、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 
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２． 企業集団の状況 

 

当社は、電子線を用いてＬＳＩの原版となるフォトマスクを描画する電子ビームマスク描画装置を主力とした半導

体製造装置の開発設計、製造、販売、保守サービスを行なっておりますが、当社独自の企業集団は有しておりません。 

当社の親会社である東芝機械株式会社は、当社を含め子会社 19 社及び関連会社１社によって構成された企業集団を

有し、同社を中心として成形機事業、工作機事業、半導体装置事業及びその他の事業を営んでおりますが、同社グル

ープにおいては当社は半導体装置事業区分に位置づけられております。 

 

 

 

東芝機械株式会社 〔親会社〕 

成形機事業・工作機械事業 

当  社 

半導体製造装置の開発設計、製

造、販売、保守サービス 

 

 

３． 経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社は、人間尊重を基本として、豊かな価値の創造により、産業の基盤づくりに寄与し、世界の人々の生活・

文化の向上に貢献することを経営理念としています。その下に当社が実際に事業活動を展開していくにあたって、

法令を遵守し社会規範・企業倫理に従って行動するという観点から、経営理念を補完する企業の具体的「行動基

準」を定め、周知徹底を図っております。 

また、地球環境保全、社会貢献、人権尊重などについて企業としての社会的責任を果たすと共に、ＣＳ（顧客

満足）を基盤として企業価値の最大化を図り、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などの全てのステークホ

ルダーの期待に応えていきます。 

 

（２） 目標とする経営指標 

当社は、技術・品質に優れた製品・サービスを提供し、売上高経常利益率 10％以上を目標とします。また、研

究開発活動への積極的な投資を継続することによる高度な製品付加価値の維持及び発展が極めて重要であるとの

認識の下、売上高の 10％を目処に研究開発投資を実施いたします。 

 

（３） 長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社は、「最先端半導体製造装置を通じ、半導体産業と人類・社会の発展に貢献する」ことをビジョンとし事

業計画を定め、下記項目を重点施策として展開します。 

① マスク検査装置事業の確実な立上を実現する。 

② 開発体制の強化と技術先行性の維持を図り、電子ビームマスク描画装置とマスク検査装置の事業・技術シ

ナジーを発揮させる。 

③ エピタキシャル成長装置は厚エピ市場での地位を確保する。 

④ 顧客満足に重点を置いた品質保証体制を確立する。 

⑤ 今期より本格稼動する横浜事業所の円滑な立上とＩＴシステムの再構築を実施する。  

 

（４） 内部管理体制の整備・運用状況 

当社は平成１８年５月２４日開催の取締役会において、内部統制基本方針を決議し、平成１８年７月２０日開

催の取締役会においてその基本方針の一部改正を決議しております。この基本方針は次の通りであり、これに基
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づき、業務の適正化を図っております。 

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

取締役は、各分担領域に関連する法令の遵守等を実現するための体制を構築する権限および責任を有する

とともに、取締役会で定期的にその職務の遂行状況を報告しております。取締役は、内部通報体制を採用す

ることにより、問題の早期発見と適切な対応を行なっております。また、代表取締役社長直轄の内部監査専

任部門である考査室を設置し、使用人の職務の執行状況の適正さを把握し、その改善を図るために、年度計

画に基づく定期監査を実施しております。 

② 取締役の職務執行が効率的に行なわれることを確保する体制 

取締役は、「取締役会規程」「トップ会議運営要領」等に基づき、取締役会、経営戦略会議、月次報告会等

を運営し、規則等に定める適切な手続に則って業務を執行し、職務執行の効率化を図っております。また、

取締役会は、取締役の権限、責任の分担を行い、取締役は「業務分掌」、「決裁権限基準」、「組織規程」、「役

職者職務規程」等に基づき、使用人の権限および責任を明確にするとともに各部門、各使用人の具体的な目

標、役割を設定しております。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、「リスク・コンプライアンス・マネージメント規程」を制定し、全社のリスク・コンプライアン

