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(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 4,247 △35.2 △1,159 － △1,187 － △1,762 －

18年９月中間期 6,549 5.3 226 △55.0 211 △54.5 114 △53.3

19年３月期 11,646 － △530 － △565 － △598 －

 
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 △240 93 －

18年９月中間期 15 71 15 64

19年３月期 △81 89 －

（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 10,470 5,232 50.0 715 34

18年９月中間期 12,372 7,708 62.3 1,053 86

19年３月期 12,384 6,994 56.5 956 27

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,232百万円 18年９月中間期 7,708百万円 19年３月期 6,994百万円

 
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 △219 430 △105 614

18年９月中間期 373 197 △858 373

19年３月期 506 △349 △308 509

 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   －   － 0 00

20年３月期   － －   
20年３月期（予想） －   － 0 00

 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 9,240 △20.7 △2,020 － △2,070 － △2,790 － △381 42
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４．その他 

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

② ①以外の変更        無 

(2）発行済株式数（普通株式） 

（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、15ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 7,315,000株 18年９月中間期 7,315,000株 19年３月期 7,315,000株

② 期末自己株式数 19年９月中間期 150株 18年９月中間期 120株 19年３月期 150株

※ 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） 

１．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。 

 ２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしま

した。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年11月15日）公表の「平成20年３月期中間期およ

び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

ａ．当中間会計期間の経営成績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速により輸出の伸びが鈍化したことや、好調が続いていた

設備投資の落ち込みに加え個人消費の回復テンポにも鈍化が見られたことなどから景気の回復は緩やかになりまし

た。 

 当社の属する日本半導体業界においては、市場全体としては緩やかな伸びを示しておりますが、当社の主力分野

の１つであるＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレー）駆動用ＩＣでは、前事業年度後半と比較し数量面におい

ては回復基調にあるものの価格下落は継続しており依然厳しい状況となりました。 

 このような経営環境のもと当社は、半導体テストハウス事業においては、ＦＰＤ駆動用ＩＣを中心に価格下落の

影響を受けたことに加え、顧客における生産動向の変化の影響を受けたことによる数量減少があったことにより、

売上高は前年同期比減収となりました。 

 一方、半導体設計事業においては、受託設計案件及び音声・オーディオ関係のロイヤリティ収入がともに不振で

あったことにより売上高は前年同期比減収となりました。 

 このような結果、当中間期の業績は、売上高は 4,247百万円（前年同期比 35.2％減）となりました。また労務

費の水準圧縮を中心としたコスト削減の実行により固定費の圧縮を図りましたが、売上高減少の影響が大きく営業

損失は 1,159百万円（前年同期比 1,386百万円減）、経常損失は 1,187百万円（前年同期比 1,398百万円減）とな

りました。更に、繰延税金資産の回収可能性について検討した結果、その全額を取り崩したことにより中間純損失

は 1,762百万円（前年同期比 1,877百万円減）となりました。 

  

ｂ．通期の見通し 

 下期につきましては、ＦＰＤ駆動用ＩＣについては数量は回復するものの価格下落が継続する見通しであるこ

と、またロジックＩＣについては顧客動向等により不透明な部分もあり、受注の大幅な回復は期待できない見通し

であります。このような状況のもと通期の売上高につきましては、9,240百万円（前年同期比 20.7％減）と予想し

ております。 

 損益面につきましては、生産性向上や各種費用の圧縮によるコストダウンを継続することに加え早期退職制度の

実施による固定費の削減を実行する予定でありますが、売上高低迷の影響が大きく、通期における営業損失

は 2,020百万円（前年同期比 1,489百万円減）、経常損失は 2,070百万円（前年同期比 1,504百万円減）、また中

間期において繰延税金資産の全額を取り崩したことにより当期純損失は 2,790百万円（前年同期比 2,191百万円

減）と予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

ａ．資産、負債及び純資産の状況 

 当中間会計期間末における総資産は、主に、売上高の減少による売上債権の減少および固定資産の取得等に伴う

現金及び預金の減少に加え、繰延税金資産を取り崩したことにより前事業年度末に比べて 1,914百万円減少し、

10,470百万円となりました。 

 負債につきましては、主に、長期借入金の返済および未払金の減少があったこと等により前事業年度末に比べ

て 152百万円減少し、5,237百万円となりました。 

 純資産につきましては、中間純損失の計上により利益剰余金が 1,762百万円減少したことにより前事業年度末に

比べて 1,762百万円減少し、5,232百万円となりました。 

  

