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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準　

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　有

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。なお、平成17年８月期及び平成18年８月期の四半期財務諸表につきましては、四半期決算を行って

おりますが、未上場であったために会計監査人の意見表明のための手続きを受けておりません。サマリー情報の数値

におきましては、参考のために記載しております。

 

２．平成19年８月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年９月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期第３四半期 859 28.5 125 6.0 98 △12.4 77 16.8

18年８月期第３四半期 668 51.8 118 28.2 111 25.1 66 10.7

（参考）18年８月期 930  154  141  84  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年８月期第３四半期 9,250 51 8,787 51

18年８月期第３四半期 9,191 0 －  

（参考）18年８月期 11,724 66 －  

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

　２．平成18年8月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、平成18年５月31日現

在において当社株式は非上場であったため、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。

 ［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

当四半期におけるわが国経済は、『景気は、生産の一部に弱さがみられるものの、回復している。』という平成19年６

月18日内閣府の月例経済報告に示されるように、企業収益は改善し、設備投資は増加し、雇用情勢は厳しさが残るものの

改善に広がりがみられ個人消費は持ち直しております。先行きにつきましては、原油価格の動向が内外経済に与える影響

等には留意する必要があるものの、企業部門の好調さが持続しており、これが家計部門へ波及し国内民間需要に支えられ

た景気回復が続くと見込まれます。

当社の主な営業分野である液晶分野におきましては、液晶テレビの大型化が継続するなど需要の拡大が続いております。

しかし、各液晶メーカーの設備投資につきましては、一部メーカーの大型ガラス基板向け設備投資を除きまして、平成18

年夏以降続いている液晶パネル価格低下の影響もあり、延期されるなど見直しが行われている状況でありました。太陽電

池分野におきましては、京都議定書に代表される環境問題の影響もあり、急拡大が始まっております。旧来の太陽電池パ

ネルは、シリコンを原料とする『結晶シリコン』タイプが主流であったために、原材料の不足とコストダウンの限界が問

題となっていることから、これらの問題を解決するために、シリコン使用量の少ない『薄膜系』タイプを製造する動きが

広がりつつあります。また、これら太陽電池分野拡大の動きは世界的な動きでありますが、技術的に日本が世界をリード

している分野でもあります。半導体分野におきましては、パソコンの伸び悩みはあるものの、約10億台という巨大市場に

なった携帯電話や、大型液晶ＴＶ及びプラズマＴＶの加速度的な普及などに支えられ、高成長が続いております。半導体
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製造装置につきましても、これらの需要増に対応して好況が続いております。　　　　　　

このような経済環境の中、液晶分野におきましては、第２四半期までは第８世代と呼ばれる大型ガラス基板向け製造装

置部品の生産が好調に推移いたしました。しかし、新規の設備投資計画が延期された影響により第３四半期以降は受注が

低迷いたしました。太陽電池分野におきましては、ほぼ予定通りの製造出荷が行われました。しかし、客先の設備投資計

画が予定よりも遅れたことから受注は低迷しております。半導体分野におきましては、業界の好調な生産と設備投資動向

を背景に装置部品の製造出荷が予定程度で推移いたしました。その他、低迷する液晶分野の受注を埋めるために新規の営

業拡大を行い、発電所用タービンブレードの新規受注を行ったことと、従来は１社のみで不安定だった太陽電池分野への

営業を行い、新規で薄膜系装置メーカー２社から受注に成功するなど、営業の拡大を行いましたが、液晶分野の低迷を補

うほどの受注には至りませんでした。

また、液晶分野における設備投資が大型設備に集中する傾向と、半導体製造装置の大型化に対応するために熊本県大津

南部工業団地に新事業所を建設し、平成19年２月より一部稼働を開始したため、減価償却費が増加いたしました。また、

平成18年12月26日に東京証券取引所マザーズに上場したことによる上場費用が販売費及び一般管理費と営業外費用に発生

いたしました。

これらの結果、当第３四半期における経営成績は、売上高859百万円（前年同期比28.5％増）、経常利益98百万円（前年

同期比12.4％減）、第３四半期純利益77百万円（前年同期比16.8％増）と増収増益となりました。

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨て）

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８月期第３四半期 2,434 1,320 54.2 142,748 78