ス・マネージメントを掌るリスク・マネージメント・オフィサー（ＲＭＯ）を任命し、ＲＭＯのミッション

遂行に必要な事項の審議および答申等を行なうリスク管理委員会を設置しております。 

④ 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、当社、当社親会社のグループから成る企業集団の倫理方針、行動綱領、法令順守等を定めた「ニ

ューフレアテクノロジー経営理念」「ニューフレアテクノロジー行動基準」に基づく適切な経営管理を行な

っております。 

⑤ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行なわれるこ

とを確保するための体制 

取締役および使用人は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、定例または経営、業績に対し、

重大な影響を及ぼすと思われる事象が発生した場合は、その都度、可及的速やかに監査役に対して報告して

おります。また、その他必要な事項を監査役に報告するとともに、監査役からの求めに応じてヒアリング等

を通じて職務執行状況を報告しております。また、代表取締役は、定期的に監査役と情報交換を行なうとと

もに、監査役に対し、監査役が必要と考える重要な会議への出席を確保する等、監査役の監査が効果的に行

なわれるための体制を整備しております。 

 

（５） その他、会社の経営上重要な事項 

当社は、平成 19 年４月 25 日にジャスダック証券取引所に上場いたしました。 
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４．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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  3,572,165 2,740,784 

２．受取手形 ※３ 1,053,067 2,371,247 

３．売掛金  5,721,558 8,436,555 

４．製品  61,645 － 

５．仕掛品  11,511,847 12,914,116 

６．前払費用  22,153 39,620 

７．繰延税金資産  222,183 240,807 

８．未収消費税等  417,585 166,559 

９．その他流動資産  7,182 52,137 

流動資産合計  22,589,387 92.9 26,961,828 87.1 4,372,441

Ⅱ 固定資産   

(1)有形固定資産   

１．建物  1,529,055 1,625,083  

減価償却累計額  540,647 988,408 640,362 984,720 

２．構築物  61,389 75,746  

減価償却累計額  34,195 27,194 39,787 35,959 

３．機械及び装置  1,138,830 2,568,317  

減価償却累計額  712,945 425,884 857,281 1,711,036 

４．車両運搬具  833 833  

減価償却累計額  792 41 792 41 

５．工具、器具及び備
品 

 119,562 149,984  

減価償却累計額  87,491 32,070 95,748 54,235 

６．建設仮勘定  698 484,193 

有形固定資産合計  1,474,297 6.1 3,270,187 10.6 1,795,890

(2)無形固定資産   

１．特許権  23,697 95,572 

２．商標権  1,916 1,716 

３．ソフトウェア  56,646 63,464 

４．その他の無形固定
資産 

 72 72 

５．ソフトウェア仮勘
定 

 － 17,287 

無形固定資産合計  82,333 0.3 178,114 0.5 95,781

(3)投資その他の資産   

１．長期前払費用  133,334 520,834 

２．繰延税金資産  16,613 16,798 

３．その他投資  13,148 23,422 

投資その他の資産
合計 

 163,095 0.7 561,054 1.8 397,959

固定資産合計  1,719,726 7.1 4,009,356 12.9 2,289,630

資産合計  24,309,113 100.0 30,971,184 100.0 6,662,071
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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（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

構成比
（％）

増減 
（千円） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※2,3 172,123 1,705,273 

２．買掛金 ※２ 5,603,305 8,459,430 

３．短期借入金  10,500,000 9,000,000 

４．未払金  34,006 261,120 

５．未払費用  745,853 988,122 

６．未払法人税等  440,093 780,973 

７．前受金  112,868 365,098 

８．預り金  12,858 25,471 

９．製品保証引当金  18,000 34,594 

10．その他流動負債  2,760 14,700 

流動負債合計  17,641,870 72.6 21,634,783 69.8 3,992,913

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  － 1,500,000 

２．退職給付引当金  471,854 694,535 

固定負債合計  471,854 1.9 2,194,535 7.1 1,722,681

負債合計  18,113,724 74.5 23,829,319 76.9 5,715,595

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 4,500,000 18.5 － △4,500,000

Ⅱ 利益剰余金   

１．利益準備金  2,000 －  

２．当期未処分利益  1,693,388 －  

利益剰余金合計  1,695,388 7.0 － △1,695,388

資本合計  6,195,388 25.5 － △6,195,388

負債及び資本合計  24,309,113 100.0 － △24,309,113

   