ｂ．キャッシュ・フローの状況 

 当中間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、営業活動によるキャッシュ・フロー

が 219百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが 430百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フロ

ーが 105百万円の支出となった結果、前事業年度末に比べ 105百万円増加（前期比 20.8％増）し、当中間会計期

間末には 614百万円となりました。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は 219百万円となりました。 

 これは主に、税引前中間純損失 1,175百万円の計上による資金の減少に対し、減価償却費の計上 422百万円お

よび売上債権の減少 654百万円による資金の増加等では補うことができなかったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は 430百万円となりました。 
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 これは主に、固定資産の取得による支出 359百万円があったものの、定期預金の満期に伴う 750百万円の払戻

があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は 105百万円であります。 

 これは主に、短期借入金の増加 110百万円があったものの、長期借入金の返済 130百万円および長期未払金の

支払 85百万円があったこと等によるものであります。 

  

なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 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（期末株価終値×期末発行済株式総数）／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 

 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 

※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。有利子負債は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。 

※平成18年３月期及び平成19年９月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと考え、企業体質の強化と事業展開に向けた内部留保の

充実を勘案しながら、業績に見合った利益還元を行っていく所存であります。また、内部留保資金は企業体質の強化

および今後の設備投資に有効活用し、将来の成長に向け努める所存であります。 

  なお、当事業年度の業績に鑑み、今期の配当につきましては見送らさせていただく予定であります。 

 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（％） 58.2 61.3 56.5 50.0 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
－ 102.4 32.5 23.8 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
0.6 － 5.0 － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
64.4 － 18.8 － 
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２．企業集団の状況 
最近の有価証券報告書（平成19年６月29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）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標 

 平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月14日開示）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。 

 当該中間決算短信は、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.gti.co.jp/ 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 現在、当社は今般の業績に鑑み、また今後の経営環境の変化に対応すべく中期経営計画を策定中であり、今後はこ

の計画に基づき事業構造の改善に取り組んでまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 わが国の半導体生産については、デジタル化・ＩＴ化の進展の中で中期的には成長が期待されますが、国際競争の

激化により半導体の価格下落は継続していくものと考えられます。 

 このような状況の中で、当社は中期的な発展に向けた施策を継続しつつも、早期黒字化を実現すべく、コストダウ

ンの推進や受注拡大に重点を置き、以下の主要な経営施策を推進していく考えです。 

  

ａ．半導体テストハウス事業 

 ・生産体制見直しを含む生産性向上や購入単価見直しを中心としたコストダウンの推進 

 ・テスト開発力を活かした量産テストの取り込み拡大 

 ・ファウンドリー会社およびファブレスメーカーなどの新規顧客の取り込み 

 ・コンタクト技術分野での新規メニューの早期立上げと拡大 

  

ｂ．半導体設計事業 

 ・音声・オーディオ・通信分野を中心としたＩＰ（設計資産）ビジネスの強化 

 ・情報セキュリティ技術のＬＳＩ化製品の開発 
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４．中間財務諸表 
(1）中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 
（平成18年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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預
金 

  1,073,479   614,958 △458,521 1,259,025 

２．受取手形   24,801   39,025 14,223 21,018 

３．売掛金   4,903,749   3,666,080 △1,237,668 4,338,670 

４．たな卸資産   275,132   375,530 100,397 192,015 

５. 繰延税金資
産 

  205,148   － △205,148 174,570 

６．その他   180,488   186,889 6,401 237,315 

７．貸倒引当金   △4,916   △3,946 969 △4,327 

流動資産合計    6,657,884 53.8 4,878,538 46.6 △1,779,346   6,218,288 50.2

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資
産 

        

(1）建物   2,341,539   2,691,189 349,649 2,787,467 

(2）機械及び
装置 

  1,566,314   1,612,666 46,351 1,627,496 

(3）工具器具
備品 

  503,421   523,763 20,341 539,031 

(4）その他   175,630   64,995 △110,635 76,678 

有形固定資
産合計 

  4,586,906   4,892,614 305,708 5,030,673 

２．無形固定資
産 

  531,200   510,822 △20,378 543,518 

３．投資その他
の資産 

        

