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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(2）連結財政状態 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 

(注）20年３月期の期末配当予想は未定であります。配当の状況の詳細は、６ページ「(3)利益配分に関する基本方針

及び当期の配当」をご覧ください。 
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(1）連結経営成績 （％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９月中間期 37,172 △10.1 1,404 － 1,347 － 735 －

18年９月中間期 41,352 5.8 △2,202 － △2,196 － △1,293 －

19年３月期 74,662 － △1,630 － △1,727 － △1,047 －

 
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９月中間期 14 89 13 93

18年９月中間期 △25 00 － －

19年３月期 △20 60 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 71,872 25,749 35.4 514 31

18年９月中間期 79,964 26,479 32.7 511 92

19年３月期 73,196 25,083 33.9 501 41

（参考）自己資本 19年９月中間期 25,417百万円 18年９月中間期 26,147百万円 19年３月期 24,782百万円

 
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９月中間期 4,211 △1,165 △670 10,815

18年９月中間期 1,138 △539 30 14,987

19年３月期 △4,373 △1,361 △415 8,210

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 3 50 3 50 7 00

20年３月期 4 00 －   
20年３月期（予想） － － － － －

 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 77,000 3.1 2,900 － 2,500 － 1,400 － 28 33
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４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2）中間連結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（中間連結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 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、20ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(2）個別財政状態 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）

新規 1社 （社名 芝浦機電（上海）有限公司） 除外 －社   

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 51,926,194株 18年９月中間期 51,926,194株 19年３月期 51,926,194株

② 期末自己株式数 19年９月中間期 2,504,310株 18年９月中間期 200,850株 19年３月期 2,500,599株

(1）個別経営成績 （％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９月中間期 27,195 △16.0 311 － 484 － 348 －

18年９月中間期 32,374 6.9 △3,170 － △2,829 － △1,567 －

19年３月期 58,143 － △3,407 － △2,764 － △1,419 －

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 

19年９月中間期 7 04 

18年９月中間期 △30 31 

19年３月期 △27 93 

 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９月中間期 57,013 21,194 37.2 428 85

18年９月中間期 65,729 22,557 34.3 436 10

19年３月期 59,945 21,041 35.1 425 72

（参考）自己資本 19年９月中間期 21,194百万円 18年９月中間期 22,557百万円 19年３月期 21,041百万円

 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 57,000 △2.0 700 － 1,800 － 1,300 － 26 30

※ 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 

①当期の概況 

1)業績全般について 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出関連業種が全般に底堅さを保ち設備投資も

増勢を維持しており、依然として緩やかな拡大を続けています。 

このような景況下で、当社グループの主要顧客であります液晶パネル・半導体・光ディスク

関連の業界では、携帯電話や携帯音楽プレーヤー、大型液晶テレビなどのデジタル家電の需要

が堅調に推移しました。 

液晶パネル関連では、前期において設備投資の凍結や延期がありましたが、当中間期より大

型パネルをはじめとする設備投資の動きが活性化しつつあります。半導体関連では、デジタル

家電の好調により、特にフラッシュメモリ用の設備投資が堅調に推移しました。光ディスク関

連では、ＤＶＤの単価下落と原材料の高騰、需給バランスの調整や次世代ＤＶＤの動向不透明

により、設備投資の回復が遅れています。 

このような事業環境の下、当社グループでは「商品力・生産力の強化による高収益体質の実

現」を基本方針とし、「半導体事業の拡大」、「液晶事業の収益性改善」、「メディア・真空

事業の拡大」などを掲げて、コストリダクションの推進や生産力・調達力の強化などを実施し

ています。さらに、将来への事業を見据えて当社コア技術をベースに新分野・成長分野への事

業展開を図っています。 

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、平成１９年４月２５日発表の業績予想に対して

売上高は減収となったものの増益となり、売上高37,172百万円、営業利益1,404百万円、経常利

益1,347百万円、中間純利益735百万円となりました。 

2)部門別の概況 

（ファインメカトロニクス部門） 

液晶パネル製造装置では、装置に対する価格引下げなどの厳しい要求が続いており、当社

グループは収益性の改善に集中し、コスト低減活動と設計・生産体制の整備などの収益性改

善活動をさらに推進しています。前期において設備投資の凍結や延期がありましたが、国内

外にて大型パネルをはじめとする設備投資の動きが活性化しつつあり、大型パネル用洗浄装

置、配向膜インクジェット塗布装置やさらには中小型パネル用液晶滴下システムなどの需要

が拡大しています。また大型液晶テレビ用アウターリードボンダは、中南米・東欧など納入

地域が拡がってきました。 

半導体製造装置は、パソコンやデジタルカメラ、携帯音楽プレーヤーに使用されるＮＡＮ

Ｄ型フラッシュメモリなど大手デバイスメーカの堅調な設備投資に支えられ、３００ｍｍウ

ェーハ用アッシング装置、枚葉式洗浄装置、ウェーハ検査装置が堅調に推移しました。 

この結果、当部門の売上高は27,490百万円（前年同期比20.0％減）、営業利益は前年同期

比3,284百万円増益の847百万円となりました。 

（電子・真空機器部門） 

メディアデバイス製造装置では、次世代ＤＶＤの規格統合の遅れから、当期においても国

内外での設備投資が様子見となるなど全体として設備投資が低迷していますが、その中でゲ

ームやハイビジョン映画録画用などに使用される次世代ＤＶＤ－ＲＯＭ用スパッタリング装

置を中心に需要が徐々に高まっています。また、真空応用装置では、モバイルディスプレイ

用液晶モジュールの真空貼り合せ装置が堅調に推移し、レーザ応用装置では、薄膜太陽電池

用加工装置の需要が急速に拡大しています。 

この結果、当部門の売上高は5,205百万円（前年同期比22.8％増）、営業利益は前年同期比

5百万円減益の124百万円となりました。 
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（流通機器システム部門） 

