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(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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 11,646 △10.2 △530 － △565 － △598 －

18年３月期 12,973 15.2 1,135 13.3 1,032 9.0 587 8.9

 
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 △81 89 － △8.2 △4.5 △4.6

18年３月期 90 70 89 96 9.0 9.5 8.8

（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 12,384 6,994 56.5 956 27

18年３月期 12,502 7,664 61.3 1,048 21

（参考）自己資本 19年３月期 6,994百万円 18年３月期 －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 506 △349 △308 509

18年３月期 △595 △2,069 2,296 661

  １株当たり配当金 配当金総額 
 （年間） 

配当性向 
純資産 
配当率 （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 － 10 00 10 00 73 11.0 1.0

19年３月期 －  － 0 00 － － 0.0

20年３月期（予想） － 4 00 4 00 － 29.3 －

 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 5,900 △9.9 △270 － △310 － △330 － △45 11

通期 13,200 13.3 160 － 100 － 100 － 13 67
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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、15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） 

（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、20ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 7,315,000株 18年３月期 7,312,000株

② 期末自己株式数 19年３月期 150株 18年３月期 90株

※ 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 

ａ．当期の経営成績 

当事業年度のわが国経済は、金利上昇懸念等の不安定な要素があったものの、企業業績の改善により、設備投資

の拡大や個人消費の増加がみられるなど、景気は総じて堅調に推移しました。 

海外においては、中国では、旺盛な設備投資を背景に高い成長を維持しました。一方、米国においても住宅市場

の調整等の影響から景気減速懸念があったものの、景気は総じて堅調に推移しました。 

また、平成18年の半導体市場全般におきましては、世界市場では前年比約９％の成長、日本市場でも前年比約

５％の成長となりました。しかしながら、当社の主力分野の１つであるＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレ

ー）駆動用ＩＣにおいては、生産調整および価格下落の影響で日本での生産金額は約４％のマイナス成長となりま

した。 

このような経営環境のもと、半導体設計事業においては堅調に推移したものの、半導体テストハウス事業におい

てＦＰＤ駆動用ＩＣの受託数量および受託価格が低迷したことにより、当期の売上高は 11,646百万円（前期

比 10.2％減）となりました。 

 一方、利益面につきましても、コスト削減に努めたものの売上高減少の影響が大きく、経常損失 565百万円（前

期比 1,597百万円減）、当期純損失 598百万円（前期比 1,186百万円減）となりました。 

  

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

［半導体テストハウス事業］ 

ロジックＩＣについては九州工場の増床、新規テスターの導入を図る等の施策により、売上高は拡大しまし

た。一方、ＦＰＤ駆動用ＩＣについては市場環境の悪化により減収となりました。その結果、当該事業の売上

高は 11,030百万円（前期比 11.1％減）となりました。 

  

［半導体設計事業］ 

受託設計案件においては１年を通じて堅調に推移し、また、音声・オーディオ関係のロイヤリティ収入が増

加したことにより、売上高は 615百万円（前期比 8.8％増）となりました。また、情報セキュリティ技術のＬ

ＳＩ化製品の開発にも取り組みました。 

  

ｂ．次期の見通し 

次期については半導体の価格の下落やＦＰＤ駆動用ＩＣでの生産調整が長引く見通しであることなどから、特に

年度前半は低調に推移し、回復は夏場以降になると考えられます。このような状況の中で、次期は中期的な発展に

向けた施策を継続しつつも、黒字化を実現すべく、コストダウンの推進や受注拡大に重点を置いた各種経営施策を

推進していく考えです。この結果、次期の売上高は 13,200百万円（前期比 13.3％増）と予想しております。 

  

なお、各事業部門別の状況は次のとおりであります。 

［半導体テストハウス事業］ 

生産体制見直しを含む生産性向上や購入単価見直しを中心としたコストダウンの推進、テスト開発力を活か

した量産テストの取り込み拡大、ファウンドリー会社およびファブレスメーカーなどの新規顧客の取り込み、

コンタクト技術分野での新規メニューの早期立上げと拡大などに取り組み、次期の売上高は 12,370百万円

（前期比 12.1％増）と予想しております。  

  

［半導体設計事業］ 

音声・オーディオ・通信分野を中心としたＩＰ（設計資産）ビジネスの強化、情報セキュリティ技術のＬＳ

Ｉ化製品の開発などにより、次期の売上高は 830百万円（前期比 34.9％増）と予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