(1）繰延税金
資産 

  415,733   － △415,733 406,150 

(2）その他   180,709   188,385 7,675 186,171 

投資その他
の資産合計  

  596,442   188,385 △408,057 592,321 

固定資産合計    5,714,549 46.2 5,591,822 53.4 △122,727   6,166,513 49.8

資産合計    12,372,433 100.0 10,470,360 100.0 △1,902,073   12,384,802 100.0 
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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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   389,822   147,015 △242,807 126,452 

２．短期借入金   810,000   310,000 △500,000 200,000 

３．1年以内返済
予定の長期
借入金 

  243,500   330,500 87,000 307,200 

４．未払金   1,134,137   1,194,015 59,878 1,249,747 

５．未払法人税
等 

  143,000   14,100 △128,900 － 

６．賞与引当金   388,681   297,187 △91,493 354,794 

７．その他   267,609   216,167 △51,441 234,086 

流動負債合計    3,376,750 27.3 2,508,986 24.0 △867,763   2,472,280 19.9

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   －   1,001,700 1,001,700 1,155,300 

２．退職給付引
当金 

  898,159   1,020,180 122,021 951,953 

３．役員退職慰
労引当金 

  92,333   83,649 △8,683 99,675 

４．長期未払金   296,314   623,244 326,930 710,619 

固定負債合計    1,286,806 10.4 2,728,774 26.0 1,441,967   2,917,548 23.6

負債合計    4,663,556 37.7 5,237,760 50.0 574,203   5,389,828 43.5

          

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                    

１．資本金    2,633,950 21.3  2,633,950 25.1 －  
2,633,950 

  
21.3 
  

２．資本剰余金             

(1）資本準備
金  2,541,030   2,541,030    2,541,030   

資本剰余金
合計   2,541,030 20.5  2,541,030 24.3 －  2,541,030 20.5 

３．利益剰余金             

(1）利益準備
金  12,000   12,000    12,000   

(2）その他利
益剰余金               

繰越利益
剰余金  2,522,106   45,852    1,808,226   

利益剰余金
合計 

   2,534,106 20.5  57,852 0.6 △2,476,253  1,820,226 14.7 

４．自己株式    △209 △0.0  △232 △0.0 △23  △232 △0.0 

株主資本
合計 

   7,708,877 62.3  5,232,599 50.0 △2,476,277  6,994,974 56.5 

純資産合計   7,708,877 62.3  5,232,599 50.0 △2,476,277  6,994,974 56.5 

負債純資産合
計   12,372,433 100.0  10,470,360 100.0 △1,902,073  12,384,802 100.0 
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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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    6,549,939 100.0 4,247,109 100.0 △2,302,829   11,646,014 100.0 

Ⅱ 売上原価    5,670,290 86.6 4,792,449 112.8 △877,840   10,896,686 93.6

売上総利益又
は売上総損失
（△） 

   879,649 13.4 △545,340 △12.8 △1,424,989   749,327 6.4

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

   652,675 9.9 614,569 14.5 △38,105   1,280,055 11.0

営業利益又は
営業損失
（△） 

   226,973 3.5 △1,159,910 △27.3 △1,386,884   △530,727 △4.6

Ⅳ 営業外収益    1,616 0.0 4,584 0.1 2,967   6,143 0.1

Ⅴ 営業外費用    16,689 0.3 31,721 0.8 15,031   41,027 0.4

経常利益又は
経常損失
（△） 

   211,901 3.2 △1,187,047 △28.0 △1,398,948   △565,611 △4.9

Ⅵ 特別利益    4,401 0.1 13,068 0.3 8,666   7,521 0.1

Ⅶ 特別損失    583 0.0 1,221 0.0 638   10,105 0.1

税引前中間純
利益又は税引
前中間（当
期）純損失
（△） 

   215,719 3.3 △1,175,201 △27.7 △1,390,921   △568,195 △4.9

法人税、住民
税及び事業税 

  123,475   6,452  13,277 

法人税等調整
額 

  △22,636 100,838 1.5 580,720 587,173 13.8 486,334 17,524 30,802 0.2

中間純利益又
は中間（当
期）純損失
（△） 

   114,881 1.8 △1,762,374 △41.5 △1,877,255   △598,997 △5.1
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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。 

