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１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30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６月中間期 13,867 △16.1 △1,260 － △1,539 － △1,513 －

18年６月中間期 16,519 77.5 △2,850 － △3,235 － △2,956 －

18年12月期 34,423 △49.3 △3,157 － △3,595 － △2,910 －

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６月中間期 △1,528 97 － －

18年６月中間期 △2,987 45 － －

18年12月期 △2,941 22 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12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６月中間期 64,057 44,324 69.2 44,792 03

18年６月中間期 86,344 45,824 53.1 46,307 75

18年12月期 76,762 45,842 59.7 46,326 78

（参考）自己資本 19年６月中間期 44,324百万円 18年６月中間期 45,824百万円 18年12月期 45,842百万円

(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６月中間期 1,729 1,299 △5,370 15,087

18年６月中間期 859 2,145 703 32,763

18年12月期 1,763 △14,142 703 17,419

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － － － 0 00

19年12月期 － － － －

19年12月期（予想） － － － － 0 00

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31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 27,202 △21.0 △3,584 － △3,871 － △2,990 － △3,021 41
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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６月中間期 989,544株 18年６月中間期 989,544株 18年12月期 989,544株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 －株 18年６月中間期 －株 18年12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、23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

前項の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

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

ご覧下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当上半期（2007年１月１日～2007年６月30日）の我が国経済は、比較的低成長で横ばいに推移致しました。

　半導体市場は、原材料費の高騰に伴うコスト増、輸出の減速、デジタル家電や携帯電話向け半導体の在庫調整に伴

う設備稼働率の低下などの影響を受け、停滞感の強い状況が続いております。

　また、激しい価格競争により、主要セグメントのＡＳＰ（平均販売単価）の下落が著しく、結果としてチップ製品

の売上高を減退させる結果となっております。

　以上の要因から、企業収益の伸び率低下が目立ちました。

　当社におきましても、プロダクトミックスの分散、コストダウンなどを行いましたが、市況の影響は大きく、売上

高は13,867百万円（前年同期比16.1％減）となりました。

　また、営業損失は1,260百万円（前年同期2,850百万円損失）、経常損失は1,539百万円（同3,235百万円損失）、当

期純損失は1,513百万円（同2,956百万円損失）となりました。

　通期の見通しにつきましては、同日発表いたしました「2007年12月期通期（非連結）の業績予想の修正に関するお

知らせ」のプレスリリースをご参照願います。

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

 当中間会計期間末において、転換社債の償還等があったことから資産は64,057百万円（前中間会計期間末は86,344

百万円）となり、前事業年度末より12,705百万円減少し、負債は19,733百万円（前中間会計期間末は40,521百万円）

と、前事業年度末より11,187百万円減少しました。純資産は中間純損失を計上したことから44,324百万円（前中間会

計期間末は45,824百万円）と前事業年度末より1,518百万円減少となりました。

 

 ②キャッシュ・フローの状況

 当中間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、15,087百万円（前事業年度末比2,332

百万円減）となりました。

 

 　（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1,729百万円（前年同期比870百万円増）となりました。これは、税引前中間純損

失1,510百万円を計上する一方で、減価償却費2,696百万円、売上債権の減少による増加額1,955百万円等を計上した

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）

 投資活動の結果得られた資金は1,299百万円（前年同期比846百万円減）となりました。これは投資有価証券の取

得による減少額2,806百万円があったものの、定期預金の解約による収入3,500百万円等を計上したことによるもの

であります。

 

 　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は5,370百万円（前年同期は703百万円の収入）となりました。これは転換社債の償

還によるものであります。

 

 　（参考）当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

2003年12月期 2004年12月期 2005年12月 2006年12月
2007年12月
中間期

自己資本比率（％） 52.6 51.9 55.9 59.7 69.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
91.0 42.7 39.7 33.2 31.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
157.6 100.1 356.1 64.1 33.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
40.7 72.8 0.8 29.5 52.5

 自己資本比率：自己資本／総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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倍にしております。）

ユー・エム・シー・ジャパン株式会社（6939）平成 19 年 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 3 －



 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）株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式数をベースに計算しております。

 （注２）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。

 （注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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の配当