たばこ自販機は、平成２０年からスタートする成人識別対応機の改作を実施しており、券

売機は、非接触カード対応機の需要が高まり堅調に推移しました。 

この結果、当部門の売上高は3,565百万円（前年同期比93.1％増）、営業利益は前年同期比

405百万円増益の419百万円となりました。 

（不動産賃貸部門） 

不動産賃貸収入は期初計画どおり推移し、売上高は911百万円、営業利益は前年同期比31百

万円減益の293百万円となりました。 

②通期の見通し 

業績全般に関する見通し 

液晶・半導体製造装置の市況は、デジタル家電、マルチメディア応用製品等対象製品の裾野

の広がりにより好調となりました。また、個人消費も緩やかに増加する等、景気拡大が続いて

いますが、デジタル家電の価格競争の激化や部材費の値上がり等の影響を受け、液晶・半導体

製造装置の価格競争は益々激しくなるものと予想され、さらなる生産体制の強化と価格引下げ

への対応が急務となります。 

液晶パネル関連では、一部設備投資の延期がありましたが、国内、韓国、台湾にて大型パネ

ルの設備投資が活発化してきています。さらに薄型テレビの最大市場である欧州、米州にてパ

ネル組立が開始され、液晶モジュール工程用設備投資も活発化してきています。半導体関連で

は、一部ロジック関連の設備投資の延期などがありましたが、デジタル家電や携帯電話、さら

に車載用途への裾野の広がりから、特にフラッシュメモリ関連の設備投資が堅調に推移し、継

続的に成長することが期待されます。光ディスク関連は、規格問題が依然として不透明です

が、平成２０年度からの次世代ＤＶＤ－ＲＯＭの市場本格普及に向け次世代ＤＶＤ製造装置用

投資が加速すると思われます。自販機関連では、成人識別対応たばこ自販機が本格的に需要拡

大し、非接触カード対応券売機の需要も堅調に推移すると見込まれます。また、太陽電池・有

機ＥＬ用製造装置や液晶・半導体向けのインクジェット応用装置の需要が今後高まってくると

見込まれ、新分野の事業を一層拡大していきます。 

このような事業環境を背景として、コスト競争力強化、生産力・調達力の強化などにより利

益確保に鋭意取り組んでおりますが、一部設備投資の延期と予想を超える価格引下げなどによ

り、通期の見通しにつきましては、平成１９年４月２５日発表いたしました連結業績予想を修

正して、売上高770億円、営業利益29億円、経常利益25億円、当期純利益14億円を予想しており

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 

当中間連結会計期間末の総資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ8,092百万円減少

し71,872百万円となりました。 

流動資産は、前年同期比9,164百万円減少し52,092百万円となりました。これは主に現金及び預

金、受取手形及び売掛金、たな卸資産が減少したことによります。 

固定資産は、前年同期比1,072百万円増加し19,779百万円となりました。これは主に建物及び構

築物が増加したことによります。 

負債につきましては、前中間連結会計期間末に比べ7,362百万円減少し46,122百万円となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が減少したことによります。 

純資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ729百万円減少し25,749百万円となりまし

た。これは主に自己株式取得により減少したことによります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、新規連結に伴

う増加を含め前期末に比べ2,604百万円増加し、10,815百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動による資金の増加は4,211百万円（前中間期は1,138百万円

の増加）となりました。これは主にたな卸資産の減少及び税金等調整前中間純利益の計上等

によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動による資金の減少は1,165百万円（前中間期は539百万円の

減少）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等によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動による資金の減少は670百万円（前中間期は30百万円の増

加）となりました。これは主に短期借入金の返済及び配当金の支払等によります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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／営業キャッシュ・フロー 

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により計算してお

ります。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・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４）有利子負債は、中間連結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。また、利払いについては中間連結キャッシュ・フロー計算

書の「利息の支払額」を使用しております。 

  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 
平成19年９月 
中間期 

自己資本比率（％） 26.1 32.4 36.8 33.9  35.4  

時価ベースの自己資本比率

（％） 
57.4 68.7 90.0 38.8  37.6  

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
3.4 1.8 1.1 －  0.9  

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
15.4 28.9 52.6 －  107.8  
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

基本方針 

当社グループは、株主の皆様へ利益還元を行うことが最も重要であると考えており、業績に裏

付けられた安定配当を維持していくことを基本方針としています。その実施につきましては、当

該期及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしています。 

また、内部留保につきましては、将来に向けた新技術の開発や今後の事業拡大のための設備投

資と研究開発などに有効活用し、さらなる経営基盤の強化と収益力の向上に注力していきます。 

当期配当 

株主の皆様に利益配分を行い、安定配当を維持することが最も重要であるという基本方針に則

り、平成２０年３月期の中間配当は４円００銭といたします。なお、当期の期末配当について

は、株主の皆様への安定した利益還元、内部留保の必要性及び業績を総合的に勘案して、配当の

額を決定する予定です。 

(4）事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成19年６月21日提出）における「事業等のリスク」から新たなリスク

が顕在化していないので、開示を省略します。 

＊（注意事項） 

本中間決算短信で記載されている事項には、当社の将来についての計画、戦略や業績に関する見

通しの記述が含まれております。これらの記述は、現時点で把握可能な情報をもとに判断し作成し

たものです。当社グループのお客様であるエレクトロニクス分野においては、技術革新が早く競争

の激しい分野です。 

また、世界経済、エレクトロニクス分野の市況、多様なリスク、不確実性な要素により、当社グ

ループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。 

したがいまして、実際の売上高、利益はこの中間決算短信に記載されている数値と異なる可能性

があることをご承知おきください。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、当社の子会社９社で構成され、グループが営んでいる主な事業は、フラッ

トパネルディスプレイ製造装置、半導体製造装置、レーザ応用装置、メディアデバイス製造装置、自

動販売機等の製造及び販売であり、さらに保守サービス並びに工場建物等の維持管理等の事業活動を

展開しています。 

当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。 

なお、事業の内容における事業区分は、事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であ

ります。 

区分 主要製品名 
当社及び関係会社の位置付け  

製造  販売・据付・サービス他  

ファインメカトロ

ニクス 

フラットパネルディスプレイ製造装置

（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェッ

ト塗布装置、セル組立装置、アウタ

ーリードボンディング装置） 

半導体製造装置 

（洗浄装置、エッチング装置、アッシ

ング装置、ダイボンディング装置、

インナーリードボンディング装置、

フリップチップボンディング装置、

半導体検査装置） 

非破壊検査事業 

鉄道線路保守用機器等  

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦ハイテック㈱ 

・韓国芝浦メカトロニクス㈱

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦エンジニアリング㈱ 

・芝浦ハイテック㈱ 

・台湾芝浦先進科技(股) 

・韓国芝浦メカトロニクス㈱

・芝浦機電（上海）有限公司

・芝浦テクノロジー・インタ

ーナショナル・コーポレー

ション 

 電子・真空機器 レーザ応用装置 

マイクロ波応用装置 

メディアデバイス製造装置 

（スパッタリング装置、真空貼り合せ

装置） 

産業用真空蒸着装置 

二次電池製造装置 

精密部品製造装置 

その他自動化機器 

真空ポンプ等  

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦プレシジョン㈱ 

・芝浦ハイテック㈱ 

・当社 

・芝浦エレテック㈱ 

・芝浦プレシジョン㈱ 

・台湾芝浦先進科技(股) 

・韓国芝浦メカトロニクス㈱

・芝浦機電（上海）有限公司

・芝浦テクノロジー・インタ

ーナショナル・コーポレー

ション 

 流通機器システム 
自動販売機 

自動券売機等  
・芝浦自販機㈱  ・芝浦自販機㈱  

 不動産賃貸 不動産賃貸及び管理業務等  ────── 
・当社 

・芝浦エンジニアリング㈱  
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 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 

芝浦プレシジョン㈱ 

芝浦ハイテック㈱ 

芝浦エンジニアリング㈱ 

韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

台湾芝浦先進科技(股) 

芝浦機電（上海）有限公司 

※１ 

 芝浦テクノロジー・インター 

 ナショナル・コーポレーション 

製造・販売・サービス会社 製造・販売・サービス会社 

製造・販売会社 

エンジニアリング会社 

販売・サービス会社 

国 内 海 外 

当
社
（
製
造
・
販
売
） 

※２ 
    ㈱東芝 

得   意   先 

（注） 無印 連結子会社 

    ※１ 非連結子会社 

    ※２ その他の関係会社 

部品の供給

不動産賃貸

部品の供給

役務の提供等

製品の供給

製品の供給・ 
役務の提供 

製品の供給

製品の供給

製品の供給

役務の提供

役務の提供

製品の供給・ 
役務の提供 

製品の供給・ 
役務の提供 

製品の供給・
不動産賃貸 

製品の供給・ 
役務の提供 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「すべてに革新を」「合理性の追求」「人間性の尊重」を企業行動理念とし、