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 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,632,600 2,539,680 2,539,680 12,000 2,480,343 2,492,343 △171 7,664,452 7,664,452 

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 1,350 1,350 1,350         2,700 2,700 

剰余金の配当（注）         △73,119 △73,119   △73,119 △73,119 

中間純利益         114,881 114,881   114,881 114,881 

自己株式の取得             △37 △37 △37 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
1,350 1,350 1,350 － 41,762 41,762 △37 44,424 44,424 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 2,522,106 2,534,106 △209 7,708,877 7,708,877 

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 1,808,226 1,820,226 △232 6,994,974 6,994,974 

中間会計期間中の変動額          

中間純損失         △1,762,374 △1,762,374   △1,762,374 △1,762,374 

中間会計期間中の変動額合計  

（千円） 
－ － － － △1,762,374 △1,762,374 － △1,762,374 △1,762,374 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 45,852 57,852 △232 5,232,599 5,232,599 
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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）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 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,632,600 2,539,680 2,539,680 12,000 2,480,343 2,492,343 △171 7,664,452 7,664,452 

事業年度中の変動額          

新株の発行 1,350 1,350 1,350         2,700 2,700 

剰余金の配当（注）         △73,119 △73,119   △73,119 △73,119 

当期純損失         △598,997 △598,997   △598,997 △598,997 

自己株式の取得             △61 △61 △61 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
1,350 1,350 1,350 － △672,117 △672,117 △61 △669,478 △669,478 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 1,808,226 1,820,226 △232 6,994,974 6,994,974 
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書 

    

前中間会計期間 

（自 平成18年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 
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） 
増減 
（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） 
純利益 

  215,719 △1,175,201   △568,195

減価償却費   423,192 422,859   877,142

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

  241 △381   △346

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

  1,024 △57,606   △32,862

退職給付引当金の増加
額 

  75,316 68,226   129,110

役員退職慰労引当金の
増加額（△減少額） 

  7,342 △16,026   14,685

受取利息及び受取配当
金 

  △257 △939   △603

支払利息   11,063 23,518   26,916

固定資産廃却損   56 1,071   9,465

固定資産売却損   503 －   503

固定資産売却益   △4,401 △13,068   △7,521

売上債権の減少額 
（△増加額） 

  △213,111 654,583   355,750

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

  △46,452 △183,515   36,664

仕入債務の増加額 
（△減少額） 

  95,319 20,563   △168,050

未払消費税等の減少額   △19,912 △8,596   △47,774

その他   111,711 △28,225   288,344

小計   657,356 △292,736 △950,093 913,228

利息及び配当金の受取
額 

  257 939   603

利息の支払額   △11,313 △23,251   △26,894

法人税等の還付額   － 96,198   －

法人税等の支払額   △273,135 △187   △380,810

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  373,164 △219,038 △592,203 506,127
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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 
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） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

定期預金の預入による
支出 

  － －   △750,000

定期預金の払戻による
収入 

  500,000 750,000   1,200,000

投資有価証券の取得に
よる支出 

  － －   △3,000

固定資産の取得による
支出 

  △313,779 △359,345   △814,570

固定資産の売却による
収入 

  10,800 40,227   17,700

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  197,020 430,882 233,861 △349,870

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
（△減少額） 

  △530,000 110,000   △1,140,000

長期借入れによる収入   － －   1,500,000

長期借入金の返済によ
る支出 

  △245,750 △130,300   △526,750

長期未払金の支払によ
る支出 

  △12,614 △85,561   △71,997

株式の発行による収入   2,700 －   2,700

自己株式の取得による
支出 

  △37 －   △61

配当金の支払額   △72,517 △49   △72,636

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △858,219 △105,910 752,308 △308,745

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額（△減少額） 

  △288,034 105,933 393,967 △152,488

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  661,514 509,025 △152,488 661,514

Ⅵ 現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 

※１ 373,479 614,958 241,478 509,025
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の半期報告書（平成18年12月22日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

注記事項 

（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 

（平成18年９月30日現在） 

※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 

（平成19年９月30日現在） 

※１．現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,073,479千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△700,000千円