　当社では、利益の用途は、企業体質の強化及び積極的な事業展開を可能とする体制の確保を優先的に考えておりま

す。

　収益の状況や市場の成熟度に応じて、配当等による株主様への利益還元も考えてまいりますが、当上半期は収益面

では依然として厳しい状況が続いておりますので、内部留保のため、無配とさせていただきました。

(4）事業等のリスク

当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを以下に記載致します。但し、これら

は当社事業リスクを必ずしも全て網羅するわけではないことにご留意下さい。

①　当社はＵＭＣグループの１社であります。従って、ＵＭＣグループ全体の経営方針の変化に影響を受ける可能

性があります。

②　当期の売上のうち、上位３社への売上が全体の61％を占めており、一部特定顧客への依存度が高くなっており

ます。その一部特定顧客の営業状況により、経営成績に影響が出る可能性があります。

③　半導体需要が大きく変動し、市場全体が供給力過多となった場合は、生産能力に見合った受注が困難となる可

能性があります。

④　ＵＭＣへのアウトソーシングをしておりますが、当社が所有する工場は館山の１ヶ所のみであり、何らかの理

由で操業が停止した場合、生産能力が著しく低下する可能性があります。

２．企業集団の状況
 

〔事業の系統図〕

ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション（ＵＭＣ）は当社の親会社であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社の経営方針は、現在のビジネス手法にとらわれることなく、様々な顧客のニーズに対し、柔軟に対応するため

に最大の努力をし、顧客に信頼され、頼られる会社になることです。

　そのために、経営の合理化を推し進め、顧客への優れたトータルサービスの供給に努め、高収益体質の企業づくり

を目指して、ビジネス範囲の拡張、企業価値の最大化を目標としながら、日々、新たな発展・成長を図ります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、企業収益性及び株主価値最大化を重視しておりますが、事業の性格上、売上の変動によって、各種指標は

大きく影響を受けます。従って、当社は売上高の変動に対応するコスト管理を徹底させることを目的とし、利益の源

泉である売上総利益率を重視しております。

　つきましては、自社製造分について、稼働率100％の場合に売上総利益率10％を確保するコスト体質を目標としてお

ります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、半導体の受託製造に特化した国内唯一の専業ファウンドリー企業であり、自社製品を持つ半導体メーカー

と異なり、全てのファブレス（自社で工場を持たないお客様）やＩＤＭ（半導体を開発・製造・販売まで一貫して行

うお客様）等に対して、高度なサービスとキャパシティーを提供することができます。

　今後は、現在のビジネス手法にとらわれることなく、経営の合理化を推し進め、パートナーシップを重視したトー

タルサービスを始めとする新たなサービスの展開も視野に入れながら、さらに多くのお客様と信頼関係を築くことを

目標に努力致します。

　また、生産性の向上や、収益率改善を行うため、親会社のユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレー

ションへのアウトソーシング事業の拡大や、高付加価値製品への特化によるＡＳＰ（平均販売単価）の向上を行い、

企業価値の最大化を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は、様々な顧客のニーズに対して柔軟に対応し、顧客に信頼され、頼られる会社になるために、以下の８項目

の課題の実現を目指して取り組んでおります。

　①　安定した収益構造

　②　新規顧客の開拓と主要顧客との関係強化

　③　よりよい品質

　④　プロダクトミックスの改善によるＡＳＰ（平均販売単価）の向上

　⑤　歩留りやサイクルタイムの改善による生産性アップ

　⑥　継続的なコスト削減

　⑦　企業力強化のための人材育成

　⑧　関係会社との協力による、パートナーシップを重視したトータルサービスの提供
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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６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末の
要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金  32,763 15,087 20,919

売掛金 9,087 7,391 9,346

たな卸資産 2,506 2,113 2,729

その他 672 414 939

流動資産合計 45,027 52.1 25,005 39.0 33,933 44.2

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 ※１

建物 11,520 10,932 11,205

機械及び装置 12,713 14,974 17,214

その他 4,544 4,336 4,415

有形固定資産合計 28,777 30,242 32,834

無形固定資産 654 668 635

投資その他の資産

投資有価証券 11,536 7,749 9,044

その他 362 393 316

貸倒引当金 △12 △0 △0

投資その他の資産
合計

11,886 8,142 9,360

固定資産合計 41,317 47.9 39,052 61.0 42,829 55.8

資産合計 86,344 100.0 64,057 100.0 76,762 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末の
要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