ａ．資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、主として設備投資を行ったことにより現金及び預金が減少し、流動資産

は 6,218百万円（前期比 13.2％減）となりました。固定資産は九州工場の設備増強等により 6,166百万円（前期

比 15.5％増）となりました。この結果、総資産は 12,384百万円（前期比 0.9％減）となりました。 

負債につきましては、営業活動により得られた資金を短期借入金の返済に当てたこと等により、流動負債は

2,472百万円（前期比 35.6％減）となりました。また、設備資金確保のため総額 1,500百万円の長期借入れを実行

したことにより固定負債は 2,917百万円（前期比 191.9％増）となりました。この結果、負債総額は 5,389百万円

（前期比 11.4％増）となりました。 
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純資産につきましては、配当金の支払および当期純損失の計上等により 6,994百万円（前期比 8.7％減）となり

ました。 

  

ｂ．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 506百万円の収入、投資活動によるキャッシュフローが 349百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

が 308百万円の支出となった結果、前事業年度末に比べ 152百万円減少（前期比 23.1％減）し、当事業年度末に

は 509百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は 506百万円となりました。 

  これは主に、税引前当期純損益が 568百万円の損失、法人税等の支払で 380百万円の支出があったものの、減

価償却費で 877百万円、売上債権の減少により 355百万円の資金を得たこと等によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果減少した資金は 349百万円となりました。 

  これは主に、定期預金の満期に伴う 1,200百万円の払戻がありましたが、固定資産の取得により 814百万円の

支出があったことや 750百万円を定期預金に預け入れたこと等によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果減少した資金は 308百万円となりました。 

  これは主に、長期借入れにより 1,500百万円増加したものの短期借入金の純減少額 1,140百万円および長期借

入金の返済 526百万円があったこと等によるものであります。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 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（期末株価終値×期末発行済株式総数）／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 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負

債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※平成18年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業キ

ャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(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、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと考え、企業体質の強化と事業展開に向けた内部留保の

充実を勘案しながら、業績に見合った利益還元を行っていく所存であります。また、内部留保資金は企業体質の強化

および今後の設備投資に有効活用し、将来の成長に向け努める所存であります。 

  なお、当事業年度の業績に鑑み、今期の配当につきましては見送ることとさせて頂きたいと存じます。来期につき

ましては、基本方針に基づき決定していく所存であります。 

  

 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（％） 58.2 61.3 56.5 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
－ 102.4 32.5 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
0.6 － 5.0 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
64.4 － 18.8 
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２．企業集団の状況 
 最近の有価証券報告書（平成18年６月29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 

 平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月14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。 

 当該中間決算短信は、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.gti.co.jp/ 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(4）会社の対処すべき課題 

 わが国の半導体生産については、デジタル化・ＩＴ化の進展の中で中期的には成長が期待されますが、次年度に

ついては半導体の価格の下落や、ＦＰＤ駆動用ＩＣでの生産調整が長引く見通しであることなどから、特に年度前

半は低調に推移し、回復は夏場以降になると考えられます。 

 このような状況の中で、次年度は中期的な発展に向けた施策を継続しつつも、黒字化を実現すべく、コストダウ

ンの推進や受注拡大に重点を置き、以下の主要な経営施策を推進していく考えです。 

  

ａ．半導体テストハウス事業 

 ・生産体制見直しを含む生産性向上や購入単価見直しを中心としたコストダウンの推進 

 ・テスト開発力を活かした量産テストの取り込み拡大 

 ・ファウンドリー会社およびファブレスメーカーなどの新規顧客の取り込み 

 ・コンタクト技術分野での新規メニューの早期立上げと拡大 

  

ｂ．半導体設計事業 

 ・音声・オーディオ・通信分野を中心としたＩＰ（設計資産）ビジネスの強化 

 ・情報セキュリティ技術のＬＳＩ化製品の開発 

 ・ＦＰＤ駆動用ＩＣを中心として、設計、テストおよびアセンブリを含めたターンキーサービスへの取組み 
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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   1,861,514   1,259,025  △602,488 