18年８月期第３四半期 1,573 352 22.4 48,813 25

（参考）18年８月期 1,862 371 19.9 51,346 91

(3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

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８月期第３四半期 262 △368 451 580

18年８月期第３四半期 57 △446 564 440

（参考）18年８月期 55 △883 797 234

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、580百万円となり、前会計年度末と

比較して345百万円増加しております。

  増加の第１の要因は、液晶製造装置分野、太陽電池分野及び半導体製造装置分野の生産及び販売が好調に推移し、売上

債権の増加による資金の減少及び熊本事業所の開設に伴う有形固定資産の取得による支出等の要因により一部相殺された

ものの、税引前第３四半期純利益が118百万円（前年同期比6.3％増）と増加したことによるものであります。

  増加の第２の要因は、平成18年12月26日に東京証券取引所マザーズに上場し、2,000株の公募増資により、869百万円の

資金調達をおこない、うち、316百万円を熊本事業所に係わる設備資金に、257百万円を長期借入金の返済に、残額は運転

資金に充当したことによるものであります。

　当第３四半期会計期間中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、262百万円（前年同期比204百万円増)となりました。これは主に、税引前第３四半期純

利益118百万円、減価償却費130百万円を計上したこと、売上債権の増加による資金の減少11百万円、棚卸資産の増加によ

る資金の減少1百万円、仕入債務の減少による資金の減少3百万円、未収消費税等の減少による資金の増加14百万円等があっ

たことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、368百万円（前年同期比78百万円減)となりました。これは、熊本事業所の土地の一部

売却による収入44百万円、熊本事業所の建設等に伴う有形固定資産の取得による支出405百万円、新会計システムの導入等

に伴う無形固定資産の取得による支出7百万円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）

財務活動の結果得られた資金は、451百万円（前年同期比113百万円減)となりました。これは、株式の発行による収入

860百万円、長期借入金の返済による支出379百万円、短期借入金の返済による支出30百万円によるものであります。
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３．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 1,060 80 64

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　7,437円53銭

（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、予想期中平均株式数8,605株により算出しております。

［業績予想に関する定性的情報等］

　当期は、前期に行った設備投資の効果が表れ始め、第２四半期までは液晶及び太陽電池共に順調な生産出荷が行われま

したが、各分野の市場動向の低迷が長引き受注が回復しなかったことから、当社業績も伸び悩みました。なお、当初より

各分野の市場環境変動による受注低迷は予想されておりましたが、当初想定よりも第３四半期の検収が低迷したことに加

えて、当初５月以降回復の見込みをたてていた市場環境の回復が、昨今、各液晶メーカーから今後の投資計画が出始めた

ことによって来期以降にずれ込むことが明らかになっております。それらの結果、平成19年７月10日に当期業績予想の修

正を行いました。

　売上高につきましては、液晶製造装置関連部品は、見直しが行われていた国内外液晶メーカーの設備投資計画が昨今出

始めましたが、前回予想時に想定した設備投資時期より半年以上遅れることが明らかとなり、見込んでいた受注及び売上

が来期にずれ込む見込みとなりました。そのため、当社の液晶製造装置関連部品の売上高を当初予想774百万円から561百

万円に修正いたします。また、太陽電池製造装置関連部品も、当初平成19年７月から８月にかけて約70百万円を見込んで

いた案件の受注が来期にずれ込む見込みとなりました。なお、半導体製造装置関連部品は、おおむね生産、販売ともに予

想程度の売上高となる見込みです。

　これらの要因により全社的な売上高は前回予想を下回る1,060百万円（前期比114.0％）となる見込みであります。

　利益面につきましては、熊本事業所開設を始めとした設備投資と人員増等の要因により、製品製造原価が780百万円に増

加する見込みとなり、経常利益は80百万円（前期比56.7％）になる見込みです。なお、税引き前利益につきましては、補

助金収入等が発生したことから101百万円になる見込みとなりました。当期純利益は64百万円（前期比76.2％）になる見込

みです。

 ＜業績予想に関する留意事項＞

　上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んで

おります。実際の実績等は、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。

 