グループ全体にその浸透と徹底を図ることにより、スピードと活力のあるグローバルな企業グルー

プの実現を目指しております。 

 この行動理念に基づき高い成長性と高収益を実現するため、経営ビジョンと事業戦略から重要課

題を設定して具体的な施策を展開させる経営改革手法（ＢＣＭ：Balanced CTQ Management）を取

り入れた「イノベーション推進活動」の全面展開と社員の働き甲斐、モラール向上を目指したボト

ムアップ型の社内活性化運動（Ａｃｔｉｖｅ運動）の実施、成果重視の人事処遇制度の実施及び環

境保全活動強化の推進等継続的な企業活動に取り組んでおります。 

 当社グループは、パソコン、携帯電話、薄型テレビ、デジタルカメラ、ＤＶＤといったマルチメ

ディア応用製品、デジタル家電に不可欠なフラットパネルディスプレイ、半導体等の各種エレクト

ロニクスコンポーネンツ製造装置の事業分野に注力し、「デジタル時代のインフラプロバイダー」

を基軸として事業を展開しております。 

 その推進にあたっては、ビジネスの全てにネットワークを活用したｅ革命を実践し、インターネ

ット時代にふさわしい真に電子化された「e-Shibaura」の実現と、地球環境に配慮したモノ造りを

志向する「E-Shibaura」の実現を目指し、「ｅ＆Ｅの芝浦」として、自らの行動やマインドも革新

し、グローバルなお客様のご要望にお応えすべく、経営革新に取り組んでまいります。従業員全員

が経営ビジョンを共有した上で、必達目標を設定し結果に対しての責任を負うコミットメント経営

を実践し、ルールを遵守し、公正な企業活動により経営ビジョンを達成するよう従業員全員で取り

組んでまいります。 

 また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）は利益の追求という経済的側面だけではなく、法令遵守や人

権、お客様満足、環境、社会貢献等、企業を取り巻く側面について、ステークホルダーの信頼を獲

得して、企業として継続、発展していくための基盤だと考えております。当社では、ＣＳＲの強化

推進のため平成１７年４月にＣＳＲ委員会を発足いたしました。当社グループでは「経済」に加え

て「社会」「環境」の面でステークホルダーとのコミュニケーションを深め、皆さまから信頼され

る企業でありたいと考えております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは、収益力向上、資金効率、株主価値の向上を重視しております。このため、経

営指標としての総資産利益率ＲＯＡ、株主資本利益率ＲＯＥの向上を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループでは内外の景気動向や事業環境の変化等を踏まえて、平成１９年度からの３年間を

見通した中期経営計画を策定し、平成２１年度には総資産利益率ＲＯＡ１０％、株主資本利益率Ｒ

ＯＥ１５％を目指してまいります。 

 本中期経営計画では、収益の改善に一点集中し、株主の価値向上を目指し、「商品力・生産力の

強化による高収益体質の実現」を基本方針とし、達成のための重点施策を下記の通り定めていま

す。 

 １．高収益体質の強化 

 ２．生産力の強化 

 ３．新分野・成長分野への事業展開 

 ４．アセットライト 

 ５．人財戦略 

 ６．ガバナンス強化 
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 当社グループでは変化の激しい半導体、液晶、メディアデバイス等の事業環境や市場動向に迅速

