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上 場 会 社 名 カシオマイクロニクス株式会社        上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 6760                  ＵＲＬ http://www.casio-micronics.co.jp  
代  表  者（役職名）代表取締役社長 （氏名）小野佳男 
問合せ先責任者（役職名）事業統轄部長  （氏名）木下礼一    ＴＥＬ (0428) 32 － 1551 
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（百万円未満切捨て） 
１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
19年９月中間期 10,806 7.5 △1,422 － △1,499 － △1,245 － 
18年９月中間期 10,052 △17.4 △663 － △680 － △438 － 
19年３月期 20,946 － △2,370 － △2,429 － △2,583 － 
 
 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 △86  63  －    
18年９月中間期 △30  48  －    
19年３月期 △179  69  －    
(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）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 27,951   7,227   25.9  502  68  
18年９月中間期 22,714   10,792   47.5  750  71  
19年３月期 30,050   8,652   28.8  601  81  
(参考) 自己資本 19年９月中間期 7,227百万円  18年９月中間期 10,792百万円  19年３月期 8,652百万円 
 
（３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業活動による 

キャッシュ・フロー 
投 資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による  
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高  

 百万円 百万円 百万円 百万円 
19年９月中間期 △540   △8,776   8,820   1,390   
18年９月中間期 230   △1,202   1,195   1,862   
19年３月期 926   △1,374   695   1,886   
 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 
19年３月期 

円 銭 
－  

円 銭 
12 50  

円 銭 
12 50 

20年３月期 －   

20年３月期（予想）  12 50  
12 50 

 
 
３．20年３月期の業績予想（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 24,300 16.0 △1,100  － △1,350  － △950    － △66 08  
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４．その他 
（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基
本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 
〔（注）詳細は、12ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 
 

（２）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 
19年９月中間期 14,377,000株 18年９月中間期 14,377,000株 19年３月期 14,377,000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）純利益の算定の基礎となる株式数については、16ページ「１株当たり
情報」をご覧ください。 
 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、平成19年7月31日付の「平成20年３月期 第
１四半期財務・業績の概況（非連結）」により公表いたしました平成20年3月期（平成19年4月1日～平成
20年3月31日）の業績予想を修正しております。当該予想数値の修正に関する事項、業績予想の前提とな
る仮定及び業績予想に関する注意事項等につきましては、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関す
る分析」をご参考下さい。 
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１．経営成績 
 

（１）経営成績に関する分析 
 
 ①当中間期の概況 
 当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や雇用情勢の改善などから
景気はこれまでの緩やかな回復を持続いたしました。また、海外においても、原油価格の高騰による
影響や米国経済の減速懸念など不透明要因はあったものの、世界経済は底堅く推移いたしました。 
 当社が属する半導体・液晶関連市場につきましては、海外において大型液晶パネルの在庫調整が終
わり、中小型液晶パネルともども堅調に推移いたしましたが、顧客である半導体メーカーにおけるグ
ローバルな競争の激化により国内の半導体生産が引き続き伸び悩むなど、当社の事業環境は非常に厳
しい状況となりました。 
 このような状況の中、当社は、液晶ドライバー（液晶駆動用ＬＳＩ）関連事業における受注獲得に
注力するとともに、半導体パッケージ事業においては新規用途を積極的に提案し、国内外で新規顧客
の獲得を進めてまいりました。この結果、当中間期の売上高は 10,806 百万円（前年同期比 7.5％増）
となりました。 
ＢＵＭＰ（バンプ）事業は、液晶ドライバーの金ＢＵＭＰ受託加工が、液晶ＴＶ、ＰＣモニター、