２．受取手形   6,037   21,018  14,981 

３．売掛金   4,709,402   4,338,670  △370,731 

４．原材料   19,858   16,209  △3,649 

５．仕掛品   153,899   123,707  △30,192 

６．貯蔵品   54,921   52,098  △2,823 

７．前払費用   124,838   130,794  5,956 

８．繰延税金資産   215,743   174,570  △41,173 

９．その他   20,830   106,520  85,690 

10．貸倒引当金   △4,674   △4,327  346 

流動資産合計   7,162,371 57.3  6,218,288 50.2 △944,082 

         

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  3,989,120   4,962,392    

減価償却累計額  1,920,559 2,068,561  2,174,925 2,787,467  718,906 

(2）構築物  823   16,007    

減価償却累計額  388 435  1,257 14,750  14,314 

(3）機械及び装置  17,959,202   18,052,096    

減価償却累計額  16,372,093 1,587,109  16,424,600 1,627,496  40,387 

(4）工具器具備品  1,635,917   1,834,998    

減価償却累計額  1,140,587 495,329  1,295,967 539,031  43,701 

(5）建設仮勘定   133,384   61,927  △71,456 

有形固定資産合計   4,284,819 34.3  5,030,673 40.6 745,853 
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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
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

２．無形固定資産         

(1）営業権   60,000   －  △60,000 

(2）のれん   －   40,000  40,000 

(3）特許権   43,057   36,370  △6,686 

(4）ソフトウェア   381,531   462,520  80,988 

(5）その他   4,628   4,628  － 

無形固定資産合計   489,216 3.9  543,518 4.4 54,302 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   5,000   8,000  3,000 

(2）長期前払費用   18,694   21,309  2,615 

(3）差入保証金   148,377   144,881  △3,495 

(4）繰延税金資産   382,501   406,150  23,648 

(5）その他   11,980   11,980  － 

投資その他の資産合
計 

  566,553 4.5  592,321 4.8 25,768 

固定資産合計   5,340,589 42.7  6,166,513 49.8 825,924 

資産合計   12,502,961 100.0  12,384,802 100.0 △118,158 
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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
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   294,502   126,452  △168,050 

２．短期借入金   1,340,000   200,000  △1,140,000 

３．１年以内返済予定の 
長期借入金 

  489,250   307,200  △182,050 

４．未払金   811,814   1,249,747  437,932 

５．未払費用   146,812   163,183  16,371 

６．未払法人税等   277,000   －  △277,000 

７．未払消費税等   71,681   23,907  △47,774 

８．預り金   20,222   46,995  26,773 

９．賞与引当金   387,656   354,794  △32,862 

流動負債合計   3,838,940 30.7  2,472,280 19.9 △1,366,660 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   －   1,155,300  1,155,300 

２．退職給付引当金   822,843   951,953  129,110 

３．役員退職慰労引当金   84,990   99,675  14,685 

４．長期未払金   91,734   710,619  618,884 

固定負債合計   999,568 8.0  2,917,548 23.6 1,917,979 

負債合計   4,838,508 38.7  5,389,828 43.5 551,319 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金    2,632,600 21.1  － － － 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  2,539,680   －    

資本剰余金合計   2,539,680 20.3  － － － 

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金  12,000   －    

２．当期未処分利益  2,480,343   －    

利益剰余金合計   2,492,343 19.9  － － － 

Ⅳ 自己株式    △171 △0.0  － － － 

資本合計   7,664,452 61.3  － － － 

負債・資本合計   12,502,961 100.0  － － － 
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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
（％）

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     － －   2,633,950 21.3 － 

２．資本剰余金                 

(1）資本準備金   －     2,541,030       

資本剰余金合計     － －   2,541,030 20.5 － 

３．利益剰余金                 

(1）利益準備金   －     12,000       

(2）その他利益剰余金                 

繰越利益剰余金   －     1,808,226       

利益剰余金合計     － －   1,820,226 14.7 － 

４．自己株式     － －   △232 △0.0 － 

株主資本合計     － －   6,994,974 56.5 － 

純資産合計     － －   6,994,974 56.5 － 

負債純資産合計     － －   12,384,802 100.0 － 
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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   12,973,053 100.0  11,646,014 100.0 △1,327,039 

Ⅱ 売上原価   10,618,166 81.8  10,896,686 93.6 278,519 

売上総利益   2,354,886 18.2  749,327 6.4 △1,605,558 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
  