 

 － １０ － 



㈱ニューフレアテクノロジー（6256）  平成 19 年３月期決算短信（非連結） 

 

  
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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金 ※１ － 4,500,000 14.5 4,500,000

２．利益剰余金   

   (1)利益準備金  － 22,000  

(2)その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  － 2,619,865  

利益剰余金合計  － 2,641,865 8.6 2,641,865

株主資本合計  － 7,141,865 23.1 7,141,865

 純資産合計  － 7,141,865 23.1 7,141,865

 負債及び純資産合計  － 30,971,184 100.0 30,971,184
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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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  17,083,403 100.0  23,062,328 100.0 5,978,925

Ⅱ 売上原価    

１．製品期首たな卸高  61,645 61,645  

２．当期製品製造原価 ※1,3 11,107,181 14,564,763  

合計  11,168,826 14,626,408  

３．他勘定振替高  - 61,645  

４．製品期末たな卸高  61,645 11,107,181 65.0 － 14,564,763 63.2 3,457,582

売上総利益  5,976,222 35.0 8,497,564 36.8 2,521,342

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※2,3 4,451,890 26.1

 
 6,098,568 26.4 1,646,678

営業利益  1,524,331 8.9  2,398,995 10.4 874,664

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  23 1,977  

２．為替差益  257,704 71,460  

３．受取販売手数料  19,026 9,522  

４．受取特許料  － 28,272  

５．その他  24,721 301,476 1.8 14,771 126,002 0.5 △175,474

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 ※１ 149,680 134,535  

２．棚卸資産廃却損  76,502 77,571  

３．退職給付会計基準変
更時差異償却 

 40,152 40,152  

４．事業所新設関連費用  － 59,700  

５．その他  27,229 293,565 1.7 20,445 332,405 1.4 38,840

経常利益  1,532,242 9.0   2,192,592 9.5 660,350

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※４ 7,759 7,759 0.1 833 833 0.0 △6,926

税引前当期純利益  1,524,483 8.9  2,191,759 9.5 667,276

法人税、住民税及び
事業税 

 693,605 1,069,971  

法人税等調整額  △73,319 620,286 3.6 △18,809 1,051,162 4.6 430,876

当期純利益  904,197 5.3  1,140,596 4.9 236,399

前期繰越利益  789,191  － 

当期未処分利益  1,693,388  － 
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（３）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） 

株主資本 純資産合計

利益剰余金 

その他 

利益 

剰余金 

 
資本金 利益 

準備金 
繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 
 

平成 18 年３月 31 日 残高 

（千円） 
4,500,000 2,000 1,693,388 1,695,388 6,195,388 6,195,388

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △189,000 △189,000 △189,000 △189,000

 利益処分による役員賞与 

 （注） 
△5,120 △5,120 △5,120 △5,120

 当期純利益 1,140,596 1,140,596 1,140,596 1,140,596

 利益準備金の積立（注） 20,000 △20,000 0 0 0

事業年度中の変動額合計 － 20,000 926,476 946,476 946,476 946,476

平成 19 年３月 31 日 残高 

（千円） 
4,500,000 22,000 2,619,865 2,641,865 7,141,865 7,141,865

（注） 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。 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

  
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（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー                                            
税引前当期純利益  1,524,483 2,191,759 

減価償却費  277,929 292,104 

長期前払費用償却額  100,000 212,500 

有形固定資産除却損  7,759 833 

製品保証引当金の増減額（減少：

△） 
 △9,000 16,594 

退職給付引当金の増加額  138,747 222,681 

受取利息及び受取配当金  △23 △1,977 

支払利息  149,680 134,535 

売上債権の増減額（増加：△）  2,109,756 △4,033,177 

前受金の増加額  12,771 252,230 

たな卸資産の増加額  △1,800,155 △3,766,368 

仕入債務の増加額  1,560 4,389,274 

未収消費税等の増減額（増加：△）  △207,527 251,025 

役員賞与の支払額  - △5,120 

その他  218,755 468,514 

          小計  2,524,737 625,409 △1,899,328

利息及び配当金の受取額  23 1,977 

利息の支払額  △157,821 △131,158 

法人税等の支払額  △684,702 △735,463 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,682,236 △239,235 △1,921,471