ノートＰＣ等向けの大型液晶パネル用や、携帯電話、携帯型ゲーム機等向けの中小型液晶パネル用と
もに、国内半導体メーカーの苦戦による受注減少の影響を受けました。一方、半導体パッケージ事業
は拡大基調を継続してまいりました。なかでも新タイプの鉛フリー半田ＢＵＭＰやＷ－ＣＳＰ（ウエ
ハーレベル・チップ・サイズ・パッケージ）の受注が拡大いたしました。Ｗ－ＣＳＰは小型・薄型・
高周波特性等の特長を活かし、携帯電話用の採用が拡大されてきました。この結果、ＢＵＭＰ事業の
売上高は 4,483 百万円（前年同期比 3.6％増）となりました。 
 フィルムデバイス事業は、液晶ドライバーを大型液晶パネルに搭載するためのフィルム基板である
ＣＯＦ（チップ・オン・フィルム）が、液晶パネル市場における在庫調整完了に伴い、受注回復に向
かいました。しかしながら、山梨第５製造ラインの量産立ち上げが顧客認定の遅れ等により当中間期
においては想定に対しほとんど寄与できませんでした。この結果、フィルムデバイス事業部の売上高
は 6,323 百万円（前年同期比 10.5％増）となりました。 
 損益面につきましてはＢＵＭＰ事業の改善はあったものの、山梨第５製造ラインの本格稼動が下期
以降になり、投資が先行する状況が続いていることから減価償却費等の費用の増加を吸収するには至
らず、営業損失は 1,422 百万円、経常損失は 1,499 百万円となりました。また、特別利益につきまし
ては、前期に引き続き国庫補助金等受入額 540 百万円を計上いたしました。さらに、繰延税金資産に
ついて今後の業績見通しおよび財務の健全性の観点から慎重に検討して264百万円全額を保守的に取
り崩すこととしたため、法人税等調整額が増加いたしました。この結果、中間純損失は 1,245 百万円
となりました。 
 

  ②通期の見通し 
今後の経営環境は、米国の景気減速懸念や為替、金利の動向などから不透明感が増しており、予断
を許さない状況が続くものと思われます。当社関連市場では、大型液晶パネルの需要は急速に回復し
てきたものの、中小型液晶向けも含めた液晶ドライバー全般のグローバルな競争は激化しており、需
給動向や単価動向には注意が必要な局面であります。 
このような情勢下、当社は、ＢＵＭＰ事業では、半導体パッケージ事業における新規顧客の開拓を

引き続き推進することにより、事業の拡大および安定化を図ってまいります。特にＷ－ＣＳＰについ
ては、月産能力 15,000 枚への拡大を図り顧客の需要に応えるとともに、直径３００ｍｍ（１２イン
チ）ウエハーの受注拡大により、さらに積極的な展開を図ってまいります。またフィルムデバイス事
業では、９月より量産立ち上げ開始された山梨第五製造ラインのフル稼働に向けて受注拡大に注力す
るとともに、配線のさらなる微細化が可能な“次世代ＣＯＦ”の生産を早期に開始するため、量産技
術の仕上げと受注活動に傾注してまいります。 
通期の業績見通しにつきましては、平成 19 年 7 月 31 日に公表いたしました予想について、中間期

の実績を踏まえて見直しを行い、売上高 24,300 百万円（前期比 16.0％増）、営業損失 1,100 百万円、
経常損失 1,350 百万円、当期純損失 950 百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債、純資産に関する分析 

流動資産は、受取手形の減少、たな卸資産の圧縮、繰延税金資産の取り崩しなどにより 10,401 百
万円（前期比 1,278 百万円減少）となりました。 
固定資産は、減価償却による有形固定資産の減少などにより 17,550 百万円（前期比 820 百万円減

少）となりました。 
負債は、設備資金決済に伴う設備支払手形の減少と長期借入金の増加、また一括支払信託導入によ

る支払手形の削減などにより 20,724 百万円（前期比 673 百万円減少）となりました。 
純資産は、中間純損失 1,245 百万円を計上したことにより 7,227 百万円（前期比 1,425 百万円減少）

となりました。 
この結果、当中間会計期間末における資産総額は 27,951 百万円となり前事業年度末と比べ 2,099

百万円の減少し、自己資本比率は 25.9％（前期比 2.9％減少）になりました。 
 

②キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは 540 百万円（前年同期は 230 百万円の収入）の支出となりま

した。これは主に、減価償却費 1,915 百万円及び法人税等の還付額 366 百万円などによる増加要因と
税引前中間純損失 977 百万円、仕入債務の減少額 1,548 百万円及び売上債権の増加額 612 百万円など
による減少要因を反映した結果であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは 8,776 百万円（前年同期は 1,202 百万円の支出）の支出とな

りました。主な要因は、前期に取得したフィルムデバイス事業の山梨新工場建築等に伴う有形固定資
産の取得による支出 8,856 百万円であります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは 8,820 百万円（前年同期は 1,195 百万円の収入）の収入とな

りました。主な要因は、シンジケートローン実行による長期借入れによる収入 8,000 百万円でありま
す。 
この結果、当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 496 百万円減少

し、1,390 百万円となりました。 
（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月期 

自己資本比率(％) 38.9 50.3 50.6 28.8 25.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 151.3 152.2 165.5 42.5 36.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 59.4 198.2 50.6 442.3 － 

インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） 139.8 74.6 267.9 28.0 － 

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）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います。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としています。 

（注４）平成 19 年９月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト･カバレッジ･レシオは、

営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考えており、将来の事業展開

および経営体質の強化のため内部留保の充実を図りつつ、安定した配当を継続することを利益配分の
基本方針としております。 
当期の配当金につきましては、上記方針に基づき、期末配当金１株当たり 12 円 50 銭を継続する予

定でおります。 
 

（４）事業等のリスク 
最近の有価証券報告書（平成 19 年６月 26 日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更が

ないため開示を省略しております。 
 

２．企業集団の状況 
 
  最近の有価証券報告書（平成 19 年６月 26 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係
会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
 
３．経営方針 
 
（１）経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課
題 
 
平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年５月９日）により開示を行った内容から重要な変更がないため、
開示を省略しております。 
当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
（当社ホームページ） 
http://www.casio-micronics.co.jp/ 
（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ） 
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
 



 
 

カシオマイクロニクス㈱（6760） 平成 20年３月期 中間決算短信（非連結） 

－ 6 － 

４．中間財務諸表等 
 
（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  1,862,754   1,390,030   1,886,251  

２．受取手形 ※１ 176,009   159,262   697,750  

３．売掛金  4,555,388   4,657,001   3,506,299  

４．たな卸資産  3,025,929   2,708,416   2,970,020  

５．繰延税金資産  556,423   －   264,485  

６．有償受給材  147,904   561,543   640,809  

７．その他  622,925   925,154   1,714,420  

流動資産合計   10,947,335   48.2  10,401,407   37.2  11,680,036   38.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※２          

(1）建物  3,386,927   7,173,224   7,357,363   

(2）機械及び装置  6,890,643   8,546,608   9,530,731   

(3）建設仮勘定  76,160   409,540   10,334   

(4）その他  1,047,257   1,177,411   1,198,089   

有形固定資産合計  11,400,989   17,306,785   18,096,518   

２．無形固定資産  126,202   118,237   135,683   

３．投資その他の資産           

(1）繰延税金資産  105,949   －   －   

(2）その他  134,135   125,543   138,753   

投資その他の資産
合計  240,084   125,543   138,753   

固定資産合計   11,767,276   51.8  17,550,566   62.8  18,370,956   61.1 

資産合計   22,714,612  100.0  27,951,974  100.0  30,050,992  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 3,495,161   927,635   3,691,483  

２．買掛金 996,782   2,642,507   1,427,209  

３．短期借入金  2,100,000   2,600,000   1,600,000  

４．1年以内返済予定
長期借入金  

 
－ 
 
  1,500,000   1,500,000  

５．未払金  1,054,380   2,612,454   3,624,267  

６．未払法人税等  39,175   17,392   －  

７．設備支払手形 ※１ 640,415   242,262   7,556,369  

８．その他 ※３ 880,195   948,920   763,454  

流動負債合計   9,206,111   40.5  11,491,172   41.1  20,162,783  67.1

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金 2,500,000   9,000,000   1,000,000  

２．退職給付引当金 179,304   215,841   200,834  

３．役員退職慰労引当金 27,655   17,925   31,191  

４．その他 8,565   －   3,893  

固定負債合計  2,715,525 12.0  9,233,766 33.0  1,235,919  4.1

負債合計  11,921,637   52.5  20,724,939   74.1  21,398,703  71.2

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金  2,992,287 13.2  2,992,287 10.7  2,992,287 9.9 

２．資本剰余金          

（１）資本準備金 3,414,255     3,414,255     3,414,255     

  資本剰余金合計  3,414,255 15.0  3,414,255 12.2  3,414,255 11.4 

３．利益剰余金          

（１）利益準備金 1,350   1,350   1,350   
（２）その他利益剰余

金          

 繰越利益剰余金 4,389,582   819,141   2,244,395   

  利益剰余金合計  4,390,932 19.3  820,491 3.0  2,245,745 7.5 

   株主資本合計  10,797,475 47.5  7,227,034 25.9  8,652,288 28.8 

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．繰延ヘッジ損益  △4,500 △0.0  － －  －   － 
評価・換算差額等合
計  △4,500 △0.0  － －  －   － 

純資産合計  10,792,974 47.5  7,227,034 25.9  8,652,288 28.8 

負債純資産合計  22,714,612 100.0  27,951,974 100.0  30,050,992 100.0 
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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   10,052,429 100.0  10,806,939 100.0  20,946,351 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,868,337 98.2  11,342,929 105.0  21,601,521 103.1 

