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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）

(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 17,018 27.4 1,887 △3.6 1,937 △2.5 1,171 △3.9

18年９月中間期 13,362 22.8 1,957 64.3 1,987 65.4 1,219 60.4

19年３月期 28,787 － 4,565 － 4,638 － 2,853 －

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 2,795 94 2,778 87

18年９月中間期 2,949 69 2,902 87

19年３月期 6,886 19 6,784 24

（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

(2）連結財政状態

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９月中間期 26,996 16,931 62.7 40,388 34

18年９月中間期 22,066 14,249 64.6 34,469 35

19年３月期 25,152 16,320 64.9 38,978 35

（参考）自己資本 19年９月中間期 16,931百万円 18年９月中間期 14,249百万円 19年３月期 16,320百万円

(3）連結キャッシュ・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９月中間期 587 △840 △597 11,857

18年９月中間期 1,220 △143 △1,278 10,214

19年３月期 3,758 △323 △1,229 12,707

２．配当の状況

（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭

19年３月期 1,500 00 1,500 00

20年３月期 －

20年３月期（予想） 1,700 00 1,700 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（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）

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 37,000 28.5 5,400 18.3 5,450 17.5 3,280 15.0 7,828 61
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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）　無

新規 －社  除外 －社  

（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、23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）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 419,216株 18年９月中間期 413,380株 19年３月期 418,696株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（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、38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）

(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 14,393 38.7 1,770 64.0 1,726 62.6 1,051 65.6

18年９月中間期 10,375 21.8 1,079 294.2 1,061 311.4 635 266.2

19年３月期 22,681 － 3,137 － 3,065 － 1,811 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 2,509 31

18年９月中間期 1,537 04

19年３月期 4,370 13

(2）個別財政状態

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９月中間期 21,463 12,442 58.0 29,679 22

18年９月中間期 17,137 10,464 61.1 25,312 88

19年３月期 19,746 11,953 60.5 28,548 14

（参考）自己資本 19年９月中間期 12,442百万円 18年９月中間期 10,464百万円 19年３月期 11,953百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

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きましては、添

付資料の５ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績）

　当中間連結会計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、原油高や米国サブプライムローン問題の影響な

どの不安材料を抱えながらも、全般的に堅調に推移いたしました。国内経済は企業の設備投資は堅調だったものの、

個人消費については伸び悩み、PC出荷台数も前年並みで推移しました。世界経済は、米国は住宅市場の調整、設備投

資の減速感が続くなか、個人消費も緩やかな拡大にとどまりました。欧州は拡大ペースは鈍化したものの、景気は堅

調に推移いたしました。アジアは企業の設備投資拡大、個人の消費増勢と、景気拡大を維持いたしました。また、為

替動向については、期初の想定と比べ、円安ユーロ高の基調で推移いたしました。

　このような事業環境のもと、今までのグラフィックス・ユーザーを主たる対象とした市場から、ビジネス・ユーザー、

PC一般ユーザーを含めた市場へと市場の拡大を図ってまいりました。そのために、グローバル・ブランディングとし

て、コーポレートブランドを刷新するとともに、コンシューマグラフィックス・タブレットブランドを新規に立ち上

げ、日本、米国、欧州を含む世界主要各地で発表いたしました。また、ユーザーインターフェース・ソリューション

分野での事業領域を拡大し、中長期的成長を支えるために、優れた静電タッチ技術を有するTouchKO社（米国テキサス

州）を買収いたしました。その他、金融商品取引法（J-SOX)への対応準備、海外移転価格に関する事前確認制度（APA)

の申請、事前警告型買収防衛策の導入などを行うとともに、当社が原告の特許侵害訴訟などへの対応も進めました。

　これらの結果、当中間連結会計期間の業績は売上高が17,017,856千円（前年同期比27.4％増）となり、営業利益は

1,886,815千円（同3.6％減）、経常利益は1,936,857千円（同2.5％減）、中間純利益は1,171,448千円（同3.9％減）

となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　電子機器事業

　電子機器事業の主要製品であるタブレットについては、当中間連結会計期間において比較的順調に販売が推移し

ました。プロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオス）」シリーズに関しては、発売

から４年目に入りましたが、順調な拡大を持続いたしました。コンシューマグラフィックス・タブレットに関して

は、従来製品「FAVO（ファーボ）」（日本向け）と「Graphire(グラファイア）」（欧米向け）シリーズの販売が順

調に推移するなか、ウィンドウズ・ビスタに対応した新しい世界共通コンシューマブランド製品「Bamboo（バン

ブー）」シリーズを５月より順次発表・発売し、大幅に売上げを伸ばすことができました。今後は当社のコンシュー

マブランドを「Bamboo（バンブー）」に統一し、グローバルに展開してまいります。液晶一体型ペンタブレット製

品に関しては、液晶の供給難による新規製品の投入の遅れにより、前年並みの販売実績となりました。なお、この

供給問題は下期において改善される見通しであります。また、コンシューマグラフィックス・タブレット「Bamboo

（バンブー）」は、その機能と斬新なデザインが評価され、欧州において優秀な工業デザイン製品に授与される

「レッドドットアワード」を受賞いたしました。

　タブレットPC向け製品を主力とするコンポーネントについては、当中間連結会計期間において、昨年より開発・

設計してきました薄型・軽量の新型デジタイザを発表し、量産を開始しました。また、複数の大手PCメーカーが、

従来のペンとデジタイザに加えて、LCD（液晶ディスプレイ）とタッチパネルを組み合わたモジュールを搭載した新

機種を発表いたしました。その結果、売上げが大幅に増加しました。　

　この結果、売上高は16,582,572千円（前年同期比28.5％増）、営業利益は3,155,044千円（同14.6％増）となりま

した。

②　ECS事業

　ECS事業の主要市場である国内製造業の設備投資の鈍化に伴い、当中間連結会計期間の設計分野におけるCADとPDM

（製品情報管理）の導入は緩やかに推移いたしました。当社はCAD市場では電気設計分野で高いシェアを維持しつつ、

開発と販売を継続しておりますが、ウインドウズ・ビスタ対応とセキュリティ機能強化、あわせて海外展開するユー

ザーを支援する英語OS対応した新製品「ECAD/dio（イーキャドディオ）」Ver8.0を９月に発売しました。同発売を

含め、既存ユーザーのCADの増設、入れ替えを喚起するとともに、Webサイトや展示会を通して新規ユーザーの獲得

活動を行いました。

　一方、PDM（製品情報管理）市場においては、いままで培ったシステム構築力をもとに、「ECAD/dio（イーキャド

ディオ）」のユーザーをはじめとした既存ユーザーに「プロジェクト工数管理システム」や「クレーム情報管理シ
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ステム」などのソリューションを提案してまいりました。

　この結果、売上高は435,284千円（前年同期比4.6％減）、営業利益は74,554千円（同8.5％増）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本

　電子機器事業においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオス）」シリー

ズの販売に関しては、チャネル選定の最適化と店頭での訴求展開の強化に注力しましたが、小幅ながら前年の売上

げを下回りました。一方、コンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、従来の「FAVO（ファーボ）」シ

リーズに加え、新しいコンシューマブランド「Bamboo（バンブー）」の新製品を順次投入したことで、順調に売上

げを伸ばすことができました。液晶一体型タブレットに関しては、製品供給難等により前年並みの推移となりまし

た。また、コンポーネントに関しては、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。

　ECS事業においては、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。

　この結果、売上高は6,796,698千円（前年同期比31.0％増）、営業利益は3,112,833千円（同60.1％増）となりま

した。

②　米国

　米国市場においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオス）」シリーズが

堅調に推移しました。コンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、「Graphire（グラファイア）」シリー

ズと新製品「Bamboo（バンブー）」シリーズの販売が好調で売上げを大幅に伸ばすことができました。一方、液晶

一体型ペンタブレットに関しては、製品供給難等によりわすかに前年の売上げにおよびませんでした。

　この結果、売上高は5,069,198千円（前年同期比12.4％増）、営業利益は171,482千円（同75.0％減）となりまし

た。

③　欧州

　欧州市場においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオス）」シリーズの

販売が堅調に推移いたしました。コンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、「Graphire（グラファイ