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △153,658 △674,364 

有形固定資産の売却による収入  - 997,799 

無形固定資産の取得による支出  △66,167 △116,307 

長期前払費用の取得による支出  - △600,000 

その他  △3,147 △10,274 

 投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △222,973 △403,145 △180,172

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増減額  - △1,500,000 

長期借入金の借入による収入  - 1,500,000 

株式発行による収入  499,475 - 

    配当金の支払額  - △189,000 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  499,475 △189,000 △688,475

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  1,958,738 △831,380 △2,790,118

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,613,427 3,572,165 1,958,738

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,572,165 2,740,784 △831,381
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（５）利益処分計算書 

  
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月27日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,693,388 

Ⅱ 利益処分額    

   1. 利益準備金  20,000  

   2. 配当金  189,000  

   3. 役員賞与金  5,120  

     （うち取締役分）  (  5,120) 214,120 

Ⅲ 次期繰越利益   1,479,268 
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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．たな卸資産の評

価基準及び評価

方法 

製品、仕掛品 

個別法による原価法を採用しております。

 

製品、仕掛品 

同左 

 

 

２．固定資産の減価

償却の方法 

(1)有形固定資産 

  定率法 

(1)有形固定資産 

同左 

 ただし、建物（建物付属設備は除く）に

ついては定額法を採用しております。 

 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 

 

   建物及び構築物    3年～60年 

  機械装置及び運搬具  7年～17年 

 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

   定額法 同左 

 ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）

で償却しております。 

 

３．繰延資産の処理

方法 

(1)新株発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

 

(1)新株発行費 

同左 

４．引当金の計上基

準 

(1)製品保証引当金 

  製品納入後の保証期間内に発生する補 

  修費用の支出に充てるため、過去の実 

績に将来の見込を加味した額を計上し 

ております。 

(1)製品保証引当金 

同左 

 

 

 

  (2)退職給付引当金  (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。

  なお、会計基準変更時差異については、

  15年による按分額を費用処理しており 

   ます。  

   数理計算上の差異は、各事業年度の発 

   生時における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 

  額法により按分した額をそれぞれ発生 

  の翌事業年度から費用処理しておりま 

  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） 

５．リース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する 

 と認められるもの以外のファイナンス・ 

リース取引については、通常の賃貸借取

 引に係る方法に準じた会計処理によって 

   おります。 

同左 

 

６．ヘッジ会計の方

法 

(1)ヘッジ会計の方法 

 特例処理の条件を充たしている金利スワ

ップについて、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 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・金利の変動による損失

の可能性があり、ヘッジ

取引によりキャッシ

ュ・フローが固定され、

その変動が回避される

もの。 

 

同左 

 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

 当社の管理方針に基づき、借入金金利の

変動によるリスクを回避する目的で、特

例処理の条件を充たす金利スワップ取引

を利用しております。   

 

同左 

 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについての特例処理の条件

を充たしているため、ヘッジ有効性評価

を省略しております。 

 

同左 

 

７．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 

 

８．その他財務諸表

作成のための基

本となる重要な

事項 

消費税等の処理方法 

 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。 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理方法の変更 

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） 

（固定資産の減損処理に係る会計基準）  

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準 

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （役員賞与に関する会計基準） 

  当期より、「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。 

  この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は4,775千円減少しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12 月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用しております。

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は

7,141,865 千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度

における貸借対照表の純資産の部については、改正後

の財務諸表等規則により作成しております。 
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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．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数   普通株式   200,000株 

   発行済株式総数 普通株式    90,000株 

 

     授権株式数   普通株式   140,000株 

   発行済株式総数 普通株式    90,000株 

 

※２．関係会社項目 ※２．関係会社項目 

    関係会社に対する負債には区分掲記され 

   たもののほか次のものがあります。 

    関係会社に対する負債には区分掲記され 

   たもののほか次のものがあります。 
 
流動負債  

買掛金 2,927,922千円 
  

 
流動負債  

支払手形 178,226千円 

買掛金 183,029千円 
  

 ※３．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。なお、当期

末日が金融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が期末算高に含まれております。 

    