売上総利益又は売上総 
損失（△）   184,091 1.8  △535,989 △5.0  △655,170 △3.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   847,527 8.4  887,004 8.2  1,714,875   8.2 

営業損失   663,436 △6.6  1,422,993 △13.2  2,370,045 △11.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  41,243 0.4  74,386 0.7  82,885   0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  58,533 0.6  150,626 1.4  142,190   0.7 

経常損失   680,726 △6.8  1,499,233 △13.9  2,429,350 △11.6 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  540,000 5.0  360,000  1.7 

Ⅶ 特別損失 ※４  5,340 0.0  18,022 0.1  363,302   1.7 

税引前中間（当期）純損失   686,067 △6.8  977,256 △9.0  2,432,653 △11.6 

法人税、住民税及び事業税  3,800   3,800   7,600   

法人税等調整額  △251,585 △247,785 △2.4 264,485 268,285 2.5 143,215 150,815   0.7 

中間（当期）純損失   438,281 △4.4  1,245,541 △11.5  2,583,468 △12.3 
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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） 

（単位：千円） 

株主資本 

 
資本剰余金 

 
利益剰余金 
その他利益
剰余金 

 

 
 
 

資本金 
 

 
資本 
準備金 

 
資本 
剰余金 
合計 

 
利益 
準備金 繰越利益 

剰余金 

 
利益 
剰余金 
合計 

 
 
 

株主資本 
合計 

 
平成18年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 5,022,576 5,023,926 11,430,469 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）     △179,712 △179,712 △179,712 

役員賞与（注）     △15,000 △15,000 △15,000 

中間純損失     △438,281 △438,281 △438,281 

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 － － － － △632,994 △632,994 △632,994 
 
平成18年９月30日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 4,389,582 4,390,932 10,797,475 

 
評価・換算差額等  

 
 
繰延ヘッジ
損益 

 
 

評価・換算 
差額等合計 

 
 
 

純資産 
合計 

 
平成18年３月31日 残高 － － 11,430,469 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △179,712 

役員賞与（注）   △15,000 

中間純損失   △438,281 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動 
額（純額） △4,500 △4,500 △4,500 

中間会計期間中の変動額合計 △4,500 △4,500 △637,494 
 
平成18年９月30日 残高 △4,500 △4,500 10,792,974 

（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） 
（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
その他利
益剰余金 

 
 
 
 
 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 繰越利益 

剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

 
平成19年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 2,244,395 2,245,745 8,652,288 8,652,288 

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △179,712 △179,712 △179,712 △179,712 

中間純損失     △1,245,541 △1,245,541 △1,245,541 △1,245,541 

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 － － － － △1,425,253 △1,425,253 △1,425,253 △1,425,253 
 
平成19年９月30日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 819,141 820,491 7,227,034 7,227,034 

 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 
（単位：千円） 

株主資本 

 
資本剰余金 

 
利益剰余金 
その他利
益剰余金 

 

 
 
 

資本金 
 

 
資本 
準備金 

 
資本 
剰余金 
合計 

 
利益 
準備金 繰越利益 

剰余金 

 
利益 
剰余金 
合計 

 
 
 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

 
平成18年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 5,022,576 5,023,926 11,430,469 11,430,469 

事業年度中の変動額         

剰余金の配当（注）     △179,712 △179,712 △179,712 △179,712 

役員賞与（注）     △15,000 △15,000 △15,000 △15,000 

当期純損失     △2,583,468 △2,583,468 △2,583,468 △2,583,468 

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 － － － － △2,778,180 △2,778,180 △2,778,180 △2,778,180 
 
平成19年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 2,244,395 2,245,745 8,652,288 8,652,288 

（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。 

 



 
 

カシオマイクロニクス㈱（6760） 平成 20年３月期 中間決算短信（非連結） 

－  － 11

（４）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年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 
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     