ア）」シリーズに対し新製品「Bamboo（バンブー）」シリーズを発売し、また、低価格版コンシューマグラフィッ

クス・ペンタブレットについても新シリーズ「Bamboo one（バンブーワン）」を発売いたしました。これにより、

大幅に需要を伸ばすことができました。液晶一体型タブレットの販売に関しても堅調に推移いたしました。

　地域的には、特に、ドイツ・フランス及び南ヨーロッパ地域の販売体制を整備し、売上げを伸ばすことができま

した。また、東ヨーロッパ圏についても順調に売上げを伸ばしております。

　この結果、売上高は3,262,728千円（前年同期比26.6％増）、営業利益は16,494千円（同95.8％減）となりました。

④　アジア・オセアニア

　アジア・オセアニア市場においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオ

ス）」シリーズ、コンシューマグラフィックス・タブレットの「Graphire（グラファイア）」シリーズと新製品

「Bamboo（バンブー）」シリーズ及び液晶一体型タブレットの全製品ラインで好調に販売を拡大いたしました。こ

の地域は市場成長が続いており、販路拡大による業績拡大を進めております。一昨年設立した豪州現地法人ワコム

オーストラリアの販売活動も順調に推移しており、昨年設立したシンガポール現地法人ワコムシンガポールについ

ても、順調に販売活動が進んでおります。

　この結果、売上高は1,889,232千円（前年同期比73.8％増）、営業利益は221,378千円（同33.0％増）となりまし

た。
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（通期の見通し）

　下半期の当社グループを取り巻く環境は、原油価格の高騰や米国サブプライムローン問題に端を発する世界的な

景気後退懸念があるものの、先進主要地域における緩やかな景気拡大は継続するものと期待され、中国・アジア圏

においても社会インフラ投資や企業設備投資が引き続き拡大し、高い成長が維持されるものと予想されます。また、

PC市場においては平成19年１月に販売が開始されたウィンドウズ・ビスタの普及は予想より緩やかに進んでおり、

当社の業績に与える影響は限定的なものにとどまると考えられます。為替レートに関しては、平成19年７月31日に

修正したとおり下半期は通期平均で１ドル115円、１ユーロ160円と予想しておりますが、今後の動向には注意を要

する状況です。

　当社グループは、引き続きプロフェッショナル向け製品「Intuos 3（インテュオス・スリー）」の世界的な販売

拡大、コンシューマ向けペンタブレットの新ブランド「Bamboo（バンブー）」シリーズの認知拡大とチャネル販売

促進、コンポーネントビジネスの拡大的成長、液晶一体型タブレットの販売拡大や新製品投入に加え、アジア圏の

市場開拓などを通して、通期目標の達成に全力を上げてまいります。また、将来を見据え、継続的な成長を支える

事業基盤の整備や新製品・新規事業の開発等に積極的に投資してまいります。

※　業績の見通しにつきましては、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。見通

しに内在する様々な不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合

があります。

(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に、税金等調整前

中間純利益が1,912,200千円（前年同期比6.3％減）と前年を下回ったものの比較的順調に推移しましたが、次の各増

減要因により、前連結会計年度末と比較して850,217千円減少（前年同期は128,278千円の減少）し、当中間連結会計

期間末では、11,856,936千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、587,026千円（前年同期比51.9％減）となりまし

た。これは主に、売上債権等の増加額1,590,263千円があったものの、仕入債務の増加額1,634,214千円等があった

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）

　当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、840,476千円（前年同期比486.8％増）となりま

した。これは主に、固定資産の取得による支出416,372千円及び子会社株式の取得による支出419,955千円等があっ

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）

　当中間連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、597,474千円（前年同期比53.2％減）となりまし

た。これは主に、株主への配当金の支払額626,790千円等によるものであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

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（％） 43.9 47.5 63.2 64.9 62.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
561.6 530.5 457.1 547.7 369.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
2.7 2.0 0.8 0.2 0.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
21.8 31.8 68.3 234.2 101.2

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倍しております。）

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）いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）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４）有利子負債は連結（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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続していくことを基本方針としております。

　配当の回数につきましては、配当事務にかかるコストも考慮し、配当原資が確定する期末日を基準とする年一回の

現金配当を基本方針としております。また、株主優待制度につきましては、配当以外での利益還元を望まれない株主

様もいらっしゃいますので、公平性の観点から導入せず、現金配当のみで利益還元を継続する方針です。

　配当の決定機関につきましては、当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金

の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

　内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市

場ニーズに応える技術・製品開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいり

たいと考えております。

　配当性向としましては、内部留保を確保するとともに、当社へのグローバルな投資を喚起することを目的として連

結ベースで20％以上を基本とし、長期的にその向上をめざしてまいります。また、事業計画、財政状態及び経営成績

を総合的に勘案して、配当性向20％以上が困難な場合でも１株当たり500円以上の配当は安定的に行う方針であります。
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２．企業集団の状況
 

　当社は、電子機器事業関連の６統括、ECS事業部、財務本部と総務本部により構成されております。

　財務本部と総務本部を除く事業部門は、製品別に構成されており、以下のとおりになっております。

電子機器事業部門………タブレット、ペン・センサーコンポーネント及び関連するソフトウェアの開発・製造・販

売業務

ECS事業 …………………コンピュータによる設計製造支援システムCAD／PDM関連製品の開発・販売業務及びPDM関連

製品のサポート・保守支援業務

　また、当社グループは当社及び海外連結子会社８社〔ワコムヨーロッパゲーエムベーハー（ドイツ）、ワコムテクノ

ロジーコーポレーション（米国）、ワコムチャイナコーポレーション（中国）、ワコムコンポーネントヨーロッパ（英

国）、ワコムデジタルソリューションズ（韓国）、ワコムオーストラリア（豪州）、ワコムホンコン（香港）、ワコム

シンガポール（シンガポール）〕より構成されております。

　（注）１．タブレットとは、「電子ペンを使ってコンピュータ上に自由に文字や絵を描ける入力装置」のことです。

２．ECSとは、Engineering Collaborative Solutionsの略で、製造業のIT化を推進し、業務改善に対する最適

なシステム構築への解決策を提供する、という意味を込めた造語です。

(1）事業系統図

　当社グループの事業を系統図によって示すと次のとおりであります。

 

サービス 

◎ワコムコンポーネント 

ヨーロッパ 

電子機器 

製品 

ECS 

製品 

製品 
製品 

◎ワコムヨーロッパゲーエムベーハー 

◎ワコムテクノロジーコーポレーション 

◎ワコムチャイナコーポレーション 

◎ワコムデジタルソリューションズ 

◎ワコムオーストラリア 

◎ワコムホンコン 

◎ワコムシンガポール 

お  客  様 （国内・海外） 

　（注）１．◎は連結子会社です。

２．ワコムコンポーネントヨーロッパは、ワコムヨーロッパゲーエムベーハーの100％子会社です。
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(2）関係会社の状況

名称
（　）内は英文名

住所
資本金
（千円）

主要な事
業の内容
(注)１.

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

連結子会社

ワコムヨーロッパゲーエムベーハー

(Wacom Europe GmbH)

（注）２．（注）３． 

ドイツ連邦共和国

クレフェルド市
557,648 電子機器 100.0

役員の兼任　３名

当社電子機器製品の欧州、

アフリカ、中東での販売

ワコムテクノロジーコーポレーショ

ン

(Wacom Technology Corporation)

（注）２．（注）３． 

アメリカ合衆国

ワシントン州

バンクーバー市

1,002,789 電子機器 100.0

役員の兼任　３名

当社電子機器製品の北中

南米地区での販売及びソ

フトウェア開発

ワコムチャイナコーポレーション

(Wacom China Corporation)

中華人民共和国

北京市
89,789 電子機器 100.0

役員の兼任　３名

当社電子機器製品の中国

本土での販売

ワコムコンポーネントヨーロッパ

(Wacom Components Europe Ltd.)

（注）４．

英国

（グレートブリテン

及び北部アイルラン

ド連合王国）

ケンブリッジ市

0 電子機器
100.0

(100.0)

役員の兼任　なし

ペン・センサーコンポー

ネント分野のマーケティ

ング・研究開発拠点

ワコムデジタルソリューションズ

(Wacom Digital Solutions

 Co.,Ltd)

大韓民国

ソウル特別市
97,473 電子機器 100.0

役員の兼任　３名

当社電子機器製品の韓国

での販売

ワコムオーストラリア

(Wacom Australia Pty. Ltd.)

オーストラリア連邦

ノースライド市
43,220 電子機器 100.0

役員の兼任　２名

当社電子機器製品の豪州

での販売

ワコムホンコン 

(Wacom Hong Kong Limited) 

中華人民共和国

香港市
0 電子機器 100.0

役員の兼任　２名

当社電子機器製品の香港

での販売

ワコムシンガポール 

(Wacom Singapore Pte. Ltd.) 