 

     受取手形              7,130千円

     支払手形             4,640千円
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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。 

※１． 

    関係会社からの仕入高  10,516,606千円 

    関係会社への支払利息    105,982千円 

 

 

※２． 販売費に属する費用のおおよその割合は37 

％、一般管理費に属する費用のおおよその割 

合は63％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※２． 販売費に属する費用のおおよその割合は37 

％、一般管理費に属する費用のおおよその割 

合は63％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

    販売手数料         222,579千円 

    特許使用料         121,385  

    荷造運賃諸掛費       87,872 

    給料手当          967,689  

    退職給付費用        54,629 

厚生費           58,174 

    減価償却費         52,199 

    外注費           820,196 

    研究開発費        1,411,911 

 

    販売手数料          94,946千円 

    特許使用料         356,475  

    荷造運賃諸掛費       62,271 

    給料手当         1,189,922  

    退職給付費用        148,898 

厚生費           112,416 

    減価償却費         82,869 

    外注費           677,439 

    研究開発費        2,137,304 

 

※３． 研究開発費の総額 ※３． 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

   開発費 

                1,516,323千円  

 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

   開発費 

                2,252,623千円  

 

※４． 固定資産除却損は、建物1,802千円、機械及び装

置5,716千円、工機、器具及び備品240千円で

あります。 

 

※４． 固定資産除却損は、建物102千円、機械及 

び装置471千円、工具、器具及び備品259千円 

であります。               
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 
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） 

発行済株式     

 普通株式 90 － － 90

合計 90 － － 90

 

２．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６月 27日 

定時株主総会 
普通株式 189,000 2,100.00 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配 当 金

の総額 

（千円）

配当の原資

1株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 225,000 利益剰余金 2,500.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）
 
 （千円）

現金及び預金勘定 3,572,165 

現金及び現金同等物 3,572,165 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,740,784 

現金及び現金同等物 2,740,784 
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（リース取引関係） 

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． リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１． リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械及び装置 354,730 175,683 179,047

車両運搬具 3,582 1,145 2,436

工具、器具及び
備品 

30,372 5,239 25,132

ソフトウェア 64,076 33,131 30,944

合計 452,761 215,199 237,561

  
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末算高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 

 
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 1,816,604 381,240 1,435,364

車両運搬具 5,622 2,270 3,352

工具、器具及び
備品 

31,527 11,285 20,241

ソフトウェア 61,062 44,778 16,283

合計 1,914,816 439,574 1,475,241

  
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末算高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 102,413千円

１年超 135,148千円

合計 237,561千円
  

 
１年内 383,573千円

１年超 1,091,668千円

合計 1,475,241千円
  

 （注） 未経過リース料期末算高相当額は、未経過リ

ース料期末算高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

同左 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額 

  支払リース料           95,222千円

  減価償却費相当額         95,222千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額 

  支払リース料          341,805千円 

   減価償却費相当額        341,805千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成 18 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 

 

当事業年度（平成 19 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

1. 取引の状況に関する事項 

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)  取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ

ップ取引であります。 

(2)  取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

(3)  取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、借入金金利の変動によ

るリスクを回避する目的で、借入金の範囲内で、金

利スワップ取引を利用しております。 

①  ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

また、特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップ等に関しては、特例処理を採用しておりま

す。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ： 金利スワップ取引 

ヘッジ対象  ： 金利の変動による損失の可能

性があり、ヘッジ取引により

キャッシュ・フローが固定さ

れ、その変動が回避されるも

の。 

③ ヘッジ方針 

当社の管理方針に基づき、借入金金利の変動に

よるリスクを回避する目的で、借入金の範囲内

で、金利スワップを利用しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについての特例処理の要件を満

たしているため、ヘッジ有効性判定を省略して

おります。 

(4)  取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しております。 

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、当社の

管理方針に基づき、経理担当部門が決裁担当者の承

認を得て行っております。 

 

(1)  取引の内容 

同左 

 

(2)  取引に対する取組方針 

同左 

 

 

(3)  取引の利用目的 

同左 

 