税引前中間（当期）純損失  △686,067 △977,256 △2,432,653 

減価償却費  1,570,975 1,915,029 3,384,104 

退職給付引当金の増加額  17,345 15,006 38,875 

支払利息  15,089 51,497 33,092 

為替差益  △167 △77 △393 

国庫補助金等受入額  － △540,000 △360,000 

固定資産売却損  － － 1,660 

固定資産除却損  5,340 18,022 16,519 

リース解約損  － － 49,953 

売上債権の増減額  301,305 △612,214 828,654 

たな卸資産の増減額  △786,767 261,604 △730,857 

未収入金の増減額  △282,000 43,947 △166,568 

有償受給材の増減額  456,331 79,266 △36,574 

仕入債務の増減額  458,143 △1,548,549 1,174,120 

未払金の増減額  △534,564 △37,490 336,398 

役員賞与の支払額  △15,000 － △15,000 

その他  111,220 478,891 △357,194 

小計  631,185 △852,322 1,764,138 

利息の支払額  △14,624 △50,300 △33,135 

リース解約による支払  － － △49,953 

法人税等の支払額  △385,591 △3,934 △754,147 

法人税等の還付による収入  － 366,355 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー  230,969 △540,201 926,902 

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  △1,152,897 △8,856,507 △1,667,136 

有形固定資産の売却による収入  － 55 22,148 

無形固定資産の取得による支出  △10,713 △6,585 △43,233 

国庫補助金等受入額  － 90,000 360,000 

その他  △38,651 △3,348 △46,703 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,202,262 △8,776,385 △1,374,924 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  1,500,000 1,000,000 1,000,000 

長期借入れによる収入  － 8,000,000 － 

長期借入金の返済による支出  △125,000 － △125,000 

配当金の支払額  △179,712 △179,712 △179,712 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,195,287 8,820,287 695,287 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  167 77 393 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  224,162 △496,221 247,658 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,638,592 1,886,251 1,638,592 
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 ※1 1,862,754 1,390,030 1,886,251 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 
１．資産の評価基準及び評価方法 
（1）デリバティブ 

時価法 
  （2）たな卸資産 

①製品、原材料、仕掛品・・・先入先出法による低価法 
②貯蔵品       ・・・先入先出法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）については、定額法）を採用しております。 
（会計方針の変更） 
法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、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。 

  これにより営業損失、経常損失及び税引前中間純損失は、それぞれ 27,234 千円増加しております。 
（追加情報） 
法人税法改正に伴い、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％に到達した事業年度の翌事業年度より、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。 

  これにより営業損失、経常損失及び税引前中間純損失は、それぞれ 9,329 千円増加しております。 
（2）無形固定資産 

ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 
（3）長期前払費用 

均等償却しております。 
３．引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 

債権の貸倒れ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。 

（2）役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上することとしております。 

（3）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認められる額を計上しております。 
会計基準変更時差異については、10 年による按分額を費用処理しております。 
過去勤務債務は、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費用処理して

おります。 
数理計算上の差異は、各事業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（10 年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 
（4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。 
４．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっております。 

５．ヘッジ会計の方法 
（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっており
ます。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段として金利スワップ取引を行っており、資金調達に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。 
（3）ヘッジ方針 

社内規程に基づき金利変動リスクをヘッジしております。 
（4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ有効性評価は、開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ手段とヘッジ対象の時価またはキャッシュ・
フロー変動を比較し、両者の変動比率等を基礎として行っております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすもの
については、ヘッジ有効性評価を省略しております。 

６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び随時引出し可能な預金からなってお
ります。 

７．その他中間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 
税抜方式によっております。 
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中間財務諸表に関する注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

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） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．中間期末日満期手形 

 中間末日満期手形の会計処理は、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、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。  

※１．中間期末日満期手形 

 中間末日満期手形の会計処理は、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、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。  

※１．期末日満期手形 

 期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、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。  

受取手形 31,480千円

支払手形 667,256千円

設備支払手形 77,967千円
 

受取手形 22,607千円

支払手形 204,623千円

設備支払手形 6,363千円
 

受取手形 30,265千円

支払手形 775,964千円

設備支払手形 43,588千円
 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

13,905,550千円  

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

17,329,437千円  

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

15,599,507千円  
※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ――――― 
 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

同左  

 
（中間損益計算書関係） 

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 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  

仕入割引 1,740千円

受取家賃 36,888千円
  

  
仕入割引 8,433千円

受取家賃 46,530千円
  

  
仕入割引 3,056千円

受取家賃 73,776千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 15,089千円

売上債権売却損 14,504千円

受取家賃原価 25,716千円
 

 
支払利息 51,497千円

売上債権売却損 19,124千円

受取家賃原価 34,177千円
 

  
支払利息 33,092千円

売上債権売却損 34,561千円

受取家賃原価 51,672千円
    

――――― ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 
   

国庫補助金等受入額 540,000千円
 

  
国庫補助金等受入額 360,000千円

 
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
  

固定資産除却損 5,340千円
 

  
固定資産除却損 18,022千円

 