シンガポール共和国

シンガポール市
21,329 電子機器 100.0

役員の兼任　２名

当社電子機器製品の東南

アジア及び南アジアでの

販売

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める比率が10％を超えております。

ワコムヨーロッパゲーエム
ベーハー

ワコムテクノロジーコーポ
レーション

主要な損益情報等 (1）売上高 3,262,728千円 5,156,653千円

(2）経常利益 18,648千円 244,235千円

(3）当期純利益 10,064千円 156,176千円

(4）純資産額 2,642,565千円 4,001,008千円

(5）総資産額 4,329,939千円 5,032,554千円

４．「議決権の所有割合」の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、人間とテクノロジーの調和ある発展を追求し、より豊かで創造的な暮らしを実現したいと願っております。

そのために、自然で直感的なユーザーインターフェース技術で、世界に貢献するグローバルリーダーをめざしており

ます。その際に重要なことは、どんなに高度な技術を基盤としていてもお客様にはそれを感じさせない、「人が直感

的に使用できる製品」を提供することと考えております。

　この信念が結実して提供される当社の製品とサービスに、お客様は満足と感動を覚えていただけるものと確信して

おります。そして当社もそれを励みとしてさらなる技術革新と事業成長に挑戦していけるものと考えております。

　また、グローバルに事業を展開するに際して、企業の果たすべき社会的責任を真摯に受け止め、コンプライアンス

の徹底とコーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、企業価値の向上をめざし、業務改革を通じて生産性の向上を伴う事業拡大を推し進め、平成22年

３月期までに連結売上高を500億円以上、連結売上高営業利益率を15％以上とすることを目標とする経営指標とし、

「中期経営計画：WP515（ワコムプラン515）」において公表しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、「ユーザーインターフェース・ソリューション」分野を主要事業分野と位置付け、タブレットビジネスと

コンポーネントビジネスをグローバルに展開することで、来るべき「デジタルペーパー時代」のデファクトスタンダー

ドとなることをめざしています。そのために、技術・製品開発やパートナーシップ拡大に積極的に取り組むとともに、

財務体質を強化しつつ、バランスの取れた経営を行ってまいります。

　平成17年10月に策定した「中期経営計画：WP515（ワコムプラン515）」(平成19年３月期～平成22年３月期)は現在

のところ順調に推移しております。今後も目標達成のために、平成19年９月に発表したブランド・コンセプトの浸透

を通じて当社ブランド力の構築と競争力及びリーダーシップのさらなる強化、コンポーネントビジネスの拡大、グロー

バルなSCM（サプライ・チェーン・マネジメント）体制の構築、研究開発体制の強化と製品ラインの拡大、顧客満足度

の向上、業務改革を通じた生産性の向上、キャッシュ・フロー経営の重視を徹底してまいります。同時に、平成17年

３月期に定めた「ビジョン」・「ミッション」・「バリュー」の啓蒙を通じて優れたグローバルな組織文化の構築を

図るとともに、人事制度改革を通じて、社員の能力を最大限に引き出し、民族、国籍、性差にとらわれない、能力の

ある社員の積極的な登用と育成を進めてまいります。さらに、内部統制体制の構築を図り、コンプライアンスの徹底

とリスク管理体制の構築、その運用に全社で取り組んでまいります。

　電子機器事業におきましては、主要地域でタブレット製品ラインの安定した市場拡大が見込まれており、ブランド、

技術及び製品におけるグローバルリーダーシップを一層確立させてまいります。従来より圧倒的な支持を得ているプ

ロフェッショナルグラフィックス・タブレットに加え、コンシューマ向けペンタブレット新ブランド「Bamboo（バン

ブー）」シリーズの展開を通じ、グラフィックス用途にとどまらないユーザー層の獲得をはかり、新規用途の拡大を

めざします。今後高い成長が見込まれる液晶一体型タブレットにおいては、従来の工業デザイン、医療分野に加えて、

教育分野をはじめとする新規利用分野の開拓に努めてまいります。また、急成長の見込まれるコンポーネントビジネ

スにおいては、タブレットPCに加えてデスクトップPCやPDA、携帯電話、ゲーム機、情報家電などの新規分野へ多角的

に拡大することにより、成長と利益を確保してまいります。さらに、次世代新基幹技術の開発をリードすべく研究開

発機能の充実を図ってまいります。また、事業提携、M＆A等を通して新技術の取得につとめ、従来の事業ラインにと

らわれない新規事業分野の開拓に取り組むとともに、他社との関係においても、グローバルリーダーとしての立場を

最大限に活用し、OS、アプリケーション、ディスプレイ、ステーショナリー各社との協業を進めてまいります。

　ECS事業におきましては、電気設計CAD市場でのリーダ－シップを強化するために、「ECAD/dio（イーキャドディ

オ）」の機能・操作性をさらに強化してまいります。また、PDM（製品情報管理）分野において培ったシステム構築力

をもとに、既存顧客に対して様々なソリューション提案力の強化を図ることでビジネスの拡大をめざします。
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(4）会社の対処すべき課題

（会社の対処すべき課題）

　当社グループは、「中期経営計画：WP515（ワコムプラン515）」を達成するにあたり、以下のような内容を対処

すべき課題と捉え、グループ全体で取り組んでおります。

　グループ全体としては、ユーザーインターフェース・ソリューション分野におけるグローバルリーダーをめざす

ために、継続的に企業価値の向上を図っていくことが重要であると考えております。そのためには、独自技術の開

発や、M＆A、特許取得などによる知的財産の増大に努め、タブレット市場におけるマーケットリーダーシップの強

化、グローバルな事業基盤の強化やパートナーシップの拡大などに取り組む必要があります。また、マイクロソフ

ト社の新基本ソフト、ウィンドウズ・ビスタにおいてペン機能が標準サポートされるなど、今後、タブレットの利

用層がグラフィックスユーザーから一般PCユーザーへと拡大していくなかで、グローバルなブランディング活動な

どを通じて、長期的な競争力の強化にも取り組んでまいります。また、グループ全体において業務改革を継続的に

推進し、グローバル経営を支えるIT支援システムの導入などを通して、経営効率と生産性をより一層高めていくこ

とが必要であると考えております。

　また、昨年施行された会社法ならびに今年施行された金融商品取引法に準拠し、グループ全体における内部統制

とリスク管理を充実させ、ガバナンスの強化にも努めてまいります。 

　電子機器事業においては、ユーザーインターフェース・ソリューションを提供するという目標に向け、新たなコー

ポレートブランドと連動したコンシューマブランド「Bamboo（バンブー）」の訴求向上、さらなる製品ラインの拡

充、新しいユーザー層の開拓などに努めてまいります。プロフェッショナル市場における絶対的優位性に加え、コ

ンシューマ市場においては、製品ラインを拡充し需要拡大に努めてまいります。特に、ウィンドウズ・ビスタによ

るペン機能の標準サポートを市場拡大機会として活用し、一般PCユーザーへのさらなる普及を図ってまいります。

液晶一体型タブレット製品に関しては、製品ラインの拡大に加え、価格競争力を強化するとともに、営業体制及び

サポート体制を充実して、医療や教育分野などでのさらなる需要拡大と新分野の開拓に努めてまいります。

　コンポーネント分野においては、ペン・センサー技術に加えてタッチパネルの技術を確立し、タブレットPC分野

での販売を強化するとともに、その利用分野をデスクトップPCへと拡大してまいります。また、センサー一体型液

晶モジュールの供給、PDAや携帯電話などの小型情報機器での採用を図ってまいります。さらに、今後の事業成長を

支えるためのグローバルな組織強化、業務の標準化などを推し進め、継続的成長の基盤作りに努めてまいります。

　研究開発活動においては、ユーザーインターフェース・ソリューションの観点から、技術基盤の拡大を図ってま

いります。また、中長期的事業成長をめざしつつ、早期事業化にも対応できる開発体制の強化を行ってまいります。

特に、知的財産権の取得を重視した研究開発活動を推進いたします。製品開発においては、急速に拡大する製品ラ

インアップとローコスト化に対応できる製品開発体制をグローバルに強化し、国内外の技術開発パートナーとの連

携も推進してまいります。また、タイムリーな製品導入と設計品質向上、コスト低減を同時に達成するよう努めて

まいります。

　生産・物流体制については、生産体制のグローバル化により海外生産比率が高まるなか、EDI－PO（電子データ交

換－購買発注）システム及びPDM（製品情報管理）システムの新規導入などを通して、生産委託先の海外EMS各社と

の連携の強化に努めてまいります。また、今後サプライチェーン全体の改革とグローバルSCM機能の強化に取り組ん

でまいります。また、ブランド製品、コンポーネント製品ともに品質管理体制を強化し、今後予想される出荷台数

の拡大に備えてまいります。

　ECS事業においては、国内における製造業の設備投資がここにきて鈍化しつつあります。しかしながら、設計業務

の効率化は製造業の課題であり、電気設計用CADシステムのニーズは常に潜在しております。当社は既存の電気設計

用CADシステムの更新、追加とともに他社システムの置き換えをめざし市場シェアの拡大をめざしてまいります。ま

た、PDM（製品情報管理）分野において培ったシステム構築力をもとに、「ECAD/dio（イーキャドディオ）」のユー

ザーをはじめとした既存ユーザーに対して「プロジェクト工数管理システム」等、様々なソリューション提案を行

うことでビジネスの拡大をめざしてまいります。
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（株式会社の支配に関する基本方針）

①　当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

　当社グループは1983年の創業以来「人とテクノロジーの調和を追求し、より豊かで創造的な暮らしを実現する」

ことを企業ビジョンとして、世界中のお客様がより自然に、直感的に、また創造的にコンピュータを利用できるた

めの技術と製品を開発・提供することをめざしてまいりました。

　当社グループが株主の皆様に還元する適正な利潤を獲得し、企業価値・株主共同の利益の持続的かつ中長期的な

向上を実現するためには、株主の皆様はもちろん、お客様、取引先、従業員等のステークホルダーとの適切な関係

を維持、発展させていくことが必要であり、これらのステークホルダーにも十分配慮した経営を行う必要がありま

す。

　当社は1984年に世界初のコードレスペンを開発して以来、ペンタブレット業界のテクノロジーリーダーとして製

品分野の進歩を主導し、ペンタブレット業界における世界市場のグローバルリーダーとなっております。独自の技

術開発能力、特許・ノウハウなどの知的財産、付加価値の高い製品の企画・開発力の充実とともに、長期間にわたっ

て築き上げたグローバルな企業文化と競争力の高いグローバル事業モデルの更なる強化によってこそ、長期的な事

業成長と継続的な企業価値の向上を図ることができると考えております。

　従って、当社株券等の買付の提案を受けた場合に、その買付が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を