買掛金 5,203 3,293 4,414

短期借入金  1,092 1,171 1,131

一年以内償還予定
の転換社債

9,350 － 5,373

未払金 1,646 1,318 1,487

未払法人税等 47 47 51

賞与引当金 271 120 135

修繕引当金 158 27 230

その他 1,119 552 631

流動負債合計 18,887 21.9 6,528 10.2 13,452 17.5

Ⅱ　固定負債

社債 21,500 13,070 17,340

繰延税金負債 31 9 13

退職給付引当金 57 63 86

役員退職慰労引当
金

23 30 29

修繕引当金 － 33 －

その他 22 － －

固定負債合計 21,634 25.1 13,205 20.6 17,468 22.8

負債合計 40,521 46.9 19,733 30.8 30,920 40.3

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 27,140 31.4 27,140 42.4 27,140 35.4

資本剰余金

　資本準備金 20,218 20,218 20,218

資本剰余金合計 20,218 23.4 20,218 31.6 20,218 26.3

利益剰余金

　利益準備金 57 57 57

　その他利益剰余金

　繰越利益剰余金 △1,638 △3,104 △1,592

利益剰余金合計 △1,581 △1.8 △3,047 △4.8 △1,535 △2.0

株主資本合計 45,778 53.0 44,311 69.2 45,823 59.7

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

46 0.1 13 0.0 19 0.0

評価・換算差額等
合計

46 0.1 13 0.0 19 0.0

純資産合計 45,824 53.1 44,324 69.2 45,842 59.7

負債・純資産合計 86,344 100.0 64,057 100.0 76,762 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 16,519 100.0 13,867 100.0 34,423 100.0

Ⅱ　売上原価 18,381 111.3 14,446 104.2 35,705 103.7

売上総損失 1,862 △11.3 579 △4.2 1,282 △3.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

988 6.0 681 4.9 1,875 5.4

営業損失 2,850 △17.3 1,260 △9.1 3,157 △9.2

Ⅳ　営業外収益

受取利息 8 23 54

その他 ※１ 108 127 192

営業外収益合計 116 0.7 150 1.1 246 0.7

Ⅴ　営業外費用

支払利息 27 33 61

その他 ※２ 473 396 623

営業外費用合計 501 3.0 429 3.1 684 2.0

経常損失 3,235 △19.6 1,539 △11.1 3,595 △10.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 544 3.3 323 2.3 961 2.8

Ⅶ　特別損失 ※４ 263 1.6 294 2.1 271 0.8

税引前中間(当期)
純損失

2,954 △17.9 1,510 △10.9 2,905 △8.4

法人税、住民税及
び事業税

 3 0.0  3 0.0  5 0.0

中間(当期)純損失 2,956 △17.9 1,513 △10.9 2,910 △8.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
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17年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 1,318 1,375 － 48,734

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △2,956 △2,956 △2,956

自己株式の取得 0 0

自己株式の消却 △0 △0 △0 －

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
（百万円）

－ － － － △2,956 △2,956 － △2,956

平成18年６月30日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △1,638 △1,581 － 45,778

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高
（百万円）

9 9 48,743

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △2,956

自己株式の取得 0

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額
（純額）

37 37 37

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

37 37 △2,919

平成18年６月30日残高
（百万円）

46 46 45,824
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当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

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

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △1,592 △1,535 45,823

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △1,513 △1,513 △1,513

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
（百万円）

－ － － － △1,513 △1,513 △1,513

平成19年６月30日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △3,104 △3,047 44,311

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高
（百万円）

19 19 45,842

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △1,513

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額
（純額）

△6 △6 △6

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△6 △6 △1,519

平成19年６月30日残高
（百万円）

13 13 44,324
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
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17年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 1,318 1,375 － 48,734

事業年度中の変動額

当期純損失 △2,910 △2,910 △2,910

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の消却 △0 △0 0 －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2,910 △2,910 － △2,910

平成18年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △1,592 △1,535 － 45,823

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高
（百万円）

9 9 48,743

事業年度中の変動額

当期純損失 △2,910

自己株式の取得 0

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

10 10 10

事業年度中の変動額合計
（百万円）

10 10 △2,900

平成18年12月31日残高
（百万円）

19 19 45,842
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間(当期)純損失 △2,954 △1,510 △2,905