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 その他 年間

18年８月期 ― 0 ― 0

19年８月期（実績） 0 ― ―
―

19年８月期（予想） 0 0 ―
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   580,000   234,090  

２．受取手形   298,344   244,316  

３．売掛金   78,837   121,494  

４．たな卸資産   48,436   46,629  

５．その他   15,785   26,261  

貸倒引当金   △251   △243  

流動資産合計   1,021,154 42.0  672,550 36.1

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※１       

１．建物 ※２  352,633   219,363  

２．機械及び装置 ※２  690,179   593,102  

３．土地 ※２  308,310   350,758  

４．その他  ※２  46,320   17,616  

有形固定資産合計   1,397,444 57.4  1,180,840 63.4

(2）無形固定資産   10,819 0.4  5,419 0.3

(3）投資その他の資産   4,719 0.2  4,036 0.2

固定資産合計   1,412,983 58.0  1,190,296 63.9

資産合計   2,434,138 100.0  1,862,846 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形   58,111   40,050  

２．買掛金   20,040   40,884  

３．短期借入金   －   30,000  

４．１年以内返済予定長期借

入金
※２  147,856   175,326  

５．賞与引当金   2,000   4,065  

６．受注損失引当金   4,900   2,200  

７．未払金   12,941   31,527  

８．未払法人税等   60,045   4,129  

９．その他 ※４  25,071   17,334  

流動負債合計   330,966 13.6  345,518 18.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※２  716,732   1,068,374  

２．繰延税金負債   66,299   77,716  

固定負債合計   783,031 32.2  1,146,090 61.5

負債合計   1,113,997 45.8  1,491,608 80.1
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当第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   507,150 20.8  71,500 3.8

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  497,150   61,500   

資本剰余金合計   497,150 20.4  61,500 3.3

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  500   500   

(2）その他利益剰余金        

特別償却準備金  97,028   107,452   

繰越利益剰余金  218,311   130,285   

利益剰余金合計   315,840 13.0  238,238 12.8

株主資本合計   1,320,140 54.2  371,238 19.9

純資産合計   1,320,140 54.2  371,238 19.9

負債純資産合計   2,434,138 100.0  1,862,846 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   859,102 100.0  930,845 100.0

Ⅱ　売上原価   598,934 69.7  603,635 64.8

売上総利益   260,168 30.3  327,209 35.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   134,323 15.6  173,141 18.6

営業利益   125,844 14.7  154,067 16.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,593 0.5  4,325 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  32,401 3.8  17,319 1.9

経常利益   98,037 11.4  141,073 15.1

Ⅵ　特別利益 ※３  23,288 2.7  － －

Ⅵ　特別損失 ※４  2,553 0.3  187 0.0

税引前第3四半期（当

期）純利益
  118,772 13.8  140,885 15.1

法人税、住民税及び事業

税
 59,276   4,283   

法人税等還付額  △9,354   －   

法人税等調整額  △8,751 41,170 4.8 51,832 56,115 6.0

第３四半期（当期）純利

益
  77,602 9.0  84,769 9.1
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

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
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238

第３四半期中の変動額

新株の発行 435,650 435,650 435,650 － － － － 871,300 871,300

特別償却準備金の取崩 － － － － △10,423 10,423 － － －

第３四半期純利益 － － － － － 77,602 77,602 77,602 77,602

第３四半期中の変動額合計（千
円）

435,650 435,650 435,650 － △10,423 88,026 77,602 948,902 948,902

平成19年５月31日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 97,028 218,311 315,840 1,320,140 1,320,140

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

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
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 28,149 124,819 153,468 286,468 286,468

事業年度中の変動額

特別償却準備金の積立 － － － － 88,405 △88,405 － － －

特別償却準備金の取崩 － － － － △9,102 9,102 － － －

当期純利益 － － － － － 84,769 84,769 84,769 84,769

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 79,303 5,466 84,769 84,769 84,769

平成18年８月31日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・フ
ロー計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期（当期）純利益  118,772 140,885