適切に判断するためには、買付者の提案する事業計画の実現可能性・適法性、当社の有形無形の経営資源、ステー

クホルダーに与える影響とそれが企業価値に及ぼす影響、将来を見据えた施策の潜在的効果、世界中の各地域の有

機的結合により実現され得るシナジー効果、当社グループの実情その他当社の企業価値を構成する要素が十分に把

握される必要があると考えます。

　当社取締役会は、上記の要素に鑑みて、当社の企業価値・株主共同の利益の確保、向上に資さない当社株券等の

大量買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えてい

ます。

②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社グループは長期的かつ安定的な事業成長こそが企業価値の向上と社会的貢献への最優先課題であると考えて

おります。そして、「ヒューマンインターフェース・ソリューションに集中し新しいデジタルペーパー時代のデファ

クト・スタンダードになる」との基本戦略のもと、ユーザーインターフェース分野におけるグローバルな技術標準

を確立し、グローバルリーダーシップをさらに強化していくことを基本方針として「中期経営計画：WP515（ワコム

プラン515）」を策定し、その実現にグループ全社をあげて取り組んでおります。WP515はグローバルな事業規模の

拡大とともに事業の効率化を図り企業価値の向上をめざすもので、2010年３月までに連結売上高500億円以上、連結

営業利益率15％以上を財務目標としています。その実現に向けて当社はグローバルな競争力の更なる強化と業績拡

大に全力で取り組んでまいります。

　まず、ペンタブレット分野においては海外現地法人との連携を取り、コスト削減を図りスケールメリットを追求

する一方で、当社独自の基幹技術が必要とされるものについては、日本国内での生産を維持することにより、基幹

技術の海外流出を防止することに努めてまいりました。今後も、当社はペンタブレット分野のグローバルなリーダー

シップをさらに強化すべく、新規技術と新製品の開発を積極的に進めてまいります。特に、急速に拡大するアジア

市場における事業拠点への投資を進めるとともに、一般的なビジネスPCユーザーへのペンタブレットの本格的普及

拡大や、液晶ペンタブレットのプロフェッショナルデザイナーへの更なる普及や医療・教育分野等の公共分野での

利用拡大などに努めてまいります。

　コンポーネント分野においては、既に安定的な供給を実現しているタブレットPCに加えてデスクトップPCへの製

品供給を拡大するとともに、PDA・携帯電話・ゲームなどの小型情報機器においても、新規利用領域を拡大してまい

ります。また、長期的観点からの新規技術開発や新規事業投資、新規技術の調査や取得、その一環として派生する

可能性があるM＆Aなどにも積極的に取り組んでまいります。

　また、今後、ペンタブレットが本格的な普及期に入るに当たり、グローバルな需要拡大に向けた生産供給体制の

強化や品質管理システムの向上に取り組んでいかねばなりません。そのためにアジアを初めとする海外生産拠点の

拡大や現地人材の強化、生産パートナー各社との連携をさらに強化し、IT技術を活用した市場ニーズに柔軟に対応

できる生産供給体制を構築してまいります。また、長期的競争力向上の観点から当社のグローバルブランド化に向

けて積極的に投資を進めてまいります。さらに、全世界で活動する多数のパートナー企業（OS（オペレーティング

システム）メーカー、アプリケーションメーカー、液晶メーカー等）との連携を強化し、当社技術のグローバル標
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準化を推進してまいります。

　当社の長期的な企業価値の向上にはグローバルな競争力の一層の強化が必要です。そのため、グローバル戦略を

担う優秀な人材の確保と教育・訓練に努め、企業文化と事業機能の両面におけるグローバル統合を推進し、全社戦

略の一貫性と地域の成長活力の最大化を図ってまいります。また、グローバルな事業展開を通じて継続的に企業価

値の向上を具現化して行くために、世界各地域において企業の社会的責任(CSR)を積極的に果たすとともに、「誠実

に責任を果たす」企業文化の構築とコンプライアンス体制の強化に取り組んでまいります。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み（買収防衛策）

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2007年６月開催の定時株主

総会における基本的考え方についての株主の皆様のご承認の下、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛

策)(以下「本プラン」といいます。)を導入しました。

　本プランは、当社株式の大量買付が行われる場合の手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要

かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値・株主

共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。

　具体的には、当社の発行済株式総数の20％以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、

必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。一方、当社取締役会は独立性の高い(ⅰ)当社社外取締

役、(ⅱ)当社社外監査役、又は(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する委員３名以上で構成される独立委員会を設

置し、独立委員会は外部専門家等の助言を独自に得た上、買付内容の検討、株主の皆様への情報開示と当社取締役

会による代替案の提示、買付者との交渉等を行います。買付者が本プランの手続を遵守しない場合や、当社の企業

価値・株主共同の利益を侵害する買付であると独立委員会が判断した場合は、対抗措置の発動(買付者等による権利

行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当ての実施)を取締役会に勧告し、当社の企業価値・

株主共同の利益を確保します。

④　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み及び本プランが

いずれも基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維

持を目的とするものでないことについて 

　当社取締役会は、前記「当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別

な取組みについて」の各施策はいずれも当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とす

るものであることから、基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものでないと判断しております。

　また、当社取締役会は、本プランは基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと判断しております。その理由は以下の(イ)ないし(チ)記載

のとおりです。

(イ)　買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・

株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。 

(ロ)　株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付

者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

るという目的をもって導入されました。 

(ハ)　株主意思を重視するものであること

　本プランは、当社株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより導入されました。

　また、本プランには、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期

間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プラ

ンはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映され
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ることとなっております。

(ニ)　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会又は取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本

プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置しました。

　実際に当社に対して買付等がなされた場合には、こうした独立委員会が独立委員会規則に従い、当該買付等が

当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大

限尊重して会社法上の決議を行うこととします。

　このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要につ

いては株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プラ

ンの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

　なお、独立委員会の委員は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外取締役、(ⅱ)当社社

外監査役、又は(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する委員３名以上により構成されます。 

(ホ)　当社取締役の任期は１年であること

　当社は、経営陣の株主の皆様に対する責任をより明確なものとし、コーポレート・ガバナンスの強化を図るた

め、取締役の任期を１年としております。従って、毎年の取締役の選任を通じても、本プランにつき、株主の皆

様のご意向を反映させることが可能となります。

(ヘ)　合理的な客観的要件の設定

　本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締

役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

(ト)　第三者専門家の意見の取得

　買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとしていま

す。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

(チ)　デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止するこ

とができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させても

なお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プ

ランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止

するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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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）

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（千円）
構成比
（％）

 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   10,214,365   11,856,936   12,707,153  

２．受取手形及び売掛
金

※１  4,273,254   5,457,013   4,381,225  

３．たな卸資産   2,210,972   2,650,189   2,121,745  

４．繰延税金資産   534,566   －   －  

５．未収入金   508,965   1,512,283   －  

６．前渡金   67,971   －   －  

７．その他   105,287   1,136,615   1,884,731  

貸倒引当金   △34,248   △138,786   △137,097  

流動資産合計   17,881,132 81.0  22,474,250 83.3  20,957,757 83.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物  3,220,330   3,160,074   3,140,788   

減価償却累計額  1,642,180 1,578,150  1,556,585 1,603,489  1,515,100 1,625,688  

(2）機械装置及び運
搬具

 170,724   －   －   

減価償却累計額  75,313 95,411  － －  － －  

(3）工具器具備品  1,423,749   1,584,126   1,489,354   

減価償却累計額  1,090,320 333,429  1,200,516 383,610  1,122,925 366,429  

(4）土地   1,473,400   1,470,776   1,473,559  

(5) その他  －   192,014   178,803   

減価償却累計額  － －  82,170 109,844  79,511 99,292  

有形固定資産合計   3,480,390 15.8  3,567,719 13.2  3,564,968 14.2

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   343,687   －   －  

(2）ソフトウェア仮
勘定

  3,500   －   －  

(3）その他   11,182   790,525   448,922  

無形固定資産合計   358,369 1.6  790,525 2.9  448,922 1.8

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   56,086   －   －  

(2）敷金・差入保証
金

  115,272   －   －  

(3）長期未収入金   168,079   －   －  

(4）その他   9,072   165,925   183,154  

貸倒引当金   △2,607   △2,554   △2,610  

投資その他の資産
合計

  345,902 1.6  163,371 0.6  180,544 0.7

固定資産合計   4,184,661 19.0  4,521,615 16.7  4,194,434 16.7

資産合計   22,065,793 100.0  26,995,865 100.0  25,152,191 100.0
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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）

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（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