 

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 ：  同左 

ヘッジ対象 ：  同左 

 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

(4)  取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 － ２３ － 
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 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） 

 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体

がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの

ではありません。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

 

2. 取引の時価等に関する事項 

(1) 金利関連 

前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）及び当事業年度（自平成 18 年４月１日 至平

成 19 年３月 31 日） 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため、記載は省略いたします。 

 

 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（平成 18 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 

 

当事業年度（平成 19 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 
 

 

 － ２４ － 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3月 31 日） 

(1)親会社及びその他の関係会社 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

委託代理
購買代金
（仕入）
 

10,516,606 買掛金 2,927,922

委託代理
購買代金
（設備）

173,511 未払金 33,273

支払借入
金利息 

105,982 未払費用 -

商標使用
許諾対価

14,091 未払費用 10,696

業務委託
費 

608,518 未払費用 53,443

土地・建
物の賃借
料 

101,220 未払費用 8,856

立替経費 44,054 未払費用 1,292

親会社 
東芝機械
㈱ 

沼津市
大岡 

12,484 

成形機、工
作機械そ
の他の製
造・販売 

(被所有)
直接 61.1

 
兼任 
１名
 

代理購
買等業
務委託
先 

短期借入
金（返済）

8,500,000 
短期借入
金 

-

その他
の関係
会社 

㈱東芝 
東京都
港区 

274,926 

デジタル
機器、家電
製品、シス
テム・社
会・産業用
製品党の
製造･ 
販売 

(被所有)
直接 38.9

 
－ 

 

製品等
販売先

 
製品販売
 

15,158 売掛金 397

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

      ２．取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(1）委託代理購買代金（仕入）及び（設備）については、毎月月末締め、４ヶ月後月末振込です。また特

段の意思表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

(2）支払借入金利息については、年利 1.6％（平成 17 年３月 31 日現在）です。なお、年１回、市中金利

を勘案し、話し合いにより見直します。 

(3）商標権使用許諾対価については、《総売上高－（グループ向け売上－グループ内からの調達）》×0.1％

で計算いたします。また特段の意思表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

(4）業務委託費については、当該業務の市場価格等を参考として当事者間で協議し対価を算定し、毎月月

末締め、翌月末振込です。また特段の意思表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

(5）土地・建物の賃借料については、契約期間６ヶ月です。なお、半年毎に使用面積に応じた金額で契約

更新いたします。 

(6）立替経費については、各契約の当社分の実費とし、毎月月末締め、翌月末振込です。また特段の意思

表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

(7)短期借入金(返済)については、6ヶ月後元金一括返済です。尚、6ヶ月毎に見直しをいたします。 

 － ２５ － 
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当事業年度（自平成 18 年 4 月 1日 至平成 19 年 3月 31 日） 

(1)親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

支払手形 2,226委託代理
購買代金
（仕入）
 

1,271,255 

買掛金 144,412

商標使用
許諾対価

18,906 未払費用 11,498

業務委託
費 

357,839 未払費用 29,499

土地・建
物の賃借
料 

116,929 未払費用 9,926

親会社 
東芝機械
㈱ 

沼津市
大岡 

12,484 

成形機、工
作機械そ
の他の製
造・販売 

(被所有)
直接56.7

 
兼任 
１名
 

代理購
買等業
務委託
先 

立替経費 67,456 未払費用 4,698

 
製品販売
 

140,584 売掛金 35,257

支払手形 176,000

仕入 305,899 

買掛金 38,616

その他
の関係
会社 

㈱東芝 
東京都
港区 

274,926 

デジタル
機器、家電
製品、シス
テム・社
会・産業用
製品党の
製造･ 
販売 

(被所有)
直接 38.9

 
－ 

 

製品等
販売
先、仕
入先 

特許料 90,093 未払費用 80,784

その他
の関係
会社 

東芝ソリ
ューショ
ン㈱ 
※１ 

東京都
港区 

200 

コンサル
テーショ
ン、ソリュ
ーション
ビジネス 

－ － 仕入先 仕入 960,984 買掛金 317,130

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

        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(1）委託代理購買代金（仕入）及び（設備）については、毎月月末締め、４ヶ月後月末振込です。また特