減価償却費  130,647 105,544

固定資産売却益  △2,264 －

固定資産除却損  174 187

貸倒引当金の増減額  8 134

賞与引当金の増減額  △2,065 1,626

役員退職慰労引当金の増減額  － △4,000

受注損失引当金の増減額  2,700 1,290

受取利息及び配当金  △143 △26

支払利息  12,645 14,372

株式交付費  10,623 －

売上債権の増減額  △11,371 △157,323

たな卸資産の増減額  △1,806 △17,536

仕入債務の増減額  △3,952 41,803

未収消費税等の増減額  14,983 △14,983

未払消費税等の増減額  3,567 △13,842

その他  8,475 12,939

小計  280,996 111,070

利息及び配当金の受取額  143 26

利息の支払額  △12,362 △14,940

法人税等の支払額  △6,268 △40,193

営業活動によるキャッシュ・フロー  262,508 55,962
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当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・フ
ロー計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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  △405,318 △878,665

有形固定資産の売却による収入  44,712 －

無形固定資産の取得による支出  △7,556 △4,462

その他  － △1

投資活動によるキャッシュ・フロー  △368,163 △883,129

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入  － 920,000

短期借入金の返済による支出  △30,000 －

長期借入金の返済による支出  △379,112 △93,000

割賦債務の返済による支出  － △29,900

株式の発行による収入  860,676 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  451,564 797,098

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  345,909 △30,067

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  234,090 264,158

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高

※１ 580,000 234,090
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

たな卸資産

　製品、仕掛品 

　　個別法による原価法

　原材料

　　移動平均法による原価法

たな卸資産

　製品、仕掛品 

同左

  原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

　建物（附属設備を除く）……定額法

　上記以外………………………定率法

　  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　建物　　　　　15年～34年

　　機械及び装置　２年～13年

（会計処理方法の変更） 

　当第３四半期会計期間より、法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１日以

降取得の固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により減価

償却費を計上しております。  

  なお、この変更による損益への影響

は軽微であります。  

(1) 有形固定資産

　建物（附属設備を除く）……定額法

上記以外………………………定率法 

　  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

    建物　　　　　15年～31年

    機械及び装置　２年～13年

(2) 無形固定資産

　自社利用目的のソフトウェア 

　  社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、

支給見込額のうち当第３半期会計期間

に負担すべき金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、

支給見込額のうち当期に負担すべき金

額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失の発生に

備えるため、当第３半期会計期間末に

おける受注契約に係る損失見込額を計

上しております。

(3) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失の発生に

備えるため、当期末における受注契約

に係る損失見込額を計上しております。

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

５．四半期キャッシュ・フロー

計算書（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
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

６．その他四半期財務諸表（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

　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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

────── １．固定資産の減損に係る会計基準

　当期より、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。

────── ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当期より、「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371,238千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸

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。

  荷造運送費は、従来、販売費及び一般管理費として処

理しておりましたが、当第３四半期会計期間より売上原

価に計上しております。　

  これは、液晶関連製造装置部品の大型化等により、売

上高との個別対応関係が強い荷造運送費の金額的重要性

が高まってきたことを契機に費用収益の対応をより適切

に図るため原価計算制度をより一層精緻化したことに伴

い変更したものであります。　 

  この変更により、従来と同一の方法によった場合に比

べ売上原価は24,802千円増加し、売上総利益は同額減少

しますが、販売費及び一般管理費が25,110千円減少する

ため、営業利益、経常利益及び税引前第３四半期純利益

が307千円増加しております。  

 

 ──────

 

 

 

追加情報

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

重要な設備投資

　平成19年５月15日の取締役会において太陽電池分野にお

ける製造装置の大型化と液晶分野における第10 世代ガラ

ス基板の製造装置に対応するため、大型高精度加工機械を

導入する旨を決定しました。

１．投資予算：620百万円（既支出額　－ 百万円） 

２．導入時期 

 着工時期：平成19年８月

 完成予定：平成20年９月

重要な設備投資

　平成18年７月10日の取締役会において半導体及び液晶製

造装置部品の加工能力を増強するため、熊本県菊池郡大津

町に熊本事業所を新設し、大型高精度加工機械を導入する

旨を決定しました。

１．投資予算：620百万円（既支出額　264百万円）

２．導入時期

着工時期：平成18年７月

完成予定：平成19年１月
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

369,393千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

243,976千円

※２．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※２．担保に供している資産は次のとおりであります。