  
 1,219,026 9.4  1,280,055 11.0 61,029 

営業利益   1,135,860 8.8  △530,727 △4.6 △1,666,587 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  94   478    

２．受取配当金  －   125    

３．受取補償金等  1,682   2,352    

４．受取雇用助成金  2,176   2,185    

５．その他  227 4,180 0.0 1,001 6,143 0.1 1,962 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  30,335   26,916    

２．支払手数料  17,092   8,346    

３．株式上場関連費用  34,150   －    

４．新株発行費  18,447   －    

５．その他  7,908 107,934 0.8 5,764 41,027 0.4 △66,907 

経常利益   1,032,106 8.0  △565,611 △4.9 △1,597,718 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益   727 727 0.0 7,521 7,521 0.1 6,793 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産廃却損   31,816   9,601    

２．固定資産売却損   10,164 41,980 0.4 503 10,105 0.1 △31,875 

税引前当期純利益   990,853 7.6  △568,195 △4.9 △1,559,048 

法人税、住民税及び
事業税 

 461,908   13,277    

法人税等調整額  △58,404 403,503 3.1 17,524 30,802 0.2 △372,701 

当期純利益   587,349 4.5  △598,997 △5.1 △1,186,347 

前期繰越利益   1,892,994   －  － 

当期未処分利益   2,480,343   －  － 
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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） 

（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。 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

2,632,600 2,539,680 2,539,680 12,000 2,480,343 2,492,343 △171 7,664,452 7,664,452 

事業年度中の変動額          

新株の発行 1,350 1,350 1,350         2,700 2,700 

剰余金の配当（注）         △73,119 △73,119   △73,119 △73,119 

当期純利益         △598,997 △598,997   △598,997 △598,997 

自己株式の取得             △61 △61 △61 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

1,350 1,350 1,350 － △672,117 △672,117 △61 △669,478 △669,478 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 1,808,226 1,820,226 △232 6,994,974 6,994,974 
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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  990,853 △568,195   

減価償却費  938,526 877,142   

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

 2,426 △346   

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 22,428 △32,862   

退職給付引当金の増
加額 

 160,280 129,110   

役員退職慰労引当金
の増加額 

 14,685 14,685   

受取利息及び受取配
当金 

 △94 △603   

支払利息  30,335 26,916   

固定資産廃却損  31,205 9,465   

固定資産売却損  10,164 503   

固定資産売却益  △727 △7,521   

売上債権の減少額
（△増加額） 

 △2,443,440 355,750   

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

 △93,873 36,664   

仕入債務の増加額
（△減少額） 

 165,578 △168,050   

未払消費税等の増加
額（△減少額） 

 38,938 △47,774   

その他  217,270 288,344   

小計  84,557 913,228 828,670 

利息及び配当金の受
取額 

 94 603   

利息の支払額  △30,386 △26,894   

法人税等の支払額  △649,757 △380,810   

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △595,491 506,127 1,101,618 
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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） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入によ
る支出 

 △1,200,000 △750,000   

定期預金の払戻によ
る収入 

 － 1,200,000   

投資有価証券の取得
による支出 

 △5,000 △3,000   

固定資産の取得によ
る支出 

 △883,407 △814,570   

固定資産の売却によ
る収入 

 18,418 17,700   

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △2,069,989 △349,870 1,720,119 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の純増加
額（△減少額） 

 990,000 △1,140,000   

長期借入れによる収
入 

 － 1,500,000   

長期借入金の返済に
よる支出 

 △502,600 △526,750   

長期未払金の増加に
よる収入 

 99,750 －   

長期未払金の返済に
よる支出 

 △14,887 △71,997   

株式の発行による収
入 

 1,772,280 2,700   

自己株式の取得によ
る支出 

 △171 △61   

配当金の支払額  △48,000 △72,636   

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 2,296,370 △308,745 △2,605,116 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
減少額 

 △369,110 △152,488 216,621 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,030,624 661,514 △369,110 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期末残高 

※１ 661,514 509,025 △152,488 
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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28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   2,480,343 

Ⅱ 利益処分額    

配当金  73,119 73,119 

Ⅲ 次期繰越利益   2,407,224 
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重要な会計方針 

最近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

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））

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。 

────── 

  

────── 

（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」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