段の意思表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

(2）商標権使用許諾対価については、《総売上高－（グループ向け売上－グループ内からの調達）》×0.1％

で計算いたします。また特段の意思表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

(3）業務委託費については、当該業務の市場価格等を参考として当事者間で協議し対価を算定し、毎月月

末締め、翌月末振込です。また特段の意思表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

(4）土地・建物の賃借料については、契約期間６ヶ月です。なお、半年毎に使用面積に応じた金額で契約

更新いたします。 

(5）立替経費については、各契約の当社分の実費とし、毎月月末締め、翌月末振込です。また特段の意思

表示がない限り、同条件にて自動延長されます。 

   ３．※１の会社は、㈱東芝の 100％出資子会社であります。 

 

 － ２６ － 
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（税効果会計関係） 

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産  (千円)

未払賞与否認 123,685 

たな卸資産廃却損否認 45,315 

製品保証引当金繰入超過額 7,155 

未払事業税 36,000 

退職給付引当金繰入超過額 78,335 

その他 21,609 

繰延税金資産小計 312,099 

評価性引当額 △73,303 

繰延税金資産合計 238,796 
  

 
繰延税金資産 (千円)

未払賞与否認 156,923 

たな卸資産廃却損否認 43,725 

製品保証引当金繰入超過額 13,751 

未払事業税 58,950 

退職給付引当金繰入超過額 274,360 

その他 54,588 

繰延税金資産小計 602,300 

評価性引当額 △344,695 

繰延税金資産合計 257,605 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

   法定実効税率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、注記を省略しております。   

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

   法定実効税率          39.75％ 

   （調整） 

   評価性引当額増減         6.59％ 

   その他              1.62％ 

   税効果会計適用後の法人税等の負担 

   率               47.96％  

 

 

 

 － ２７ － 
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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。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
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） 退職給付債務（千円）    △998,451    △1,213,010 

（２） 年金資産（千円） 31,206 36,550 

 
（３） 未積立退職給付債務（１）＋（２）（千円） 

 
△967,245 

 
△1,176,460 

 
（４） 会計基準変更時差異の未処理額（千円） 
 
（５） 未認識数理計算上の差異（千円） 
 
（６） 未認識過去勤務債務（千円） 
 
 
（７） 貸借対照表計上額純額（３）＋（４）＋（５）＋（６）

（千円）
 
（８） 前払年金費用（千円） 
 
 
 （９） 退職給付引当金（７）－（８）（千円）        

 
361,374 
 
134,017 
 
－ 

 
 

△471,854 
 
 
－ 

 
 

△471,854 

 
321,221 
 
160,702 
 
－ 

 
 

△694,535 
 
 
－ 

 
 

△694,535 
   

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
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） 

 
退職給付費用（千円） 

 
173,969 

 
273,515 

 （１）勤務費用（千円） 102,410 203,468 

 （２）利息費用（千円） 16,238 17,929 

 （３）期待運用収益（減算）（千円） △267 △780 

 （４）会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 
 
（５）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 
 

40,153 
 

15,435 
 

40,152 
 

21,055 
 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

 （２）割引率（％） 2.0 2.0 

    （期首時点において適用した割引率）（％） （2.0） （2.0）

 （３）期待運用収益率（％） 1.0 1.0 

 （４）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10 

 （５）会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15 

 － ２８ － 
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（ストック・オプション等） 

前事業年度（平成 18 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 

 

当事業年度（平成 19 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 

 

（企業結合等） 

前事業年度（平成 18 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 

 

当事業年度（平成 19 年 3月 31 日現在） 

該当事項ありません。 

 

（１株当たり情報） 

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 68,837.65円 

１株当たり当期純利益金額 10,572.28円 

  

 

１株当たり純資産額 79,354.06円 

１株当たり当期純利益金額 12,673.29円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません 

同左 

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

 
前事業年度 

(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) 

当期純利益（千円） 904,197 1,140,596 

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,120 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （ 5,120）  （ －） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 899,077 1,140,596 

期中平均株式数（株） 85,041 90,000 

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 

                       

－ 

 

                       

－ 

 