減価償却費 3,099 2,696 6,001

長期前払費用償却額 8 － 28

繰延資産償却額 △16 － －

引当金の増加額（△減少額） 202 △206 171

社債償還益 － △178 △251

受取利息及び受取配当金 △8 △27 △67

支払利息 27 33 61

為替差損（△差益） △4 29 △4

たな卸資産評価損 223 171 324

たな卸資産除売却損 242 180 295

固定資産除売却損 258 78 259

固定資産売却益 △544 △144 △710

売上債権の減少額（△増加額） △874 1,955 △1,133

たな卸資産減少額（△増加額） △365 265 △742

仕入債務の増加額（△減少額） 1,715 △1,121 926

未払金及び未払費用の減少額 △597 △366 △886

その他 559 △72 557

小計 971 1,783 1,924

利息及び配当金の受取額 7 28 37

利息の支払額 △25 △33 △60

法人税等の支払額 △94 △50 △138

営業活動によるキャッシュ・フロー 859 1,729 1,763

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 － － △3,500

定期預金の解約による収入 2,000 3,500 2,000

固定資産の取得による支出 △182 △328 △7,198

固定資産の売却による収入 1,050 438 1,230

投資有価証券の取得による支出 △723 △2,806 △6,674

投資有価証券の償還による収入 － 500 －

その他 △0 △5 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,145 1,299 △14,142

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 703 － 703

転換社債の償還による支出 － △5,370 －

自己株式取得による支出 △0 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 703 △5,370 703

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 10 19

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

3,687 △2,332 △11,657

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 29,076 17,419 29,076

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高

32,763 15,087 17,419
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

移動平均法による低価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産…定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　8～50年

　機械及び装置　　5年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産…定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における使用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支出にあ

てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、当社内規に基づく中間

期末要支給額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、当社内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。

なお、平成19年３月から役員退職

慰労金制度を凍結し、以降引当金

計上をおこなっておりません。す

でに計上している役員退職慰労引

当金は、役員の退任時まで凍結し

ております。

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、当社内規に基づく期末

要支給額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(4）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、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　なお、会計基準変更時差異

（420百万円）については、９年

による均等額を費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は、各期の発

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（９年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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

（420百万円）については、９年

による均等額を費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は、各期の発

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（９年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。

(5）修繕引当金

　受変電設備の定期点検に要する

支出に備えるため、その支出見込

額のうち、当中間会計期間に負担

すべき費用を計上しております。

(5）修繕引当金

同左

(5）修繕引当金

　受変電設備の定期点検に要する

支出に備えるため、その支出見込

額のうち、当期において負担すべ

き費用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 同左

５．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。

（1）ヘッジ会計の方法

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

　外貨建資産、負債の為替変動リ

スクをヘッジするために為替予約

を利用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する内部

規定に基づき、ヘッジ対象に係る

為替相場変動リスクを一定の範囲

内でヘッジしております。

（3）ヘッジ方針

同左

（3）ヘッジ方針

同左

（4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価してお

ります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．中間キャッシュ・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 同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は四半期毎に相殺のうえ、当

該未収還付消費税等は流動資産の

「その他」に、当該未払消費税等

は流動負債の「その他」に含めて

表示することとしております。

　消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

固定資産の減損に係る会計基準の適用

　当中間会計期間より、「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。

────── 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」

（「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）が平成17年４月１日以

降開始する事業年度から適用される事

となった事に伴い、当期よりこれらを

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

る会計基準の適用

　当中間会計期間より、「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45,824百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

────── 貸借対照表の純資産の部に関する会計

基準

 「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）が会

社法施行日以降終了する事業年度に係

る財務諸表から適用される事となった

事に伴い、当期よりこれらを適用して

おります。

従来の方法によった場合の資本の部の

合計に相当する金額は45,842百万円で

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。

追加情報

 該当事項はありません。

 

表示方法の変更

該当事項はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度末

（平成18年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
71,516百万円 76,318百万円 74,381百万円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．営業外収益の「その他」

のうち主要なもの

為替差益 － 37百万円 21百万円

有価証券利息 6百万円 3百万円 13百万円

社債発行差金償却 16百万円 － －

デザインサポート料 64百万円 44百万円 115百万円

　新規製品受注の際に当該

新規製品の設計に関して、

当社設計技術部門の役務提

供の対価として受注先から

受領した報酬であります。

同左 同左

※２．営業外費用の「その他」

のうち主要なもの

為替差損 7百万円 － －

たな卸資産評価損 223百万円 171百万円 324百万円

たな卸資産除却損 242百万円 164百万円 295百万円

※３．特別利益のうち主要な

もの

機械及び装置売却益 544百万円 144百万円 705百万円

社債償還益 － 178百万円 251百万円

※４．特別損失のうち主要な

もの

補償金 － 216百万円 －

機械及び装置除却損 255百万円 32百万円 228百万円

工具器具備品除却損 － 43百万円 2百万円

　５．減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

計

3,078百万円

21百万円

3,099百万円

2,677百万円

19百万円

2,696百万円

5,962百万円

39百万円

6,001百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数
（株）

 当中間会計期間増加
 株式数（株）

 当中間会計期間減少
 株式数（株）

 当中間会計期間末
 株式数（株）

発行済株式

普通株式 989,544.6 － 0.6 989,544

合計 989,544.6 － 0.6 989,544

自己株式

普通株式　（注） － 0.6 0.6 －

合計 － 0.6 0.6 －

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0.6株は、端株の買取りによる増加であります。

なお、当該株式は当中間会計期間中に消却しております。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数
（株）