6,994,974千円であります。 

 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） 

前事業年度まで「営業権」として掲記されていたも

のは、財務諸表等規則の改正により当事業年度から

「のれん」として表示しております。 
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注記事項 

（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） 

※１ 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） 

※１ 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） 

現金及び預金勘定 1,861,514千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,200,000千円

現金及び現金同等物 661,514千円

現金及び預金勘定    1,259,025千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △750,000千円

現金及び現金同等物   509,025千円

 ──────  ２ 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ  

799,878千円であります。 
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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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

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 10,308,308 4,270,882 6,037,426 

工具器具備品 52,278 34,674 17,603 

車両運搬具 2,866 1,098 1,767 

ソフトウェア 61,622 25,908 35,713 

合計 10,425,076 4,332,564 6,092,511 

 
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 13,609,941 5,057,295 8,552,645 

工具器具備品 42,831 30,443 12,387 

車両運搬具 2,866 1,672 1,194 

ソフトウェア 58,142 34,753 23,389 

合計 13,713,782 5,124,164 8,589,617 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,931,021千円

１年超 4,335,456千円

合計 6,266,478千円

１年内    2,724,281千円

１年超    6,090,459千円

合計    8,814,741千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 1,900,532千円

減価償却費相当額 1,843,978千円

支払利息相当額 99,325千円

支払リース料    2,355,571千円

減価償却費相当額   2,286,380千円

支払利息相当額   130,149千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 521,405千円

１年超 959,155千円

合計 1,480,561千円

１年内    339,073千円

１年超 369,689千円

合計     708,763千円
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（退職給付関係） 

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．採用している退職給付制度の概要 

 当社は平成９年より退職金制度として退職一時金制

度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 △822,843 

(2）退職給付引当金 △822,843 

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 △951,953 

(2）退職給付引当金 △951,953 

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

 （単位：千円）

(1）勤務費用 115,963 

(2）利息費用 16,564 

(3）数理計算上の差異の費用処理額 35,486 

(4）退職給付費用合計 168,014 

 （単位：千円）

(1）勤務費用 132,542 

(2）利息費用 20,571 

(3）数理計算上の差異の費用処理額 △3,721 

(4）退職給付費用合計 149,391 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

同左 

(2）割引率 

2.5％ 

(2）割引率 

2.5％ 

(3）平均残存勤務期間 

16.0年 

(3）平均残存勤務期間 

15.6年 

(4）数理計算上の差異の処理年数 

発生年度に一括費用処理 

(4）数理計算上の差異の処理年数 

同左 
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（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

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．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 

 （単位：千円）

繰延税金資産（流動資産）  

賞与引当金 155,062 

賞与に係る未払社会保険料 20,716 

未払事業税 25,273 

その他 14,690 

計 215,743 

  

繰延税金資産（固定資産）  

退職給付引当金 329,137 

役員退職慰労引当金 33,996 

ゴルフ会員権評価損 13,483 

その他 5,884 

計 382,501 

繰延税金資産合計 598,245 

 （単位：千円）

繰延税金資産（流動資産）  

賞与引当金 141,917 

賞与に係る未払社会保険料 18,382 

未払事業税 4,182 

その他 10,087 

 計 174,570 

  

繰延税金資産（固定資産）  

退職給付引当金 380,781 

役員退職慰労引当金 39,870 

ゴルフ会員権評価損 13,483 

繰越欠損金 179,959 

その他 26,857 

計 640,951 

評価性引当額 △234,801 

計 406,150 

繰延税金資産合計 580,720 

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

率との間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。 

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 

 当事業年度は当期純損失が計上されているため、記

載を省略しております。 

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） 

 該当事項はありません。 同左 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益（△損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次の

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） 

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

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

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） 

１株当たり純資産額 1,048.21円 

１株当たり当期純利益金額 90.70円 

１株当たり純資産額  956.27円 

１株当たり当期純損失金額     81.89円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額       89.96円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権残高を有しておりますが、当事業年度

は１株当たり当期純損失を計上しておりますので記載

しておりません。 

 
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（△損失）金額   

当期純利益（△損失）金額（千円） 587,349 △598,997 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（△損失）金

額（千円） 
587,349 △598,997 

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,475 7,314 

   

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（千円） － － 

普通株式増加数（千株） 52 － 

（うち新株予約権） (52) － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

― 新株予約権（新株予約権の数 527

個（105千株）） 
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