現金及び現金同等物 373,479千円

現金及び預金勘定 614,958千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
－千円

現金及び現金同等物 614,958千円

現金及び預金勘定 1,259,025千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
 △750,000千円

現金及び現金同等物  509,025千円

 ──────  ──────  ２．重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したフ

ァイナンス・リース取引に係る資

産及び債務の額は、それぞれ  

799,878千円であります。 
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（リース取引関係） 

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．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．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間 
期末残高 
相当額 

機械及
び装置 

11,431,654 4,045,306 7,386,347 

工具器
具備品 

40,687 26,721 13,966 

車 両 
運搬具 

2,866 1,385 1,481 

ソフト
ウェア 

61,622 32,419 29,203 

合計 11,536,831 4,105,832 7,430,998 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間 
期末残高 
相当額 

機械及
び装置 

14,227,729 6,117,805 8,109,923

工具器
具備品 

45,890 27,957 17,933

車 両 
運搬具 

3,561 118 3,443

ソフト
ウェア 

58,142 40,567 17,575

合計 14,335,324 6,186,449 8,148,875

取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

機械及
び装置 

13,609,941 5,057,295 8,552,645

工具器
具備品 

42,831 30,443 12,387

車 両 
運搬具 

2,866 1,672 1,194

ソフト
ウェア 

58,142 34,753 23,389

合計 13,713,782 5,124,164 8,589,617

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 2,270,127千円

１年超 5,422,463千円

合計 7,692,590千円

１年内 2,843,691千円

１年超 5,643,885千円

合計 8,487,577千円

１年内 2,724,281千円

１年超 6,090,459千円

合計 8,814,741千円

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(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 1,154,776千円

減価償却費相当額 1,156,237千円

支払利息相当額 58,595千円

支払リース料 1,416,405千円

減価償却費相当額 1,392,978千円

支払利息相当額 72,200千円

支払リース料 2,355,571千円

減価償却費相当額 2,286,380千円

支払利息相当額 130,149千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 565,891千円

１年超 850,934千円

合計 1,416,825千円

１年内 265,489千円

１年超 361,159千円

合計 626,648千円

１年内 339,073千円

１年超  369,689千円

合計   708,763千円
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（持分法損益等） 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益（△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) 

該当事項はありません。 同左 同左 

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 1,053.86円

１株当たり中間純利益

金額 
15.71円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
15.64円  潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権残高を

有しておりますが、当中間会計期間は

１株当たり中間純損失を計上しており

ますので記載しておりません。 

１株当たり純資産額  715.34円

１株当たり中間純損失

金額 240.93円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、新株予約権残高を

有しておりますが、当事業年度は１株

当たり当期純損失を計上しております

ので記載しておりません。 

１株当たり純資産額  956.27円

１株当たり当期純損失

金額 81.89円

  
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

利益（△損失）金額 
      

中間（当期）純利益（△損

失）金額 

（千円） 

114,881 △1,762,374 △598,997 

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（△損失）金額

（千円） 

114,881 △1,762,374 △598,997 

普通株式の期中平均株式数 

（千株） 
7,314 7,314 7,314 

        

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 

（千株） 
33 － － 

（うち新株予約権） (33) － － 

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）純利益金

額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

－ 新株予約権（新株予約権の

数 525個（105千株）） 

新株予約権（新株予約権の

数 527個（105千株）） 
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（重要な後発事象） 

  

（開示の省略） 

 有価証券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） 

 ────── 早期退職優遇制度の実施について 

 当社は、平成19年10月１日開催の

取締役会において、中長期的な損益

改善を目的とし、人員体制の見直し

および労務構成の適正化による会社

収益に見合ったコスト構造の構築を

図るため、早期退職優遇制度を実施

することを決議いたしました。 

(１)募集人員 

30名程度 

(２)対象者 

平成19年12月31日現在、満35歳

以上・勤続年数１年以上の従業

員 

(３)募集期間 

平成19年11月16日から平成19年

11月30日まで 

(４)退職日 

平成19年12月31日 

(５)損益に与える影響額 

今回の早期退職優遇制度の実施

に伴う特別退職金等の約 140百

万円は、平成20年３月期におい

て特別損失として計上する予定

であります。 

 ────── 
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