 当中間会計期間増加
 株式数（株）

 当中間会計期間減少
 株式数（株）

 当中間会計期間末
 株式数（株）

発行済株式

普通株式 989,544 － － 989,544

合計 989,544 － － 989,544

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 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 989,544.6 － 0.6 989,544

合計 989,544.6 － 0.6 989,544

自己株式

普通株式　（注） － 0.6 0.6 －

合計 － 0.6 0.6 －

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0.6株は、端株の買取りによる増加であります。

なお、当該株式は当事業年度中に消却しております。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に記載されている科目の金

額との関係

現金及び預金勘定 32,763百万円

現金及び現金同等物 32,763百万円

現金及び預金勘定 15,087百万円

現金及び現金同等物 15,087百万円

現金及び預金勘定  20,919百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△3,500百万円

現金及び現金同等物 17,419百万円

────── ２．重要な非資金取引の内容

 自己社債の償還による非資金取引

２．重要な非資金取引の内容

 自己社債の償還による非資金取引

投資有価証券の減少 4,092百万円

社債の償還益 178百万円

社債の減少 4,270百万円

投資有価証券の減少 3,951百万円

社債の償還益 209百万円

社債の減少 4,160百万円

 自己転換社債の償還による非資金取引

投資有価証券の減少 3,946百万円

社債の償還益 42百万円

社債発行差金からの

組替による増加
△11百万円

転換社債の減少 3,977百万円
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

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

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

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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運
搬具

6 3 2

工具器
具及び
備品

37 22 15

合計 43 26 17

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運
搬具

10 5 5

工具器
具及び
備品

22 6 16

合計 32 11 21

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運
搬具

6 4 2

工具器
具及び
備品

23 8 15

合計 29 12 17

取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

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 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残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 8百万円

１年超 9百万円

合計 17百万円

１年内 6百万円

１年超 15百万円

合計 21百万円

１年内 5百万円

１年超 12百万円

合計 17百万円

未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

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 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

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。

３．支払リース料

（減価償却費相当額）
5百万円

３．支払リース料

（減価償却費相当額）
3百万円

３．支払リース料

（減価償却費相当額）
10百万円

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

４．減価償却費相当額の算定方法

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

オペレーティング・リー

ス取引

未経過リース料 ────── ──────

１年内 1,837百万円

１年超 576百万円

合計 2,413百万円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日現在）

有価証券

１.その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券

社債 10,958 11,036 77

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（百万円）

その他有価証券

非上場債券 500

当中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

有価証券

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券

社債 7,726 7,749 22

前事業年度（平成18年12月31日現在）

有価証券

１.その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券

社債 9,012 9,044 32

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（百万円）

その他有価証券

非上場債券 500
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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６月30日現在）

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引（売建） 343 345 △2

当中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

 当中間会計期間末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。

 

前事業年度末（平成18年12月31日現在）

 当期末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

当中間会計期間において付与したストックオプションは、以下のとおりであります。

平成18年　ストックオプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役会が定めた以下の者

当社の取締役

当社の監査役

当社の従業員

当社の顧問

10名

5名

730名

5名

ストックオプションの付与数（注） 普通株式　14,525株

付与日 平成18年４月４日

権利確定条件
付与日（平成18年４月４日）以降、権利確定日（平成20

年３月31日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 自　平成18年４月４日　至　平成20年３月31日

権利行使期間

平成20年４月１日から平成25年３月31日の期間。

ただし、権利確定後に退職した場合には、１ヶ月以内（会

社都合等による退職の場合には、１年以内）まで行使可

能であります。

また、付与対象者が当社所定の書面により新株予約権の

全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当該権

利は喪失いたします。

権利行使価格 37,300円

（注）株式数に換算して記載しております。
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当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