  
固定資産除却損 16,519千円

リース解約損 49,953千円

たな卸資産廃棄損 295,169千円
 

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 1,547,497千円

無形固定資産 23,478千円
 

 
有形固定資産 1,890,998千円

無形固定資産 24,031千円
 

  
有形固定資産 3,337,586千円

無形固定資産 46,517千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
前中間会計期間（自 平成 18 年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に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 14,377,000 － － 14,377,000 

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

開示の対象となる新株予約権及び自己新株予約権に関する事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 

（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27日 
定時株主総会 普通株式 179,712 12.5 平成18年３月31日 平成18年６月28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） 
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 14,377,000 － － 14,377,000 

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

開示の対象となる新株予約権及び自己新株予約権に関する事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 

（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６月26日 
定時株主総会 普通株式 179,712 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 
前事業年度（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に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数
（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 14,377,000 － － 14,377,000 

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

開示の対象となる新株予約権及び自己新株予約権に関する事項はありません。 
 
４．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27日 
定時株主総会 普通株式 179,712 12.5 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

（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 

（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６月26日 
定時株主総会 普通株式 179,712 利益剰余金 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月27日 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 平成18年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 
（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

要約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）

現金及び預金勘定 1,862,754千円

現金及び現金同等物 1,862,754千円
  

  
（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,390,030千円

現金及び現金同等物 1,390,030千円
  

  
（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,886,251千円

現金及び現金同等物 1,886,251千円
  

 
（開示の省略） 
有価証券、デリバティブ取引、ストックオプション等、企業結合等に関する注記事項については、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。 

 
（リース取引関係） 
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） 

 
１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

 
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 
 
 
 
 
 

 
② 未経過リース料中間期末残高相当額 

 
 
 
 

 
③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
支払リース料 1,000,659 千円 

減価償却費相当額 919,192 千円 

支払利息相当額 82,430 千円 

 
④ 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
 

⑤ 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。 
 

２．オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 
 

 
 

 
取得価額相当額 
（千円） 

減価償却累計額相当額
（千円） 

中間期末残高相当額 
（千円） 

機械及び装置 10,268,738 4,738,649 5,530,089 

有形固定資産の「その他」 320,765 128,154 192,610 

合計 10,589,503 4,866,803 5,722,699 

１年内 1,756,061 千円 

１年超 4,070,341 千円 

合計 5,826,402 千円 

１年内 2,656 千円 

１年超 － 千円 

合計 2,656 千円 
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（持分法損益等） 
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） 
 該当事項はありません。 
 
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） 
 該当事項はありません。 
 
前事業年度  （自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 
 
（１株当たり情報） 

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 
（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 750円 71銭

１株当たり中間純損失 30円 48銭
  

 
１株当たり純資産額 502円 68銭

１株当たり中間純損失 86円 63銭
  

 
１株当たり純資産額 601円 81銭

１株当たり当期純損失 179円 69銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、潜在株式は存在する
ものの１株当たり中間純損失であるため
記載しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、潜在株式は存在する
ものの１株当たり当期純損失であるため
記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以
下のとおりであります。 

 
 

前中間会計期間 
（自 平成18年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 
（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）純損失   

中間（当期）純損失（千円） 438,281 1,245,541 2,583,468 

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）純損失（千円） 438,281 1,245,541 2,583,468 

期中平均株式数（株） 14,377,000 14,377,000 14,377,000 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － － － 

（うち新株予約権） (－) (－) (－) 

平成17年６月24日定

時株主総会決議新株

予約権 
（ストックオプション） 

平成17年６月24日定

時株主総会決議新株

予約権 
（ストックオプション） 

平成17年６月24日定

時株主総会決議新株

予約権 
（ストックオプション） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 
新株予約権 1,000個 新株予約権 810個 新株予約権 1,000個 

 
（重要な後発事象） 
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） 
 該当事項はありません。 
 
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） 
 該当事項はありません。 
 
前事業年度  （自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 
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５．その他 
（１）販売実績 

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 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 
     期別 

 
事業別 

金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

ＢＵＭＰ事業 4,328,473   43.1 4,483,756   41.5 8,225,172   39.3 

フィルムデバイス事業 5,723,955   56.9 6,323,183   58.5 12,721,179   60.7 

合計 10,052,429  100.0 10,806,939  100.0 20,946,351  100.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 