に対応しながら利益を確保するため、事業戦略を明確にし、顧客の視点で課題をとらえ、業務プロ

セスを改善するための諸施策を着実に実行してまいります。 

 事業環境の変化を踏まえて当中期経営計画では、液晶事業中心の事業構造から、液晶、半導体、

メディア・真空、その他事業のバランスの取れた事業構造に変革し、収益構造の転換を図ってまい

ります。 

 主要施策として下記の項目を実施いたします。 

①半導体事業の拡大 

 パソコン、携帯電話、携帯音楽プレーヤー、デジタルカメラなどのデジタル家電に使用さ

れるメモリをはじめ、半導体デバイス用の設備投資が積極的に行われています。このような

事業環境の下、半導体事業の拡大を図ります。エッチング、アッシング、半導体ウェットプ

ロセス装置、ダイアタッチ装置のシェア拡大のため、戦略的な新商品の市場投入や大手ユー

ザとの連携を積極的に推進していきます。また、超薄化チップ用の装置など新分野への事業

展開も図ります。事業拡大に伴い、人員などのリソースの再配置を行い、早期戦略化に向け

強力に推進していきます。 

②液晶事業の収益性改善 

 大型液晶テレビ用設備投資が積極的に行われていますが、液晶パネル価格の下落などによ

り、液晶製造装置へのコストダウン要求がますます激しくなるものと予想されます。このよ

うな事業環境の下、収益性を確保するため、成長戦略から利益重視体制にシフトし、継続的

にコストリダクションを実行し、戦略商品への特化など商品競争力の強化を図り利益体質を

構築していきます。 

③メディア・真空事業の拡大 

 平成２０年度からブルーレイディスク、ＨＤ－ＤＶＤの次世代ＤＶＤの市場本格普及が期

待されています。また、新ディスプレイとなる有機ＥＬも立ち上がりつつあります。このよ

うな事業環境の下、大手ユーザとの連携を強化するなど次世代ＤＶＤ用スパッタリング装置

のシェア拡大と当社独自の真空貼り合わせ装置などの市場投入で事業規模の拡大を図りま

す。 

④新規事業の立上げ 

 中長期的な事業基盤を強固にするため、今後拡大が期待される分野において当社技術を活

かせる新規事業を発掘し、次世代における主力事業の候補と位置づけ、その育成と拡大を図

ってまいります。既存事業分野での次世代商品市場や成長が期待される新規市場での事業性

を検討し、Ｍ＆Ａ、アライアンスを積極的に推進してまいります。 

⑤生産力・調達力の強化 

 国内外での製造設備メーカ間の熾烈な競争に勝ち、さらなる事業拡大を図るため、当社で

は液晶パネル基板の大型化及び半導体事業の拡大に向けての供給体制を国内外において充実

を図ってまいります。 

 当社横浜事業所においては、液晶パネル基板大型化及び半導体事業の拡大に対応した新工

場棟を平成１９年２月竣工し、さらに韓国においては、連結子会社である韓国芝浦メカトロ

ニクス㈱の工場を平成１８年１１月に２階建てに増床し、生産スペースを約２倍に拡充いた

しました。 

 これらの大幅な生産能力の増強により、国内外における大型液晶パネル製造装置及び半導

体製造装置の活発な設備投資に対応してまいります。 

 また、調達力の強化として、海外調達部門を設置し、部品・ユニットの海外調達を強力に

推進します。さらに全社調達革新推進活動を当社調達先と連携することで、さらなるコスト

ダウンを図っていきます。 
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⑥価格・コスト競争力の強化 

 デジタルメディア商品の価格下落に伴い、その使用部品の価格ダウンが求められ、当社製

造装置も売価ダウンを要求されております。そのため、装置価格の大幅なコストダウンを実

現するため、製造原価低減の施策を展開しております。具体的には、設計生産性向上のため

３次元ＣＡＤの活用、設計ＶＡ、標準化、プラットフォーム化、部品・ユニットの海外から

の調達によるコストダウン、業務の整流化によるリードタイムの短縮等です。これらの施策

により納期短縮を図り、製品の価格競争力と収益力の向上を目指してまいります。 

⑦商品力・開発力の強化 

 液晶分野では、大型パネル洗浄装置、配向膜インクジェット塗布装置、大型液晶テレビ用

ＯＬＢ装置、半導体分野では、高性能アッシング装置、裏面エッチング装置、高精度ダイボ

ンダ、メディア分野では、ブルーレイディスク、ＨＤ－ＤＶＤ用スパッタリング装置、レー

ザ分野では薄膜太陽電池パネル加工用装置など、各事業分野で商品競争力のある装置を提供

してまいります。 

⑧人財の育成と活用 

 従業員は財産であるとの考えのもと、人材を人財にするための基盤づくりを推進していま

す。人事・教育体制の充実と次世代リーダー教育の確立など人材育成に力を入れていきま

す。さらにものつくりをしているメーカとして、製造力の強化を図るため社内教育を積極的

に実施しています。 

 液晶事業と半導体事業のバランスのとれた事業構造に変革するため、人員の再配置を行っ

ております。特に技術、製造部門においては早期戦略化を図ります。 

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

① グループ経営強化の推進 

 当社グループは、事業部と関係会社を組織的に同列と位置付け、事業単位ごとに最も発展が見

込める組織形態を選択し、関係会社も含めた積極的な事業の再配置を実施してグループ経営の強

化を進めております。 

② グローバル市場への体制強化 

 当社グループは事業のグローバル展開を見据え、すでに米国、台湾、中国に現地法人を、韓国

には合弁会社を設立してまいりました。 

 韓国での事業規模は年々増加し、特に近年はフラットパネルディスプレイ製造装置を中心に需

要が急速に高まりつつあります。このような事業環境の中で、韓国国産メーカと性能、価格、サ

ービス面で熾烈な競争を展開しており、この厳しい競争に勝ち、韓国におけるさらなる事業拡大

を図るため、当社から人材を派遣し、当社製造装置の生産体制を拡充するとともに、販売・製

造・サービスの一層の充実を図り、マーケットに直結した事業運営の推進と韓国ユーザへのＣＳ

（顧客満足度）向上を図ることにより、さらなる売上拡大と事業の発展を目指してまいります。

 当社グループは、今後も米国、台湾、韓国、中国での現地法人を核にして、グローバル市場へ

の体制を強化してまいります。 

③ 内部統制システム構築への対応 

 当社グループは、金融商品取引法（日本版ＳＯＸ法）の成立に伴い平成２０年度から実施され

る日本版ＳＯＸ法に対応した財務報告に係る内部統制の構築を推進するため、平成１８年９月１

日付でＪ－ＳＯＸ推進部を発足いたしました。経営者は「財務報告に係る内部統制」を自らが整

備・運用・評価し、その結果を「内部統制報告書」として表明する義務があり、その適正性を外

部監査人の監査を受けることとなります。Ｊ－ＳＯＸ推進部は、経営トップ方針に基づき当社グ

ル－プ全体へ財務報告に係る内部統制の構築を積極的に実施していきます。 
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４．中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成19年９月30日 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成19年３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
（％）

増減 
(百万円) 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※１   15,242 11,157 △4,084   8,598

２ 受取手形及び売掛金 ※４   28,285 26,324 △1,961   25,531

３ たな卸資産    14,480 12,521 △1,958   15,918

４ 繰延税金資産    2,275 1,851 △423   1,581

５ その他    1,035 301 △733   1,182

６ 貸倒引当金    △60 △64 △3   △46

（流動資産計）    61,257 76.6 52,092 72.5 △9,164   52,766 72.1

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１   27,404 29,305 1,900   29,339

(2）機械装置及び運搬具    843 817 △26   853

(3）工具器具及び備品    290 365 74   330

(4）土地    192 200 8   197

(5）建設仮勘定    691 138 △552   191

(6）減価償却累計額    △13,912 △14,849 △936   △14,447

有形固定資産計     15,508 19.4 15,977 22.2 468   16,464 22.5

２ 無形固定資産        

(1）無形固定資産    335 0.4 380 0.5 45   321 0.4

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券    373 346 △27   370

(2）長期貸付金    5 4 △0   4

(3）長期前払費用    7 10 3   6

(4）繰延税金資産    1,986 2,517 530   2,793

(5）その他    490 548 58   474

(6）貸倒引当金    － △5 △5   △5

投資その他の資産計    2,862 3.6 3,421 4.8 558   3,644 5.0

（固定資産計）    18,706 23.4 19,779 27.5 1,072   20,430 27.9

資産合計    79,964 100.0 71,872 100.0 △8,092   73,196 100.0 
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前中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成19年９月30日 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成19年３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
（％）

増減 
(百万円) 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び買掛金 ※４   28,814 21,002 △7,811   21,682

２ 短期借入金    2,200 2,869 668   1,145

３ 未払法人税等    366 624 258   353

４ 未払消費税等    78 － △78   －

５ 未払費用    3,774 3,785 10   3,320

６ 役員賞与引当金    18 19 1   12

７ 受注損失引当金    323 146 △177   373

８ その他    1,506 1,015 △491   2,530

（流動負債計）    37,083 46.4 29,463 41.0 △7,620   29,419 40.2

Ⅱ 固定負債        

１ 新株予約権付社債    3,215 3,215 －   3,215

２ 長期借入金    4,704 4,804 99   7,004

３ 退職給付引当金    4,797 4,977 180   4,779

４ 役員退職慰労引当金    132 162 29   158

５ 修繕引当金    282 290 8   296

６ 負ののれん    268 209 △59   239

７ 預り保証金    3,000 3,000 －   3,000

（固定負債計）    16,401 20.5 16,659 23.2 258   18,693 25.5

負債合計    53,484 66.9 46,122 64.2 △7,362   48,112 65.7

         

（純資産の部）              
Ⅰ 株主資本         

１ 資本金    6,761 8.5 6,761 9.4 －   6,761 9.2

２ 資本剰余金    10,739 13.4 10,739 14.9 △0   10,739 14.7

３ 利益剰余金    8,704 10.9 9,388 13.1 684   8,769 12.0

４ 自己株式    △214 △0.3 △1,717 △2.4 △1,502   △1,714 △2.3

株主資本合計    25,989 32.5 25,171 35.0 △818   24,555 33.6

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券評
価差額金 

   108 0.1 111 0.1 2   129 0.2

２ 為替換算調整勘定    48 0.1 134 0.2 86   98 0.1

評価・換算差額等合計    157 0.2 246 0.3 89   227 0.3

Ⅲ 少数株主持分    332 0.4 331 0.5 △0   301 0.4

純資産合計    26,479 33.1 25,749 35.8 △729   25,083 34.3

負債純資産合計    79,964 100.0 71,872 100.0 △8,092   73,196 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

    
前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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
（％）

増減 
(百万円) 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    41,352 100.0 37,172 100.0 △4,179   74,662 100.0

Ⅱ 売上原価    37,798 91.4 29,416 79.1 △8,382   65,321 87.5

売上総利益    3,554 8.6 7,756 20.9 4,202   9,340 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   5,756 13.9 6,352 17.1 595   10,970 14.7

営業利益又は営業損失
（△） 

   △2,202 △5.3 1,404 3.8 3,606   △1,630 △2.2

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息及び配当金  10 15   42 

２ その他の営業外収益  351 361 0.9 138 154 0.4 △207 544 586 0.8

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  60 78   121 

２ その他の営業外費用  295 355 0.9 132 210 0.6 △145 562 684 0.9

経常利益又は経常損失
（△） 

   △2,196 △5.3 1,347 3.6 3,544   △1,727 △2.3

税金等調整前中間純利
益又は税金等調整前中
間（当期）純損失
（△） 

   △2,196 △5.3 1,347 3.6 3,544   △1,727 △2.3

法人税、住民税及び事
業税 

 192 617   540 

法人税等調整額  △1,116 △923 △2.2 12 630 1.7 1,554 △1,202 △661 △0.9

少数株主利益又は少数
株主損失（△） 

   21 0.0 △18 △0.1 △39   △18 △0.0

中間純利益又は中間
（当期）純損失（△） 

   △1,293 △3.1 735 2.0 2,029   △1,047 △1.4

         

- 14 -

芝浦メカトロニクス㈱ (6590) 平成20年３月期中間決算短信



(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 10,223 △214 27,509 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △181   △181 

役員賞与（注）     △45   △45 

中間純損失     △1,293   △1,293 

自己株式の取得       △0 △0 

自己株式の処分   △0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ △0 △1,519 △0 △1,519 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 8,704 △214 25,989 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

125 34 159 328 27,998 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）         △181 