※１  3,682,219   5,619,266   3,960,231  

２．短期借入金   600,000   635,000   670,000  

３．一年内償還予定社
債 

  200,000   －   －  

４．一年内返済予定長
期借入金

  92,400   －   －  

５．未払金   780,167   －   －  

６．未払法人税等   891,025   －   1,363,139  

７．前受金   155,832   －   －  

８．賞与引当金   485,962   515,707   490,691  

９．役員賞与引当金   11,520   12,427   29,800  

10．その他   286,839   2,557,117   1,655,751  

流動負債合計   7,185,964 32.6  9,339,517 34.6  8,169,612 32.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   35,000   －   －  

２．繰延税金負債   39,533   －   －  

３．退職給付引当金   312,943   355,720   331,865  

４．役員退職慰労引当
金

  235,133   283,298   259,298  

５．その他   8,281   85,892   71,335  

固定負債合計   630,890 2.8  724,910 2.7  662,498 2.6

負債合計   7,816,854 35.4  10,064,427 37.3  8,832,110 35.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１.資本金   3,831,312 17.4  4,020,851 14.9  3,988,001 15.9

２.資本剰余金   3,672,735 16.6  3,862,268 14.3  3,829,418 15.2

３.利益剰余金   6,345,891 28.8  8,524,012 31.6  7,980,608 31.7

株主資本合計   13,849,938 62.8  16,407,131 60.8  15,798,027 62.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．為替換算調整勘定   399,001 1.8  524,307 1.9  522,054 2.1

評価・換算差額等合
計

  399,001 1.8  524,307 1.9  522,054 2.1

純資産合計   14,248,939 64.6  16,931,438 62.7  16,320,081 64.9

負債純資産合計   22,065,793 100.0  26,995,865 100.0  25,152,191 100.0
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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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,362,500 100.0  17,017,856 100.0  28,787,066 100.0

Ⅱ　売上原価   6,570,125 49.2  8,583,508 50.4  13,759,425 47.8

売上総利益   6,792,375 50.8  8,434,348 49.6  15,027,641 52.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  4,835,097 36.1  6,547,533 38.5  10,463,048 36.3

営業利益   1,957,278 14.7  1,886,815 11.1  4,564,593 15.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息及び配当
金

 60,201   78,262   155,229   

２．その他  11,347 71,548 0.5 22,257 100,519 0.6 24,875 180,104 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  8,561   5,946   15,075   

２．為替差損  24,999   39,233   77,064   

３．株式交付費  2,846   －   －   

４．その他  5,575 41,981 0.3 5,298 50,477 0.3 14,069 106,208 0.4

経常利益   1,986,845 14.9  1,936,857 11.4  4,638,489 16.1

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 1,340   53   1,461   

２．投資有価証券売却
益

 3,649   －   －   

３．貸倒引当金戻入益  45   197   －   

４．関税還付金  53,999   －   136,550   

５．その他  － 59,033 0.4 － 250 0.0 4,080 142,091 0.5

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ －   1,486   1,882   

２．固定資産除却損 ※４ 4,203   3,421   40,479   

３．投資有価証券評価
損

 － 4,203 0.0 20,000 24,907 0.1 － 42,361 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  2,041,675 15.3  1,912,200 11.3  4,738,219 16.5

法人税、住民税及
び事業税

 909,560   849,459   2,015,214   

法人税等調整額  △86,442 823,118 6.2 △108,707 740,752 4.4 △130,269 1,884,945 6.6

中間（当期）純利
益

  1,218,557 9.1  1,171,448 6.9  2,853,274 9.9
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(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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,803,231 3,644,654 5,567,934 13,015,819

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 28,081 28,081  56,162

剰余金の配当（注）   △412,600 △412,600

役員賞与（注）   △28,000 △28,000

中間純利益   1,218,557 1,218,557

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

（千円）
28,081 28,081 777,957 834,119

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,831,312 3,672,735 6,345,891 13,849,938

評価・換算差額等
純資産合計

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

（千円）
272,085 272,085 13,287,904

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行   56,162

剰余金の配当（注）   △412,600

役員賞与（注）   △28,000

中間純利益   1,218,557

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）
126,916 126,916 126,916

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
126,916 126,916 961,035

平成18年９月30日　残高

（千円）
399,001 399,001 14,248,939

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 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 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
3,988,001 3,829,418 7,980,608 15,798,027

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 32,850 32,850  65,700

剰余金の配当   △628,044 △628,044

中間純利益   1,171,448 1,171,448

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

（千円）
32,850 32,850 543,404 609,104

平成19年９月30日　残高

（千円）
4,020,851 3,862,268 8,524,012 16,407,131

評価・換算差額等
純資産合計

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

（千円）
522,054 522,054 16,320,081

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行   65,700

剰余金の配当   △628,044

中間純利益   1,171,448

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）
2,253 2,253 2,253

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
2,253 2,253 611,357

平成19年９月30日　残高

（千円）
524,307 524,307 16,931,438
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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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,803,231 3,644,654 5,567,934 13,015,819

連結会計年度中の変動額

新株の発行 184,770 184,764  369,534

剰余金の配当（注）   △412,600 △412,600

役員賞与（注）   △28,000 △28,000

当期純利益   2,853,274 2,853,274

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

（千円）
184,770 184,764 2,412,674 2,782,208

平成19年３月31日　残高

（千円）
3,988,001 3,829,418 7,980,608 15,798,027

評価・換算差額等
純資産合計

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

（千円）
272,085 272,085 13,287,904

連結会計年度中の変動額

新株の発行   369,534

剰余金の配当（注）   △412,600

役員賞与（注）   △28,000

当期純利益   2,853,274

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
249,969 249,969 249,969

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
249,969 249,969 3,032,177

平成19年３月31日　残高

（千円）
522,054 522,054 16,320,081

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 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）

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 2,041,675 1,912,200 4,738,219

減価償却費  110,322 246,196 384,179

ソフトウェア償却費  70,084 － －

株式交付費  2,846 － －

貸倒引当金の増加額
(△は減少額）

 △9,973 △3,764 81,894

賞与引当金の増加額  40,120 27,192 41,492

役員賞与引当金の増
加額（△は減少額）

 11,520 △17,373 29,800

退職給付引当金の増
加額

 19,490 23,898 38,407

役員退職慰労引当金
の増加額

 16,008 24,000 40,173

受取利息及び受取配
当金

 △60,201 △78,262 △155,229

支払利息  8,561 5,946 15,075

為替差損  2,749 16,832 1,874

固定資産売却損及び
除却損

 4,203 4,907 42,361

固定資産売却益  △1,340 △53 △1,461

投資有価証券売却益  △3,649 － △3,649

投資有価証券評価損  － 20,000 －

売上債権等の増加額  △1,239,709 △1,590,263 △1,746,231

たな卸資産の減少額
（△は増加額）

 393,821 △512,646 527,642

その他の資産の増加
額

 △59,838 － －

仕入債務の増加額  247,854 1,634,214 494,703

その他の負債の増加
額

 202,427 － －

役員賞与金  △28,000 － △28,000

その他  － 269,049 397,592

小計  1,768,970 1,982,073 4,898,841
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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）

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受
取額

 60,201 78,262 155,229

利息の支払額  △8,872 △5,803 △16,045

法人税等の支払額  △600,290 △1,467,506 △1,280,431

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,220,009 587,026 3,757,594

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

 △97,336 △259,469 △203,382

無形固定資産の取得
による支出 

 － △4,954 △23,319

自社利用ソフトウェ
ア取得による支出

 △30,408 － －

ソフトウェア取得に
よる支出

 △10,259 △151,949 △100,074

固定資産の売却によ
る収入

 2,215 2,679 7,936

子会社株式取得によ
る支出

 － △419,955 －

投資有価証券の売却
による収入

 3,288 － 3,288

敷金・差入保証金の
払込による支出

 △15,159 △12,978 △15,279

敷金・差入保証金の
返還による収入

 926 6,150 1,204

その他  3,499 － 6,151

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △143,234 △840,476 △323,475

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

社債の償還による支
出

 △500,000 － △700,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △60,200 △35,000 △117,600

長期未払金の支払に
よる支出

 △363,203 － △365,196

株式発行による収入  53,316 64,316 363,097

株主への配当金の支
払額

 △407,418 △626,790 △409,286

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,277,505 △597,474 △1,228,985
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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）

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 72,452 707 159,376

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△は減少額）

 △128,278 △850,217 2,364,510

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 10,342,643 12,707,153 10,342,643

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 10,214,365 11,856,936 12,707,153
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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　　　　８社

連結子会社の名称

ワコムヨーロッパゲーエム

ベーハー

ワコムテクノロジーコーポ

レーション

ワコムチャイナコーポレー

ション

ワコムコンポーネントヨー

ロッパ

ワコムデジタルソリューショ

ンズ

ワコムオーストラリア 

ワコムホンコン 

ワコムシンガポール 

　上記のうち、ワコムホンコン及

びワコムシンガポールについては、

当中間連結会計期間において新た

に設立したため、連結の範囲に含

めております。

(1）連結子会社の数　　　　８社

連結子会社の名称

ワコムヨーロッパゲーエム

ベーハー

ワコムテクノロジーコーポ

レーション

ワコムチャイナコーポレー

ション

ワコムコンポーネントヨー

ロッパ

ワコムデジタルソリューショ

ンズ

ワコムオーストラリア 

ワコムホンコン 

ワコムシンガポール 

　当連結会計年度においてワコム

テクノロジーコーポレーションが

Touchscreen Konnection 

Oasis, Inc.（TouchKO社）を買収、

吸収合併しております。

(1）連結子会社の数　　　　８社

連結子会社の名称

ワコムヨーロッパゲーエム

ベーハー

ワコムテクノロジーコーポ

レーション

ワコムチャイナコーポレー

ション

ワコムコンポーネントヨー

ロッパ

ワコムデジタルソリューショ

ンズ

ワコムオーストラリア

 　　　ワコムホンコン

 　　　ワコムシンガポール

　上記のうち、ワコムホンコン及

びワコムシンガポールについては、

当連結会計年度において新たに設

立したため、連結の範囲に含めて

おります。

(2）主要な非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数　　－社 持分法適用の関連会社数　　－社 持分法適用の関連会社数　　－社