 － ２９ － 



㈱ニューフレアテクノロジー（6256）  平成 19 年３月期決算短信（非連結） 

（重要な後発事象） 

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）株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴  

う募集株式の発行について 

１) 取締役会等の決議 

当社は、平成 19 年３月 23 日開催の臨時取締役会

において、株式会社ジャスダック証券取引所への

上場に伴い、下記のとおり募集株式を発行するこ

とを決議しております。 

 ２）募集等の方法 

    公募による募集株式発行 

 

 ３）発行する株式の種類及び数、発行価格、発行総額、

発行価格のうち資本へ組入れる額 

(a) 発行する株式の種類及び数 

普通株式 10,000 株 

(b) 発行価格  

１株につき 金 220,000 円（平成 19 年

４月 16 日決定） 

(c) 発行総額 

 2,200,000,000 円 

(d) 資本へ組入れる額 

① 資本金   1,023,000,000 円 

② 資本準備金 1,023,000,000 円  

 

 

４） 発行のスケジュール 

(a)募集・売出期間 

平成 19 年４月 17 日（火曜日）から 

平成 19 年４月 20 日（金曜日）まで 

(b)払込期間 

平成 19 年４月 24 日（火曜日） 

(c)株券受渡期日 

平成 19 年４月 25 日（水曜日） 

 

 ５） 新株の配当起算日 

     平成 19 年４月１日 

６） 資金の使途 

新設する横浜事業所を中心とした設備投資への

使用を予定しております。 

７） その他 

今回の公募による募集株式発行及び株式売出し

にあたり、日本証券業協会の定める「有価証券

の引受け等に関する規則」（公正慣習規則第 14

号）の規定に基づき、引受人は、当社の従業員

持株会に対して、公募による募集株式のうち、

281 株（公開株式数〈オーバーアロットメント

による売出株式数を含む〉の 1.3％）を販売い

たします。 
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５．その他 

 （１）役員の異動（平成 19 年 6月 27 日付の予定） 

① 新任取締役候補 

取 締 役 臼 田
う す だ

 欣 也
き ん や

 （現、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ･ﾏｽｸ･ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱社長） 

 

取 締 役 濱 田
は ま だ

 英 明
ひであき

 （現、当社営業統括部 部長） 

 

② 新任監査役候補 

監 査 役 金 原
かね は ら

 宜 昭
たかあき

 （現、㈱東芝 セミコン社関連部 部長） 

 

監 査 役 田 中
た な か

 道 則
みちのり

 （現、東芝機械㈱常勤監査役） 

 

③ 退任予定取締役 

取 締 役（非常勤） 森 本
もりもと

 泰 生
や す お

 （当社顧問（非常勤）に就任予定） 

 

④ 退任予定監査役 

監 査 役 隅 坂
すみさか

 弘 志
ひ ろ し

  

 

監 査 役 森 田
も り た

 元 康
もとやす

 

 

⑤ 昇格予定取締役 

常 務 取 締 役 水 野
み ず の

 國 雄
く に お

 （現、取締役） 

 

（注）新任監査役候補の田中 道則氏と金原 宜昭氏は、会社法第 2条第 16号に定める社外監査役候補であります。 
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（２）生産、受注及び販売の状況 

   ①生産実績 

    当事業年度の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

前年同期比（％） 

電子ビームマスク描画装置（千円） 19,847,038 141.2 

エピタキシャル成長装置（千円） 1,403,765 144.3 

マスク検査装置（千円） 1,811,523 171.8 

合計（千円） 23,062,328 143.4 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

  ②受注状況 

   当事業年度の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

前年同期比（％） 

電子ビームマスク描画装置（千円） 24,080,755 140.8 

エピタキシャル成長装置（千円） 1,738,228 147.5 

マスク検査装置（千円） 2,120,329 － 

合計（千円）   27,939,312 152.1 

（注）１．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 

   当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

前年同期比（％） 

電子ビームマスク描画装置（千円） 19,847,038 131.8 

エピタキシャル成長装置（千円） 1,403,765 144.3 

マスク検査装置（千円） 1,811,523 171.8 

合計（千円） 23,062,328 135.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

以  上 
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