役員賞与（注）         △45 

中間純損失         △1,293 

自己株式の取得         △0 

自己株式の処分         0 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△16 13 △2 4 1 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△16 13 △2 4 △1,518 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

108 48 157 332 26,479 
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 8,769 △1,714 24,555 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △172   △172 

中間純利益     735   735 

新規連結に伴う増加高     56   56 

自己株式の取得       △2 △2 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 619 △2 616 

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 9,388 △1,717 25,171 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

129 98 227 301 25,083 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当         △172 

中間純利益         735 

新規連結に伴う増加高         56 

自己株式の取得         △2 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△17 36 18 30 48 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△17 36 18 30 665 

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

111 134 246 331 25,749 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注１）このうち、△181百万円は平成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。 

 （注２）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 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 10,223 △214 27,509 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注１）   △362  △362 

役員賞与（注２）   △45  △45 

当期純損失   △1,047  △1,047 

自己株式の取得    △1,500 △1,500 

自己株式の処分  △0  0 0 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）      

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ △0 △1,454 △1,500 △2,954 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 10,739 8,769 △1,714 24,555 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

125 34 159 328 27,998 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注１）     △362 

役員賞与（注２）     △45 

当期純損失     △1,047 

自己株式の取得     △1,500 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

3 63 67 △27 40 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

3 63 67 △27 △2,914 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

129 98 227 301 25,083 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間  

自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

対前中間期比 

前連結会計年度の
要約連結キャッシ
ュ・フロー計算書 
自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 
(百万円) 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

１ 税金等調整前中間純利益又は税金等調整
前中間（当期）純損失（△） 

  △2,196 1,347 3,544 △1,727 

２ 減価償却費   567 604 37 1,165 

３ 負ののれん償却額   － △29 △29 △59 

４ 貸倒引当金の増減額（減少：△）   △7 17 24 △16 

５ 退職給付引当金の増減額（減少：△）   △59 99 159 △58 

６ 受取利息及び受取配当金   △10 △15 △5 △42 

７ 支払利息   60 78 17 121 

８ 有形固定資産廃却損   27 25 △2 37 

９ 有形固定資産売却損益（益：△）   － 3 3 △0 

10 投資有価証券売却損益（益：△）   △1 － 1 △8 

11 為替差損益（差益：△）   △19 △24 △4 △7 

12 前受金の増減額（減少：△）   △1,178 △465 712 △902 

13 売上債権の増減額（増加：△）   △3,505 △681 2,823 △699 

14 たな卸資産の増減額（増加：△）   1,229 3,429 2,199 △174 

15 仕入債務の増減額（減少：△）   7,701 △473 △8,174 △79 

16 未払消費税等の増減額（減少：△）   0 153 153 18 

17 役員賞与の支払額   △45 － 45 △45 

18 その他   △610 506 1,116 △711 

小計   1,952 4,574 2,622 △3,191 

19 利息及び配当金の受入額   8 18 10 40 

20 利息の支払額   △60 △78 △17 △122 

21 法人税等の支払額   △762 △304 458 △1,100 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,138 4,211 3,073 △4,373 
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前中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間  

自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

対前中間期比 

前連結会計年度の
要約連結キャッシ
ュ・フロー計算書 
自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 
(百万円) 

金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１ 定期預金の預入による支出   △43 △70 △26 △307 

２ 定期預金の払戻による収入   9 125 116 150 

３ 有形固定資産の取得による支出   △696 △1,551 △854 △1,645 

４ 有形固定資産の売却による収入   221 373 151 474 

５ 投資有価証券の売却による収入   1 － △1 9 

６ 長期貸付金の回収   0 － △0 1 

７ その他   △32 △42 △10 △43 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △539 △1,165 △626 △1,361 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１ 短期借入金の純増減額   103 △478 △582 339 

２ 長期借入金の借入れによる収入   1,500 － △1,500 3,800 

３ 長期借入金の返済による支出   △1,370 － 1,370 △2,670 

４ 自己株式の売却による収入   0 － △0 0 

５ 自己株式の取得による支出   △0 △2 △1 △1,500 

６ 親会社による配当金の支払額   △181 △172 8 △362 

７ 少数株主への配当金の支払額   △22 △17 4 △22 

財務活動によるキャッシュ・フロー   30 △670 △701 △415 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   21 42 20 23 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）   650 2,416 1,766 △6,125 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   14,336 8,210 △6,125 14,336 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加
高 

  － 188 188 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高 

  14,987 10,815 △4,171 8,210 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び連結子会

社名 

(1）連結子会社の数及び連結子会

社名 

(1）連結子会社の数及び連結子会

社名 

  ７社…芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 

芝浦プレシジョン㈱ 

芝浦エンジニアリング㈱ 

芝浦ハイテック㈱ 

台湾芝浦先進科技(股) 

韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

  

８社…芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 

芝浦プレシジョン㈱ 

芝浦エンジニアリング㈱ 

芝浦ハイテック㈱ 

台湾芝浦先進科技(股) 

韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

芝浦機電（上海）有限公司 

 芝浦機電（上海）有限公司に

ついては、重要性が増加したた

め、当中間連結会計期間から連

結の範囲に加えております。 

７社…芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 

芝浦プレシジョン㈱ 

芝浦エンジニアリング㈱ 

芝浦ハイテック㈱ 

台湾芝浦先進科技(股) 

韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 

芝浦テクノロジー・インタ

ーナショナル・コーポレー

ション 

芝浦機電（上海）有限公司 

主要な非連結子会社 

芝浦テクノロジー・インタ

ーナショナル・コーポレー

ション 

主要な非連結子会社 

芝浦テクノロジー・インタ

ーナショナル・コーポレー

ション 

芝浦機電（上海）有限公司 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社合計の総資産、

売上高、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも中

間連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしておりませんので連結の

範囲から除いております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社合計の総資産、

売上高、純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

おりませんので連結の範囲から

除いております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社（芝浦テクノロ

ジー・インターナショナル・コ

ーポレーション及び芝浦機電

（上海）有限公司）に対する投

資については、それぞれ中間連

結純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ておりませんので持分法の適用

範囲から除外しております。 

 非連結子会社（芝浦テクノロ

ジー・インターナショナル・コ

ーポレーション)に対する投資に

ついては、中間連結純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体と

しても中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしておりませんの

で持分法の適用範囲から除外し

ております。 

 持分法を適用していない非連

結子会社（芝浦テクノロジー・

インターナショナル・コーポレ

ーション、芝浦機電（上海）有

限公司）は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、台湾芝浦先

進科技(股)、韓国芝浦メカトロニ

クス㈱の中間決算日は６月30日で

あります。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

 なお、その他の連結子会社の中

間決算日は、中間連結決算日と一

致しております。 

 連結子会社のうち、台湾芝浦先

進科技(股)、韓国芝浦メカトロニ

クス㈱及び芝浦機電（上海）有限

公司の中間決算日は６月30日であ

ります。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

 なお、その他の連結子会社の中

間決算日は、中間連結決算日と一

致しております。 

 連結子会社のうち、台湾芝浦先

進科技(股)、韓国芝浦メカトロニ

クス㈱の決算日は12月31日であり

ます。 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上必要な

調整を行っております。 

 なお、その他の連結子会社の決

算日は、連結決算日と一致してお

ります。 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  (イ）有価証券 (イ）有価証券 (イ）有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