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、ワコムチャイ

ナコーポレーションの中間決算日は、

６月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

同左 　連結子会社のうち、ワコムチャイ

ナコーポレーションの決算日は、12

月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ)重要な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

時価のないもの

　移動平均法による原価法

を採用しております

(イ)重要な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

時価のないもの

同左

(イ)重要な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

時価のないもの

同左

②　デリバティブ 

　時価法を採用しておりま

す。

②　デリバティブ 

同左

②　デリバティブ 

同左

③　　　────── ③　運用目的の金銭信託

　時価法を採用しておりま

す。

③　　　──────

④　たな卸資産

　当社は総平均法による原価法

を、また在外連結子会社は先入

先出法による低価法を採用して

おります。

④　たな卸資産

同左

④　たな卸資産

同左
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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）

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法（ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）について

は定額法）を採用し、在外連結

子会社は主として定額法を採用

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。

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物　３～65年

機械装置及び運搬具

５～13年

工具器具備品　　２～20年

（会計方針の変更）

　当社は、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。

　なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。 

（追加情報）

　当社は、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

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。

　なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。 

②　無形固定資産

　自社利用目的ソフトウェアに

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。また、市場

販売目的ソフトウェアについて

は、見込販売数量に基づき償却

（３年均等配分額を下限とす

る）しております。

②　無形固定資産

　定額法を採用しておりま

す。

　なお、自社利用目的のソフト

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。ま

た、市場販売目的ソフトウェア

については、見込販売数量に基

づき償却 (３年均等配分額を下

限とする) しております。 

②　無形固定資産

同左

－ 24 －



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）

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、当社は、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。

　また、在外連結子会社は、主

として特定の債権について回収

不能見込額を計上しております。

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、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　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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11,520千

円減少しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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。

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

 （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、

営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は29,800千円減少

しております。なお、セグメント

情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

 

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、主として当連結会計年度末

における退職給付債務に基づき、

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、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

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。

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、主として当連結会計年度末

における退職給付債務に基づき

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

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。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労

金の支出に備えるため内規に基

づく将来支給見込額のうち、当

中間連結会計期間末までの発生

額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労

金の支出に備えるため内規に基

づく将来支給見込額のうち、当

連結会計年度末までの発生額を

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)在外連結子会社の会計処理基準

の差異

　在外連結子会社の財務諸表は、

それぞれの国において一般に公正

妥当と認められる会計処理基準に

基づいて作成しております。

(ニ)在外連結子会社の会計処理基準

の差異

同左

(ニ)在外連結子会社の会計処理基準

の差異

同左

(ホ)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　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、中間連結決算日の直物為

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に含

めて計上しております。

(ホ)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

同左

(ホ)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　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、連結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に含めて

計上しております。

(ヘ)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。

(ヘ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ヘ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(ト)その他連結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

同左

５．中間連結（連結）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か月以内に

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

－ 26 －



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

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

14,248,939千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

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、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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

16,320,081千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、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、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

表示方法の変更

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）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「繰

延税金資産」（当中間連結会計期間末の残高は718,266

千円）及び「前渡金」（当中間連結会計期間末の残高は

220,682千円）は、資産の総額の100分の５以下であるた

め、当中間連結会計期間末において流動資産の「その

他」に含めて表示することにしました。 

２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「機

械装置及び運搬具」（当中間連結会計期間末の残高は

187,177千円）及び「同減価償却累計額」（当中間連結

会計期間末の残高は82,170千円）は、資産の総額の100

分の５以下であるため、当中間連結会計期間末において

有形固定資産の「その他」に含めて表示することにしま

した。 

３．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「ソ

フトウェア」（当中間連結会計期間末の残高は385,104

千円）は、資産の総額の100分の５以下であるため、当

中間連結会計期間末において無形固定資産の「その他」

に含めて表示することにしました。

４．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「投

資有価証券」（当中間連結会計期間末の残高は36,640千

円）、「敷金・差入保証金」（当中間連結会計期間末の

残高は122,237千円）及び「繰延税金資産」（当中間連

結会計期間末の残高は3,801千円）は、資産の総額の100

分の５以下であるため、当中間連結会計期間末において

投資その他の資産の「その他」に含めて表示することに

しました。 
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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）

５．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「一

年内返済予定長期借入金」（当中間連結会計期間末の残

高は35,000千円）は、負債及び純資産の合計額の合計額

の100分の５以下であるため、当中間連結会計期間末に

おいて「短期借入金」に含めて表示することにしました。

６．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「未

払金」（当中間連結会計期間末の残高は1,205,518千円）、

「未払法人税等」（当中間連結会計期間末の残高は

749,504千円）及び「前受金」（当中間連結会計期間末

の残高は182,551千円）は、負債及び純資産の合計額の

100分の５以下であるため、当中間連結会計期間末にお

いて流動負債の「その他」に含めて表示することにしま

した。

７．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「繰

延税金負債」（当中間連結会計期間末の残高は75,099千

円）は、負債及び純資産の合計額の100分の５以下であ

るため、当中間連結会計期間末において固定負債の「そ

の他」に含めて表示することにしました。 

 （中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「株

式交付費」（当中間連結会計期間は1,383千円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下であるため、当中間連

結会計期間において営業外費用の「その他」に含めて表

示することにしました。 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「ソフトウェア

償却費」は、金額的重要性が乏しいため、当中間連結会

計期間において「減価償却費」に含めて表示することに

しました。

　なお、当中間連結会計期間の「減価償却費」に含まれ

ている「ソフトウェア償却費」は91,914千円でありま

す。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「株式交付費」

は、金額的重要性が乏しいため、当中間連結会計期間に

おいて「その他」に含めてすることにしました。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「株式交付費」は1,383千円であります。 
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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）

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他資産の

減少額（△は増加額）」は、当中間連結会計期間におい

て「その他負債の増加額（△は減少額）」と合わせ、

「その他」としてすることにしました。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「その他資産の減少額（△は増加額）」及び「その他

負債の増加額（△は減少額）」はそれぞれ△99,068千円

及び366,734千円であります。 

４．投資活動によるキャッシュ・フローの「ソフトウェア

取得による支出」は、金額的重要性が乏しいため、当中

間連結会計期間において「自社利用ソフトウェア取得に

よる支出」と合わせ、「ソフトウェア取得による支出」

として表示しております。

　なお、当中間連結会計期間の「ソフトウェア取得によ

る支出」に含まれている「自社利用ソフトウェア取得に

よる支出」は△133,424千円であります。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

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
（平成19年３月31日）

※１　中間連結会計期間末日満期手形 ※１　中間連結会計期間末日満期手形 ※１　連結会計年度末日満期手形

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。 

受取手形    21,477千円

支払手形   144,553千円

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。 

受取手形       12,734千円

支払手形   243,290千円

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、当連結会計年度の末日

は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       14,016千円

支払手形      248,804千円

（中間連結損益計算書関係）

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）

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

目及び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

目及び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

目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 554,064千円

貸倒引当金繰入額 8,024千円

給与手当 1,058,188千円

退職給付引当金繰入額 41,566千円

役員退職慰労引当金繰

入額
16,008千円

賞与引当金繰入額 398,836千円

役員賞与引当金繰入額 11,520千円

広告宣伝費    761,682千円

貸倒引当金繰入額      7,865千円

給与手当  1,302,786千円

退職給付引当金繰入額     44,919千円

役員退職慰労引当金繰

入額
    24,000千円

賞与引当金繰入額    434,671千円

役員賞与引当金繰入額     12,427千円

支払手数料 767,735千円

広告宣伝費  1,263,232千円

貸倒引当金繰入額    116,577千円

給与手当  2,212,009千円

退職給付引当金繰入額     82,256千円

役員退職慰労引当金繰

入額
    40,173千円

賞与引当金繰入額    526,828千円

役員賞与引当金繰入額    29,800千円

支払手数料 1,052,158千円

※２　固定資産売却益は、機械装置及び運搬

具1,296千円、工具器具備品44千円であり

ます。

※２　固定資産売却益は、工具器具備品53千

円であります。

※２　固定資産売却益は、機械装置及び運搬

具1,333千円、工具器具備品128千円であ

ります。

※３　　　　　───── ※３　固定資産売却損は、機械装置及び運搬

具1,422千円、工具器具備品64千円であり

ます。

※３　固定資産売却損は、機械装置及び運搬

具1,874千円、ソフトウェア８千円であり

ます。

※４　固定資産除却損は、工具器具備品4,203

千円であります。

※４　固定資産除却損は、建物及び構築物

1,467千円、工具器具備品1,954千円であ

ります。

※４　固定資産除却損は、建物及び構築物

31,285千円、機械装置及び運搬具397千円、

工具器具備品8,797千であります。
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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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 412,600 780 － 413,380