当会計期間において付与したストックオプションは、以下のとおりであります。

平成18年　ストックオプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役会が定めた以下の者

当社の取締役

当社の監査役

当社の従業員

当社の顧問

10名

5名

730名

5名

ストックオプションの付与数（注） 普通株式　14,525株

付与日 平成18年４月４日

権利確定条件
付与日（平成18年４月４日）以降、権利確定日（平成20

年３月31日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 自　平成18年４月４日　至　平成20年３月31日

権利行使期間

平成20年４月１日から平成25年３月31日の期間。

ただし、権利確定後に退職した場合には、１ヶ月以内（会

社都合等による退職の場合には、１年以内）まで行使可

能であります。

また、付与対象者が当社所定の書面により新株予約権の

全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当該権

利は喪失いたします。

権利行使価格 37,300円

（注）株式数に換算して記載しております。

（企業結合等）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額

46,307円75銭

１株当たり純資産額

44,792円03銭

１株当たり純資産額

46,326円78銭

１株当たり中間純損失金額

2,987円45銭

１株当たり中間純損失金額

1,528円97銭

１株当たり当期純損失金額

      2,941円22銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権付社

債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権付社

債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、新株予約権付社

債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純損益金額

中間（当期）純損益（百万円） △2,956 △1,513 △2,910

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純損益

（百万円）
△2,956 △1,513 △2,910

期中平均株式数（千株） 990 990 990

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額

中間（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（千株） － － －

（うち転換社債型新株予約権付

　社債）
(－) (－) (－) 

（うち新株予約権） (－) (－) (－) 

（うち転換社債） (－) (－) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権付社債１銘

柄（新株予約権の数

114,666個）、転換社債

１銘柄（額面総額9,350

百万円）、新株予約権

５種類（新株予約権の

数78,857個）、新株引

受権２種類（目的たる

株式の数1,744株）。

新株予約権付社債１銘

柄（新株予約権の数

92,480個）、新株予約

権５種類（新株予約権

の数75,482個）、新株

引受権１種類（目的た

る株式の数588株）。

新株予約権付社債１銘

柄（新株予約権の数

92,480個）、転換社債

１銘柄（額面総額5,370

百万円）、新株予約権

５種類（新株予約権の

数78,857個）、新株引

受権２種類（目的たる

株式の数1,744株）。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

──────

　

　

 

 

 

 

 

 

機械及び装置の売却

資産の効率化を図るため、現在の

余剰生産設備の売却契約を平成19年

７月27日に締結いたしました。

１.譲渡する相手先の名称

KING VIRTUE ELECTRON CO., LTD.

２.譲渡前の使途

生産設備（余剰設備）

３.譲渡の時期及び価格

平成19年７月 　　1,600百万円

平成19年８月 　　1,260百万円

 平成19年９月　 　1,532百万円

合　計　　　　　 4,392百万円

売却資産の簿価は、2,687百万円

(契約日時点)であります。

──────
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　①当中間会計期間の生産実績は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック製品 8,316 △22.4

メモリー製品 698 △32.4

合計 9,014 △23.3

　（注）　金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。

　②当中間会計期間の商品仕入実績は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック商品 4,668 ＋6.1 

合計 4,668 ＋6.1 

　（注）　金額は、仕入価格（消費税等抜き）により算出しております。

(2）受注状況

　当中間会計期間の受注状況は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

受注高 受注残高

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック製品 7,465 △35.0 3,623 △5.8

メモリー製品 1,155 △11.2 799 ＋0.6

ロジック商品 5,401 △10.1 2,229 △10.7

合計 14,022 △25.4 6,651 △6.8

　（注）　金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。

(3）販売実績

　当中間会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック製品 8,159 △27.3

メモリー製品 767 ＋26.0

ロジック商品 4,940 ＋5.4

合計 13,867 △16.1

　（注）１．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。

（　）内は総販売実績に対する輸出の割合であります。

輸出先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

東南アジア 2,305 96.5 2,793 99.7

ヨーロッパ 82 3.4 12 0.4

アメリカ 0 0.0 △2 △0.1

計
2,388

(14.5％)
100.0

2,803

(20.2％)
100.0
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２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

川崎マイクロエレクトロニクス株

式会社
3,827 23.2 4,366 31.5

株式会社日立ディスプレイズ 2,157 13.1 2,294 16.5

シャープ株式会社 2,811 17.0 1,810 13.1

計 8,795 53.2 8,470 61.1

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ユー・エム・シー・ジャパン株式会社（6939）平成 19 年 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 26 －