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）によっておりま

す。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

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）に

よっております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価

法によっております。 

 時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (ロ）デリバティブ 

時価法によっております。 

(ロ）デリバティブ 

   同左 

(ロ）デリバティブ 

  同左 

  (ハ）たな卸資産 (ハ）たな卸資産 (ハ）たな卸資産 

  製品、商品及び原材料  

主として移動平均法によ

る原価法によっておりま

す。 

製品、商品及び原材料  

 同左 

製品、商品及び原材料 

 同左 

  半製品及び仕掛品 

主として個別法による原

価法によっております。 

半製品及び仕掛品 

 同左 

半製品及び仕掛品 

 同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  (イ）有形固定資産 

 主として定率法を採用して

おります。 

 ただし、第86期取得の研究

開発棟等及び平成10年４月１

日以降取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。 

 また、在外連結子会社につ

いては、定額法を採用してお

ります。  

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

(イ）有形固定資産 

 主として定率法を採用して

おります。 

 ただし、第86期取得の研究

開発棟等及び平成10年４月１

日以降取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。 

 また、在外連結子会社につ

いては、定額法を採用してお

ります。  

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

(イ）有形固定資産 

 主として定率法を採用して

おります。 

 ただし、第86期取得の研究

開発棟等及び平成10年４月１

日以降取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。 

 また、在外連結子会社につ

いては、定額法を採用してお

ります。  

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

  建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～17年

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～17年

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～17年

   （会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。これにより損

益に与える影響は軽微でありま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

   （追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上してお

ります。これにより損益に与え

る影響は軽微であります。 

 

  (ロ）無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 ただし、自社利用分のソフ

トウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっており

ます。 

(ロ）無形固定資産 

同左 

(ロ）無形固定資産 

同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  (イ）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。 

(イ）貸倒引当金 

同左 

(イ）貸倒引当金 

同左 

  (ロ）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における

支給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より、

「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。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益は、それぞれ18百万円減

少しております。 

(ロ）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における

支給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

(ロ）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における

支給見込額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「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。これにより損益に与

える影響は軽微であります。 

  (ハ）受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失

に備えるため、当中間連結会

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。 

(ハ）受注損失引当金 

同左 

(ハ）受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失

に備えるため、当連結会計年

度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。 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

  (ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

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

連結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。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の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、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

(ニ）退職給付引当金 

    同左 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

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。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従業員

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、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

  (ホ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金支給に充

てるため、内規による必要額

を計上しております。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

    同左 

(ホ）役員退職慰労引当金 

    同左 

  (ヘ）修繕引当金 

 第86期連結会計年度取得の

研究開発棟について、将来実

施する修繕に係る支出に備え

るため、支出見積額を支出が

行われる年度に至るまでの期

間に配分計上しております。 

(ヘ）修繕引当金 

    同左 

(ヘ）修繕引当金 

    同左 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及

び負債は、在外子会社等の中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は在

外子会社等の期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めて

計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

    同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及

び負債は、在外子会社等の決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は在外子

会社等の期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上

しております。 

  (5）重要な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。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

    同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

    同左 

  (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 

  (イ）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている

ので、特例処理を採用してお

ります。 

(イ）ヘッジ会計の方法 

    同左 

(イ）ヘッジ会計の方法 

    同左 

  (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左 

  (ハ）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ

取引を行っております。 

(ハ）ヘッジ方針 

    同左 

(ハ）ヘッジ方針 

    同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

項目 
前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

  (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため、有

効性の判定を省略しておりま

す。 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

    同左 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

    同左 

  (7）消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式を採用してお

ります。 

(7）消費税等の会計処理方法 

    同左 

(7）消費税等の会計処理方法 

    同左 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）の範囲は手許現金、随時

引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  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、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。 

前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は26,147百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

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） 

 当連結会計年度より、「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24,782百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。  

前中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん」として表示

しております。  

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間まで区分掲記していた「未払消費税等」は、

当中間連結会計期間末において、負債純資産合計額の100分の１以

下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

なお、当中間連結会計期間末の「未払消費税等」の金額は255百

万円であります。 

- 24 -

芝浦メカトロニクス㈱ (6590) 平成20年３月期中間決算短信



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成19年９月30日 

前連結会計年度末 
平成19年３月31日 

※１ 担保に供している資産    ※１ 担保に供している資産    ※１ 担保に供している資産    

資産の種類 金額 

建物 535百万円 

  (4,424百万WON) 

資産の種類 金額 

現金及び預金 21百万円 

  (165百万WON) 

資産の種類 金額 

現金及び預金   13百万円 

  (105百万WON) 

上記物件は、輸入信用状の開設限度

額299百万円（2,600千US$）に対する

担保に供しております。 

上記の現金及び預金は、在外連結子

会社の借入金等の債務の包括担保に供

しております。 

上記の現金及び預金は、短期借入金

294百万円（2,300百万WON）に対する

担保に供しております。 

 資産の種類 金額 

建物 1,133百万円 

  (8,511百万WON) 

資産の種類 金額 

建物   567百万円 

  (4,424百万WON) 

 上記物件は、輸入信用状の開設限度

額320百万円（2,600千US$）に対する

担保に供しております。 

上記物件は、輸入信用状の開設限度

額309百万円（2,600千US$）に対する

担保に供しております。 

２ 偶発債務 

保証債務 

２ 偶発債務 

保証債務 

２ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の住宅資金借入金に対

する債務保証 

当社の従業員の住宅資金借入金に対

する債務保証 

当社の従業員の住宅資金借入金に対

する債務保証 

    62百万円   55百万円   58百万円

３ 当社は、資金調達の安定化及び効率化

を図るため、取引銀行７行と総額100億

円、契約期間３年の特定融資枠契約（シ

ンジケーション方式によるコミットメン

トライン）を締結しております。 

３             同左 ３             同左 

特定融資枠契約の総額   10,000百万円

当中間連結会計期間末
借入実行残高 

－百万円

当中間連結会計期間末
未使用枠残高 

  10,000百万円

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

当中間連結会計期間末
借入実行残高 

－百万円

当中間連結会計期間末
未使用枠残高 

10,000百万円

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

当連結会計年度末借入
実行残高 

－百万円

当連結会計年度末未使
用枠残高 

10,000百万円

※４ 中間連結会計期間末日満期手形    

中間連結会計期間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、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形    

同左 

※４ 連結会計年度末日満期手形    

連結会計年度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、当連結会計年度

末日が金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

 受取手形  214百万円 

 支払手形 1,123百万円 

 受取手形     236百万円

 支払手形      873百万円

 受取手形 305百万円

 支払手形 745百万円

前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目と金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目と金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目と金額は次のとおりであります。 

荷造費発送費    191百万円

販売手数料    232百万円

広告宣伝費   19百万円

販売促進費等諸経費   8百万円

従業員給与及び手当    2,253百万円

退職給付引当金繰入額    202百万円

役員退職慰労引当金繰
入額 

  29百万円

減価償却費   74百万円

賃借料    558百万円

研究開発費    1,381百万円

荷造費発送費 161百万円

販売手数料 32百万円

広告宣伝費 19百万円

従業員給与及び手当 2,620百万円

役員賞与引当金繰入額 16百万円

退職給付引当金繰入額 136百万円

役員退職慰労引当金繰
入額 

24百万円

減価償却費 85百万円

賃借料 484百万円

研究開発費 1,600百万円

荷造費発送費 280百万円

販売手数料 268百万円

広告宣伝費 44百万円

従業員給与及び手当 4,243百万円

役員賞与引当金繰入額 12百万円

退職給付引当金繰入額 314百万円

役員退職慰労引当金繰
入額 

55百万円

減価償却費 157百万円

賃借料 991百万円

研究開発費 2,705百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増しによる減少であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

１．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 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 