合計 412,600 780 － 413,380

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）　普通株式の発行済株式総数の増加780株は、新株予約権の行使によるものであります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 412,600 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23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）

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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 418,696 520 － 419,216

合計 418,696 520 － 419,216

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）　普通株式の発行済株式総数の増加520株は、新株予約権の行使によるものであります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月29日

取締役会
普通株式 628,044 1,500 平成19年３月31日 平成19年６月１日
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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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 412,600 6,096 － 418,696

合計 412,600 6,096 － 418,696

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）　普通株式の発行済株式総数の増加6,096株は、新株予約権の行使によるものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 412,600 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月29日

取締役会
普通株式 628,044 利益剰余金 1,500 平成19年３月31日 平成19年６月１日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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）

　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

　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

　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

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定中間期

末残高
10,214,365千円

現金及び現金同等物の中

間期末残高
10,214,365千円

現金及び預金勘定中間期

末残高
  11,856,936千円

現金及び現金同等物の中

間期末残高
  11,856,936千円

現金及び預金勘定期末残

高
  12,707,153千円

現金及び現金同等物の期

末残高
  12,707,153千円
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（リース取引関係）

    中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。

（有価証券関係）

 　 中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

 　 中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。

（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）

 
電子機器事
業（千円）

ＥＣＳ事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 12,906,181 456,319 13,362,500 － 13,362,500

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 12,906,181 456,319 13,362,500 － 13,362,500

営業費用 10,152,549 387,597 10,540,146 865,076 11,405,222

営業利益 2,753,632 68,722 2,822,354 (865,076) 1,957,278

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）

 
電子機器事
業（千円）

ＥＣＳ事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 16,582,572 435,284 17,017,856 － 17,017,856

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 16,582,572 435,284 17,017,856 － 17,017,856

営業費用 13,427,528 360,730 13,788,258 1,342,783 15,131,041

営業利益 3,155,044 74,554 3,229,598 (1,342,783) 1,886,815

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）

 
電子機器事
業（千円）

ＥＣＳ事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 27,864,338 922,728 28,787,066 － 28,787,066

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 27,864,338 922,728 28,787,066 － 28,787,066

営業費用 21,503,018 768,250 22,271,268 1,951,205 24,222,473

営業利益 6,361,320 154,478 6,515,798 (1,951,205) 4,564,593
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（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び管理上の事業区分を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子機器事業
プロフェッショナルグラフィックス・タブレット、コンシューマグラフィックス・

タブレット、液晶一体型タブレット、ペン・センサーコンポーネント 他

ＥＣＳ事業 ECADシリーズ、ENOVIA SmarTeam 他

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

 
前中間連結会計期
間

当中間連結会計期
間

前連結会計年度 主な内容

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額

（千円）

865,076 1,342,783 1,951,205

当社の財務・総務部門

等の管理部門にかかる

費用であります。

４．会計方針の変更

（前中間連結会計期間）

役員賞与に関する会計基準

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（ハ）③に記載のとおり、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は11,520千円増加し、営

業利益が同額減少しております。

（当中間連結会計期間）

有形固定資産の減価償却の方法の変更

　「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」に記載のとおり、　当社は、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。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　また、当社は、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。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

（前連結会計年度）

役員賞与に関する会計基準

　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)ハに記載のとおり、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。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は29,800千円増加し、営業利益が

同額減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

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）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）

アジア・
オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
5,186,378 4,511,293 2,578,111 1,086,718 13,362,500 － 13,362,500

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,188,374 49,698 47,308 23,567 5,308,947 (5,308,947) －

計 10,374,752 4,560,991 2,625,419 1,110,285 18,671,447 (5,308,947) 13,362,500

営業費用 8,430,525 3,874,070 2,234,079 943,777 15,482,451 (4,077,229) 11,405,222

営業利益 1,944,227 686,921 391,340 166,508 3,188,996 (1,231,718) 1,957,278

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

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）

アジア・
オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
6,796,698 5,069,198 3,262,728 1,889,232 17,017,856 － 17,017,856

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
7,596,274 87,455 － 8,963 7,692,692 (7,692,692) －

計 14,392,972 5,156,653 3,262,728 1,898,195 24,710,548 (7,692,692) 17,017,856

営業費用 11,280,139 4,985,171 3,246,234 1,676,817 21,188,361 (6,057,320) 15,131,041

営業利益 3,112,833 171,482 16,494 221,378 3,522,187 (1,635,372) 1,886,815

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）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）

アジア・　
オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
11,030,123 9,085,617 6,417,305 2,254,021 28,787,066 － 28,787,066

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
11,650,894 93,736 111,136 60,937 11,916,703 (11,916,703) －

計 22,681,017 9,179,353 6,528,441 2,314,958 40,703,769 (11,916,703) 28,787,066

営業費用 17,592,167 8,354,690 5,713,430 2,031,055 33,691,342 (9,468,869) 24,222,473

営業利益 5,088,850 824,663 815,011 283,903 7,012,427 (2,447,834) 4,564,593
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（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、米国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。

欧州………………………ドイツ、英国

アジア・オセアニア……中国、韓国、オーストラリア、香港、シンガポール

 （前中間連結会計期間）

　当中間連結会計期間において、香港及びシンガポールに現地法人を設立したことに伴い、アジア・オセ

アニアには中国、韓国、オーストラリア、香港及びシンガポールを含めて表示しております。なお、当中

間連結会計期間のアジア・オセアニアの中に含まれる中国・韓国及びオーストラリアの売上高、営業費用

及び営業利益の合計金額は1,058,412千円、896,409千円及び162,003千円であります。

 （前連結会計年度）

　当連結会計年度において、香港及びシンガポールに現地法人を設立したことに伴い、アジア・オセアニ

アには中国、韓国、オーストラリア、香港及びシンガポールを含めて表示しております。なお、当連結会

計年度のアジア・オセアニアの中に含まれる中国、韓国及びオーストラリアの売上高、営業費用及び営業

利益の合計額は2,170,488千円、1,900,753千円及び269,735千円であります。

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

 
前中間連結会計期
間

当中間連結会計期
間

前連結会計年度 主な内容

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額

（千円）

865,076 1,342,783 1,951,205

当社の財務・総務部門

等の管理部門にかかる

費用であります。

４．会計方針の変更

（前中間連結会計期間）

役員賞与に関する会計基準

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（ハ）③に記載のとおり、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は11,520千円増加し、営

業利益が同額減少しております。

（当中間連結会計期間）

有形固定資産の減価償却の方法の変更

　「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」に記載のとおり、当社は、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。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　また、当社は、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。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

（前連結会計年度）

役員賞与に関する会計基準

　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)ハに記載のとおり、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。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は29,800千円増加し、営業利益が

同額減少しております。
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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）

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,540,961 2,604,127 2,660,333 46,415 9,851,836

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 13,362,500

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
34.0 19.5 19.9 0.3 73.7

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）

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 5,066,978 3,191,832 5,092,550 175,335 13,526,695

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 17,017,856

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
29.8 18.8 29.9 1.0 79.5

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）

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 9,137,505 6,280,986 5,993,800 265,769 21,678,060

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 28,787,066

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
31.8 21.8 20.8 0.9 75.3

　（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．各区分に属する地域の内容は次のとおりであります。

北米…………………………米国、カナダ

欧州…………………………英国、ドイツ、フランス、オランダ他

アジア・オセアニア………韓国、台湾、オーストラリア、中国他

その他………………………中東、南米、アフリカ等

 （前中間連結会計期間）

従来、「その他」と表示し、注記において、主にアジア・オセアニア地域と記載しておりましたが、より

明瞭な開示を実施するため、当中間連結会計期間より、アジア・オセアニアを独立させ、区分掲記してお

ります。なお、前連結中間会計期間及び前連結会計年度のその他に含まれるアジア・オセアニアの金額は

それぞれ2,326,401千円、4,692,782千円であります。

 （前連結会計年度）

従来、「その他」と表示し、注記において、主にアジア・オセアニア地域と記載しておりましたが、より

明瞭な開示を実施するため、当連結会計年度より、アジア・オセアニアを独立させ、区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度のその他に含まれるアジア・オセアニアの金額は4,692,782千円であります。

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。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 34,469.35円

１株当たり中間純利益

金額
2,949.69円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
2,902.87円

１株当たり純資産額 40,388.34円

１株当たり中間純利益

金額
2,795.94円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
2,778.87円

１株当たり純資産額  38,978.35円

１株当たり当期純利益

金額
  6,886.19円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
  6,784.24円

　当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の前中間連

結会計期間における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりとなりま

す。 

１株当たり純資産額 19,098.78円

１株当たり中間純利益

金額
1,976.74円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
1,924.87円
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利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（当期）純利益金

額
   

中間（当期）純利益（千円） 1,218,557 1,171,448 2,853,274

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円）
1,218,557 1,171,448 2,853,274