　　　担保資産  　　 担保資産

建物 209,975千円 （204,620千円）

構築物 8,564千円 （7,662千円）

機械及び装置 312,845千円 （312,845千円）

土地 86,299千円 （ 68,250千円）

　合計 617,685千円 （593,379千円）

建物 219,363千円 （213,708千円）

機械及び装置 370,012千円 （370,012千円）

土地 350,758千円 （ 68,250千円）

　合計 940,134千円 （651,971千円）

　　　担保債務 　　　担保債務

１年以内返済

予定長期借入金
58,176千円 （ 38,976千円）

長期借入金 471,452千円 （317,406千円）

　合計 529,628千円 （356,382千円）

１年以内返済

予定長期借入金
38,976千円 （ 38,976千円）

長期借入金 766,638千円 （346,638千円）

　合計 805,614千円 （385,614千円）

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。

　３．　　　　　　────── 　３．手形裏書譲渡高　　　　　　　　　　　9,371千円

※４．消費税等の取扱い ※４．　　　　　　　──────

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含

て表示しております。

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取助成金 3,750千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取助成金 3,892千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 12,645千円

株式交付費 10,623千円

株式公開関連費用 9,057千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 14,372千円

※３．特別利益のうち主要なもの

補助金収益 21,024千円

固定資産売却益 2,264千円

※３．　　　　　　──────

※４．特別損失のうち主要なもの

損害賠償金 2,378千円

固定資産除却損 174千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 187千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 128,666千円

無形固定資産 1,981千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 103,968千円

無形固定資産 1,576千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５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
（株）

当第３四半期会計期間
増加株式数

（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数

（株）

当第３四半期会計期間
末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 7,230 2,018 － 9,248

合計 7,230 2,018 － 9,248

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８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
（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）

発行済株式

普通株式 7,230 － － 7,230

合計 7,230 － － 7,230

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸

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５月31日現在）

現金及び預金 580,000千円

現金及び現金同等物 580,000千円

※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８月31日現在）

現金及び預金 234,090千円

現金及び現金同等物 234,090千円
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（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　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

　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第３四半期末残高相当額

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）

第３四半期
末残高相当
額
（千円）

機械及び装置 131,350 19,220 112,129

合計 131,350 19,220 112,129

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 131,350 5,147 126,202

合計 131,350 5,147 126,202

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

１年内 17,748千円

１年超 95,610千円

合計 113,359千円

１年内 17,401千円

１年超 108,966千円

合計 126,368千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 15,393千円

減価償却費相当額 14,073千円

支払利息相当額 2,362千円

支払リース料 13,525千円

減価償却費相当額 12,409千円

支払利息相当額 1,405千円

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

 同左

（有価証券関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。 

 

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日） 

　該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。 

 

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日） 

　該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。
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（持分法損益等）

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 142,748円78銭 51,346円91銭

１株当たり当第３四半期（当期）純

利益
9,250円51銭 11,724円66銭

潜在株式調整後

１株当たり当第３四半期（当期）純

利益

 8,787円51銭  潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、期中平均株価の算定が困難

であるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり当第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり当第３四半期（当期）純利益の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり当第３四半期（当期）純利益   

当第３四半期（当期）純利益（千円） 77,602 84,769

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当第３四半期（当期）純利益（千円） 77,602 84,769

期中平均株式数（株） 8,389 7,230

   

潜在株式調整後１株当たり当第３四半期（当期）純利益   

当第３四半期（当期）純利益調整額 － －

普通株式増加数 442 －

 （うち新株予約権） (442) (－)

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

第３四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

 ―――― 新株予約権741個

（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 　該当事項はありません。

 

　該当事項はありません。
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(6）事業部門別売上高

  当社は、同一セグメントに属する、精密加工部品を製造する切削加工事業を主たる業務としており、他に開示すべきセ

グメントはないため、当該事業以外に事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。
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