前連結会計年度末

株式数 

（千株） 

当中間連結会計期

間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期

間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期

間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

  普通株式 51,926 － － 51,926 

   合計 51,926 － － 51,926 

自己株式     

  普通株式（注）１，２ 200 0 0 200 

   合計 200 0 0 200 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円）  

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

 平成18年６月15日 
普通株式 181 3.5  平成18年３月31日  平成18年６月15日

定時株主総会 

（決議） 

株式の種

類 

配当金の総額 
配当の原資

１株当たり 
基準日 効力発生日 

（百万円） 配当額（円）

 平成18年10月25日 
普通株式 181 利益剰余金 3.5  平成18年９月30日  平成18年12月４日

取締役会 

 

前連結会計年度末

株式数 

（千株） 

当中間連結会計期

間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期

間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期

間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

  普通株式 51,926 － － 51,926 

   合計 51,926 － － 51,926 

自己株式     

  普通株式（注）１ 2,500 3 － 2,504 

   合計 2,500 3 － 2,504 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円）  

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

 平成19年５月16日 
普通株式 172 3.5  平成19年３月31日  平成19年６月１日

取締役会 

（決議） 

株式の種

類 

配当金の総額 
配当の原資

１株当たり 
基準日 効力発生日 

（百万円） 配当額（円）

 平成19年10月25日 
普通株式 197 利益剰余金 4.0  平成19年９月30日  平成19年12月４日

取締役会 
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前連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,300千株は、取締役会決議による自己株式の取得2,299千株、単元未満

株式の買取りによる増加１千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（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 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度末

株式数 

（千株） 

当連結会計年度増

加株式数 

（千株） 

当連結会計年度減

少株式数 

（千株） 

当連結会計年度末

株式数 

（千株） 

発行済株式     

  普通株式 51,926 － － 51,926 

   合計 51,926 － － 51,926 

自己株式     

  普通株式（注）１，２ 200 2,300 0 2,500 

   合計 200 2,300 0 2,500 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円）  

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

 平成18年６月15日 
普通株式 181 3.5 平成18年３月31日 平成18年６月15日 

定時株主総会 

 平成18年10月25日 

取締役会 
普通株式 181 3.5 平成18年９月30日 平成18年12月４日 

（決議） 

株式の種

類 

配当金の総額 
配当の原資

１株当たり 
基準日 効力発生日 

（百万円） 配当額（円）

 平成19年５月16日 
普通株式 172 利益剰余金 3.5  平成19年３月31日  平成19年６月１日

取締役会 

前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

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

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び預金勘定      15,242百万円

預入期間が３か月を超
える定期預金 

   △254百万円

現金及び現金同等物      14,987百万円

現金及び預金勘定 11,157百万円

預入期間が３か月を超
える定期預金 

△342百万円

現金及び現金同等物 10,815百万円

現金及び預金勘定 8,598百万円

預入期間が３か月を超
える定期預金 

△387百万円

現金及び現金同等物 8,210百万円
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注） １ 事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主要な事業内容 

①ファインメカトロニクス………フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング

装置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウタ

ーリードボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装

置、アッシング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディン

グ装置、フリップチップボンディング装置、半導体検査装置）、非破壊検

査事業、鉄道線路保守用機器等 

②電子・真空機器…………………レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパ

ッタリング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製

造装置、精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

③流通機器システム………………自動販売機、自動券売機等 

④不動産賃貸………………………不動産賃貸及び管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、当社の研究開発費のうち全社共通に係

る要素開発費用であります。 

  

ファイン
メカトロ
ニクス 
（百万円）

電子・真
空機器 
（百万円）

流通機器
システム 
（百万円）

不動産
賃貸 
(百万円)

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 34,354 4,239 1,845 911 41,352 － 41,352 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
63 55 － － 119 (119) － 

計 34,418 4,295 1,845 911 41,471 (119) 41,352 

営業費用 36,854 4,166 1,832 586 43,440 114 43,554 

営業利益又は営業損失（△） △2,436 129 13 324 △1,968 (234) △2,202 

  

ファイン
メカトロ
ニクス 
（百万円）

電子・真
空機器 
（百万円）

流通機器
システム 
（百万円）

不動産
賃貸 
(百万円)

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 27,490 5,205 3,565 911 37,172 － 37,172 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
58 13 － － 71 (71) － 

計 27,549 5,218 3,565 911 37,244 (71) 37,172 

営業費用 26,701 5,094 3,145 618 35,560 208 35,768 

営業利益 847 124 419 293 1,684 (280) 1,404 

  

ファイン
メカトロ
ニクス 
（百万円）

電子・真
空機器 
（百万円）

流通機器
システム 
（百万円）

不動産
賃貸 
(百万円)

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 59,118 9,527 4,192 1,823 74,662 － 74,662 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
131 130 － － 261 (261) － 

計 59,249 9,658 4,192 1,823 74,924 (261) 74,662 

営業費用 61,628 9,338 4,090 1,101 76,160 132 76,292 

営業利益又は営業損失（△） △2,379 319 102 721 △1,235 (394) △1,630 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北東アジア……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、当社の研究開発費のうち全社共通に係

る要素開発費用であります。 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１

日 至平成19年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）   

  
日本 

（百万円） 
北東アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 33,256 3,916 37,172 － 37,172 

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
2,119 556 2,676 (2,676) － 

 計 35,376 4,472 39,848 (2,676) 37,172 

 営業費用 33,667 4,497 38,164 (2,395) 35,768 

 営業利益又は営業損失（△） 1,709 △24 1,684 (280) 1,404 
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ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注） １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北東アジア ……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(2）その他の地域……アメリカ、ポーランド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 （注） １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北東アジア ……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(2）その他の地域……メキシコ、ポーランド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注） １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北東アジア ……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(2）その他の地域……アメリカ、ポーランド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 18,339 1,956 20,296 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     41,352 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
44.4 4.7 49.1 

  北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 9,232 3,838 13,070 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     37,172 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
24.8 10.4 35.2 

  北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,953 4,332 32,286 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     74,662 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
37.4 5.8 43.2 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益金額額又は１株当たり中間（当期）純損失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。 

前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額は、１株当たり中間

純損失であるため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額     511.92円

１株当たり中間純損失
金額 

  25.00円

１株当たり純資産額 514.31円

１株当たり中間純利益
金額 

14.89円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

13.93円
 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額は、１株当たり当期

純損失であるため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 501.41円

１株当たり当期純損失
金額 

20.60円

  
前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

１株当たり中間純利益金額又は１株当

たり中間（当期）純損失金額 
      

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（百万円） 
△1,293 735 △1,047 

普通株主に帰属しない金額（百万

円） 
－ － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間

（当期）純損失（△）（百万円） 
△1,293 735 △1,047 

期中平均株式数（千株） 51,725 49,423 50,831 

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） － 3,409 － 

（うち新株予約権付社債）  (－)  (3,409)  (－) 

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 

───── ───── ───── 
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（重要な後発事象） 

（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、ＥＤＩＮＥ

Ｔにより開示を行うため記載を省略しております。 

前中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

(自己株式の取得) 

 当社は、平成18年10月25日開催の取締役

会において、会社法第459条第１項の規定に

よる定款の定めに基づき、自己株式を取得

することを決議いたしました。 

１．自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資

本政策を遂行するため。 

２．取得の内容 

（１）取得する株式の種類 

   普通株式 

（２）取得する株式の総数 

   230万株（上限） 

（３）株式の取得価額の総額 

15億円（上限） 

（４）取得する期間 

平成18年10月26日から平成18年11月

22日まで 

 ──────  ────── 
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５．中間個別財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 
平成18年９月30日 

当中間会計期間末 
平成19年９月30日 

対前中
間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
平成19年３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
（％）

増減 
(百万円) 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  10,689 5,917 △4,771 3,805 