期中平均株式数（株） 413,114 418,982 414,347

    

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（千

円）
－ － －

普通株式増加数（株） 6,663 2,574 6,227

（うち、新株予約権） (6,663) (2,574) (6,227)

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

　第３回新株予約権（新株

予約権の数220個）及び第

４回新株予約権（新株予約

権の数200個）。

　第３回新株予約権（新株

予約権の数211個）。

　第３回新株予約権（新株

予約権の数211個）。

（重要な後発事象）

 　 該当事項はありません。
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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）
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（千円）
構成比
（％）

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  5,869,374   6,694,326   8,221,449   

２．受取手形  81,295   39,132   71,635   

３．売掛金  4,249,695   6,085,493   3,905,360   

４．たな卸資産  1,023,221   1,114,316   945,986   

５．繰延税金資産  228,205   －   －   

６．未収入金  498,044   1,461,019   －   

７．その他  61,161   381,966   1,305,822   

貸倒引当金  △3,752   △3,793   △3,933   

流動資産合計   12,007,243 70.1  15,772,459 73.5  14,446,319 73.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  1,402,308   1,422,100   1,455,201   

(2）構築物  3,453   －   －   

(3）機械装置  28,540   －   －   

(4）工具器具備品  187,766   －   －   

(5）土地  1,348,168   1,348,168   1,348,168   

(6）その他  －   229,696   243,414   

有形固定資産合計   2,970,235 17.3  2,999,964 14.0  3,046,783 15.4

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  327,691   －   －   

(2) ソフトウェア
    仮勘定

 3,500   －   －   

(3) 電話加入権  6,593   －   －   

(4）その他  2,190   417,069   414,916   

無形固定資産合計   339,974 2.0  417,069 1.9  414,916 2.1

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式等  1,392,011   1,812,248   1,392,011   

(2）繰延税金資産  277,723   －   －   

(3）その他  152,541   463,609   448,457   

貸倒引当金  △2,607   △2,554   △2,610   

投資その他の資産
合計

  1,819,668 10.6  2,273,303 10.6  1,837,858 9.3

固定資産合計   5,129,877 29.9  5,690,336 26.5  5,299,557 26.8

資産合計   17,137,120 100.0  21,462,795 100.0  19,745,876 100.0
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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）
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（千円）
構成比
（％）

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  1,239,672   1,577,325   1,597,571   

２．買掛金  2,250,889   3,791,277   2,118,375   

３．短期借入金  692,400   635,000   670,000   

４．一年内償還予定社
債 

 200,000   －   －   

５．未払金  561,631   －   1,069,223   

６．未払法人税等  478,223   －   1,078,000   

７．賞与引当金  354,989   341,194   321,478   

８．役員賞与引当金  11,520   12,427   29,800   

９．その他  312,769   2,044,897   334,050   

流動負債合計   6,102,093 35.6  8,402,120 39.1  7,218,497 36.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  35,000   －   －   

２．退職給付引当金  301,056   335,375   315,091   

３．役員退職慰労引当
金

 235,133   283,298   259,298   

固定負債合計   571,189 3.3  618,673 2.9  574,389 2.9

負債合計   6,673,282 38.9  9,020,793 42.0  7,792,886 39.5

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,831,312 22.4  4,020,851 18.7  3,988,001 20.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  3,672,735   3,862,268   3,829,418   

資本剰余金合計   3,672,735 21.4  3,862,268 18.0  3,829,418 19.4

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  22,456   22,456   22,456   

(2）その他利益剰余
金

          

 繰越利益剰余金  2,937,335   4,536,427   4,113,115   

利益剰余金合計   2,959,791 17.3  4,558,883 21.3  4,135,571 20.9

株主資本合計   10,463,838 61.1  12,442,002 58.0  11,952,990 60.5

純資産合計   10,463,838 61.1  12,442,002 58.0  11,952,990 60.5

負債純資産合計   17,137,120 100.0  21,462,795 100.0  19,745,876 100.0
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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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,374,752 100.0  14,392,972 100.0  22,681,018 100.0

Ⅱ　売上原価   6,359,604 61.3  8,652,977 60.1  13,212,598 58.3

売上総利益   4,015,148 38.7  5,739,995 39.9  9,468,420 41.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,936,162 28.3  3,970,100 27.6  6,331,105 27.9

営業利益   1,078,986 10.4  1,769,895 12.3  3,137,315 13.8

Ⅳ　営業外収益   9,664 0.1  17,211 0.1  18,019 0.1

Ⅴ　営業外費用   27,662 0.3  61,592 0.4  90,077 0.4

経常利益   1,060,988 10.2  1,725,514 12.0  3,065,257 13.5

Ⅵ　特別利益   3,694 0.0  250 0.0  3,685 0.0

Ⅶ　特別損失   2,368 0.0  23,403 0.2  35,480 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  1,062,314 10.2  1,702,361 11.8  3,033,462 13.4

法人税、住民税及
び事業税

 446,204   682,791   1,272,061   

法人税等調整額  △18,861 427,343 4.1 △31,786 651,005 4.5 △49,350 1,222,711 5.4

中間（当期）純利
益

  634,971 6.1  1,051,356 7.3  1,810,751 8.0

           

(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）

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

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,803,231 3,644,654 3,644,654 22,456 2,742,964 2,765,420 10,213,305 10,213,305

中間会計期間中の変動額

新株の発行 28,081 28,081 28,081    56,162 56,162

剰余金の配当（注）     △412,600 △412,600 △412,600 △412,600

役員賞与（注）     △28,000 △28,000 △28,000 △28,000

中間純利益     634,971 634,971 634,971 634,971

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
28,081 28,081 28,081 － 194,371 194,371 250,533 250,533

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,831,312 3,672,735 3,672,735 22,456 2,937,335 2,959,791 10,463,838 10,463,838

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

 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

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
3,988,001 3,829,418 3,829,418 22,456 4,113,115 4,135,571 11,952,990 11,952,990

中間会計期間中の変動額

新株の発行 32,850 32,850 32,850    65,700 65,700

剰余金の配当     △628,044 △628,044 △628,044 △628,044

中間純利益     1,051,356 1,051,356 1,051,356 1,051,356

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
32,850 32,850 32,850 － 423,312 423,312 489,012 489,012

平成19年９月30日　残高

（千円）
4,020,851 3,862,268 3,862,268 22,456 4,536,427 4,558,883 12,442,002 12,442,002

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）

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

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,803,231 3,644,654 3,644,654 22,456 2,742,964 2,765,420 10,213,305 10,213,305

事業年度中の変動額

新株の発行 184,770 184,764 184,764    369,534 369,534

剰余金の配当（注）     △412,600 △412,600 △412,600 △412,600

役員賞与（注）     △28,000 △28,000 △28,000 △28,000

当期純利益     1,810,751 1,810,751 1,810,751 1,810,751

事業年度中の変動額合計

（千円）
184,770 184,764 184,764 － 1,370,151 1,370,151 1,739,685 1,739,685

平成19年３月31日　残高

（千円）
3,988,001 3,829,418 3,829,418 22,456 4,113,115 4,135,571 11,952,990 11,952,990

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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表示方法の変更

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）

──────  （中間貸借対照表）

１．前中間期まで区分掲記しておりました「繰延税金資

産」（当中間期末の残高は249,073千円）は、資産の総

額の100分の５以下であるため、当中間期末において流

動資産の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

２．前中間期まで区分掲記しておりました「構築物」（当

中間期末の帳簿価額残高は3,016千円）、「機械装置」

（当中間期末の帳簿価額残高は33,517千円）及び「工具

器具備品」（当中間期末の帳簿価額残高は193,163千円）

は、資産の総額の100分の５以下であるため、当中間期

末において有形固定資産の「その他」に含めて表示する

ことにしました。 

３．前中間期まで区分掲記しておりました「ソフトウェ

ア」（当中間期末の残高は352,734千円）及び「電話加

入権」（当中間期末の残高は6,593千円）は、資産の総

額の100分の５以下であるため、当中間期末において無

形固定資産の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

４．前中間期まで区分掲記しておりました「繰延税金産」

（当中間期末の残高は319,130千円）は、資産の総額の

100分の５以下であるため、当中間期末において投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

５．前中間期まで区分掲記しておりました「未払金」（当

中間期末の残高は901,707千円）及び「未払法人税等」

（当中間期末の残高は739,388千円）は、負債及び純資

産の合計額の100分の５以下であるため、当中間期末に

おいて流動負債の「その他」に含めて表示することにし

ました。 
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６．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称
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）

前年同期比（％）

電子機器事業（千円） 8,524,499 143.7

ECS事業（千円） 7,777 38.1

合計（千円） 8,532,276 143.3

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）製品仕入実績

事業の種類別セグメントの名称
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）

前年同期比（％）

電子機器事業（千円） 149,620 131.1

ECS事業（千円） 81,148 101.6

合計（千円） 230,768 119.0

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(4）販売実績

事業の種類別セグメントの名称
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）

前年同期比（％）

電子機器事業（千円） 16,582,572 128.5

ECS事業（千円） 435,284 95.4

合計（千円） 17,017,856 127.4

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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