２ 受取手形  283 48 △235 105 

３ 売掛金  22,012 19,990 △2,021 21,188 

４ 製品  3,343 3,405 62 4,912 

５ 半製品・仕掛品  8,281 6,698 △1,582 7,800 

６ 原材料  103 111 7 110 

７ 繰延税金資産  1,908 1,463 △444 1,229 

８ 未収入金  － 217 217 992 

９ その他   748 101 △646 75 

10 貸倒引当金  △31 △21 9 △21 

（流動資産計）    47,339 72.0 37,934 66.5 △9,405   40,199 67.1

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1）建物  25,224 26,480 1,256 26,548 

(2）構築物  989 995 5 1,006 

(3）機械及び装置  550 550 － 550 

(4）工具器具及び備品  38 39 0 39 

(5）土地  68 68 0 68 

(6）建設仮勘定  500 138 △361 183 

(7）減価償却累計額  △13,362 △14,160 △798 △13,802 

有形固定資産計     14,009 21.3 14,112 24.8 103   14,595 24.3

２ 無形固定資産        

(1）無形固定資産    282 0.4 260 0.5 △22   272 0.5

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券  298 262 △35 289 

(2）子会社株式・出資金  1,415 1,415 － 1,415 

(3）子会社長期貸付金  260 260 － 260 

(4）従業員長期貸付金  5 4 △0 4 

(5）長期前払費用  7 8 1 6 

(6）繰延税金資産  1,770 2,315 545 2,565 

(7）その他  341 444 103 342 

(8）貸倒引当金  － △5 △5 △5 

投資その他の資産計    4,097 6.3 4,705 8.2 608   4,878 8.1

（固定資産計）    18,389 28.0 19,078 33.5 689   19,746 32.9

資産合計    65,729 100.0 57,013 100.0 △8,715   59,945 100.0 
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前中間会計期間末 
平成18年９月30日 

当中間会計期間末 
平成19年９月30日 

対前中
間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
平成19年３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
（％）

増減 
(百万円) 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形  4,400 3,098 △1,302 3,565 

２ 買掛金  17,755 10,875 △6,880 12,779 

３ 短期借入金  1,300 2,200 900 0 

４ 未払金  188 40 △147 58 

５ 未払費用  3,098 3,182 84 2,770 

６ 未払法人税等  69 106 36 46 

７ 前受金  256 311 54 218 

８ 預り金  63 63 0 65 

９ 役員賞与引当金  18 16 △2 9 

10 受注損失引当金  323 146 △177 373 

11 その他  271 47 △223 1,239 

（流動負債計）    27,746 42.2 20,088 35.2 △7,658   21,127 35.2

Ⅱ 固定負債        

１ 新株予約権付社債  3,215 3,215 － 3,215 

２ 長期借入金  4,704 4,804 99 7,004 

３ 退職給付引当金  4,120 4,290 169 4,138 

４ 役員退職慰労引当金  102 130 27 122 

５ 修繕引当金  282 290 8 296 

６ 預り保証金  3,000 3,000 － 3,000 

（固定負債計）    15,425 23.5 15,730 27.6 304   17,777 29.7

負債合計    43,172 65.7 35,818 62.8 △7,353   38,904 64.9

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金    6,761 10.3 6,761 11.9 －   6,761 11.3

２ 資本剰余金        

（１）資本準備金  6,939 6,939   6,939 

（２）その他資本剰余金  3,799 3,799   3,799 

資本剰余金合計    10,739 16.3 10,739 18.8 △0   10,739 17.9

３ 利益剰余金        

（１）利益準備金  353 353   353 

（２）その他利益剰余金        

別途積立金  300 300   300 

繰越利益剰余金  4,519 4,661   4,486 

利益剰余金合計    5,172 7.9 5,314 9.3 142   5,139 8.6

４ 自己株式    △214 △0.3 △1,717 △3.0 △1,502   △1,714 △2.9

株主資本合計    22,457 34.2 21,097 37.0 △1,360   20,924 34.9

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券評価差
額金 

   99 0.1 97 0.2 △2   116 0.2

評価・換算差額等合計    99 0.1 97 0.2 △2   116 0.2

純資産合計    22,557 34.3 21,194 37.2 △1,362   21,041 35.1

負債純資産合計    65,729 100.0 57,013 100.0 △8,715   59,945 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

対前中
間期比 

前事業年度の要約損益計算書 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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
（％）

増減
(百万円) 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     32,374 100.0 27,195 100.0 △5,178   58,143 100.0

Ⅱ 売上原価     31,519 97.4 22,520 82.8 △8,999   54,115 93.1

売上総利益     854 2.6 4,675 17.2 3,820   4,028 6.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費     4,025 12.4 4,363 16.0 338   7,435 12.8

営業利益又は営業損
失（△） 

    △3,170 △9.8 311 1.2 3,481   △3,407 △5.9

Ⅳ 営業外収益         

受取利息及び配当金   356 274   805 

その他営業外収益   324 680 2.1 157 432 1.6 △247 480 1,285 2.2

Ⅴ 営業外費用         

支払利息   52 64   104 

その他営業外費用   287 340 1.0 196 260 1.0 △79 537 642 1.1

経常利益又は経常損
失（△） 

    △2,829 △8.7 484 1.8 3,314   △2,764 △4.8

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△） 

    △2,829 △8.7 484 1.8 3,314   △2,764 △4.8

法人税、住民税及び
事業税 

  15 112   25 

法人税等調整額   △1,277 △1,262 △3.9 23 136 0.5 1,398 △1,369 △1,344 △2.4

中間純利益又は中間
（当期）純損失
（△） 

    △1,567 △4.8 348 1.3 1,915   △1,419 △2.4
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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４月１日 至 平成18年９月30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 

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 
その他資
本剰余金

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 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,800 10,739 353 300 6,303 6,956 △214 24,242 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）             △181 △181   △181 

役員賞与（注）             △36 △36   △36 

中間純損失             △1,567 △1,567   △1,567 

自己株式の取得                 △0 △0 

自己株式の処分     △0 △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） 

－ － △0 △0 － － △1,784 △1,784 △0 △1,785 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,799 10,739 353 300 4,519 5,172 △214 22,457 

 

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３月31日 残高 
（百万円） 

117 117 24,360 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）     △181 

役員賞与（注）     △36 

中間純損失     △1,567 

自己株式の取得     △0 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△17 △17 △17 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△17 △17 △1,802 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

99 99 22,557 
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 
その他資
本剰余金

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 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,799 10,739 353 300 4,486 5,139 △1,714 20,924 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当             △172 △172   △172 

中間純利益             348 348   348 

自己株式の取得                 △2 △2 

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） 

－ － － － － － 175 175 △2 172 

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,799 10,739 353 300 4,661 5,314 △1,717 21,097 

 

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19年３月31日 残高 
（百万円） 

116 116 21,041 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当     △172 

中間純利益     348 

自己株式の取得     △2 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△19 △19 △19 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△19 △19 153 

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

97 97 21,194 
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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４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注１）このうち、△181百万円は平成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。 

 （注２）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 

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 
その他資
本剰余金

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 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,800 10,739 353 300 6,303 6,956 △214 24,242 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注１）             △362 △362   △362 

役員賞与（注２）             △36 △36   △36 

当期純損失             △1,419 △1,419   △1,419 

自己株式の取得                 △1,500 △1,500 

自己株式の処分     △0 △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） 

－ － △0 △0 － － △1,817 △1,817 △1,500 △3,317 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,761 6,939 3,799 10,739 353 300 4,486 5,139 △1,714 20,924 

 

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３月31日 残高 
（百万円） 

117 117 24,360 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注１）     △362 

役員賞与（注２）     △36 

当期純損失     △1,419 

自己株式の取得     △1,500 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

△0 △0 △0 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△0 △0 △3,318 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

116 116 21,041 
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