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１．平成19年９月期の業績（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期 9,305 13.7 721 △32.9 638 △32.0 402 △33.0

18年９月期 8,184 24.8 1,074 26.5 939 27.1 600 26.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年９月期 62 33 － － 8.6 5.7 7.8

18年９月期 114 41 112 81 21.8 11.2 11.5

（参考）持分法投資損益 19年９月期 －百万円 18年９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月期 12,290 4,797 39.0 743 85

18年９月期 10,073 4,525 44.9 701 62

（参考）自己資本 19年９月期 4,797百万円 18年９月期 4,525百万円

(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月期 △820 △68 1,514 1,456

18年９月期 716 △3,172 1,903 831

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年９月期 － － － － － － 20 00 20 00 129 21.5 4.2

19年９月期 － － － － － － 15 00 15 00 96 24.1 2.1

20年９月期（予想） － － － － － － 15 00 15 00 － 19.3 －

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 5,580 16.9 405 △16.0 354 △21.9 224 △21.7 34 73

通期 11,162 20.0 903 25.1 791 23.8 502 24.9 77 83
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、17ページ「重要な会計方針の変更」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月期 6,450,000株 18年９月期 6,450,000株

②　期末自己株式数 19年９月期 －株 18年９月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①  当期の経営成績　

 　 当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国における「サブプライムローン」の焦げ付き急増によ

るローン会社の破たんをきっかけとした米株価の急落などの懸念材料があるにも拘わらず、大企業を中心とした好

調な企業業績から、設備投資や輸出の拡大などを背景に概ね堅調に推移いたしました。

    一方当社の主力製品であります露光装置のマーケット、プリント基板業界は前年度の好調に比し、設備投資もや

や低調に推移いたしました。それに伴い同業他社との販売競争激化という厳しい状況下において、引き続き営業努

力を積み重ねました結果、露光装置の販売は前期比で4.7％増となり、また、第２の事業の柱として尽力しておりま

す精密部品自動成形ラインや金型につきましても販売が順調に伸長し、前期比57.3％増（部品を含める）となりま

した。しかしながら、市場のニーズにより、比較的原価率の高い売上構成になったこと、平成18年12月から稼働し

ております新工場（長岡第二工場）の減価償却費の増加、人件費の増加、研究開発費等の増加により、利益を圧迫

する結果となり、増収減益を余儀なくされることとなりました。

    以上の結果、売上高9,305,169千円（前年同期比13.7％増）、営業利益721,674千円（前年同期比32.9％減）、経

常利益638,720千円（前年同期比32.0％減）、当期純利益402,002千円（前年同期比33.0％減）となりました。

 

②　次期の見通し 　

 　 今後のわが国経済の見通しにつきましては、金利の動向や原油化価格の動向などの不安材料もあり、予断を許さ

  ない厳しい経営環境が続くことが予想されます。

 　 このような環境の中、当社は引き続き、生産効率の向上を図るとともに、原価低減等に更に取り組み、業績の向

  上に努めてまいります。

　　なお、通期の業績見通しは、売上高11,162百万円（前年同期比20.0％増）、営業利益903百万円（前年同期比

25.1％増）、経常利益791百万円（前年同期比23.8％増）、当期純利益502百万円（前年同期比24.9％増）でありま

す。 

　このたび、平成19年９月30日付をもって、大船国際有限公司との販売代理店契約を解消致しました。当該事項は、

株式会社ジャスダック証券取引所に平成19年10月23日付で公表致しました「販売代理店契約解消に関するお知らせ」

をご参照ください。

　今回の販売代理店の変更により、従来台湾においては一部を除き大船国際有限公司（販売代理店）を通じてＰＷ

Ｂメーカー、半導体用パッケージメーカー、ＦＰＤメーカー等のユーザーに対して販売を行っておりましたが、今

後は新たに選定した販売代理店（連達国際股份有限公司及び連達国際（香港）有限公司）の仲介により当社がユー

ザーに直接販売を行うこととなりました。このため、仲介手数料と同額の売上高及び売上総利益は増加しますが、

同額の販売管理費が増加するため営業利益に与える影響はありません。

　なお、大船国際有限公司との販売代理店契約を解消したことによる今後の業績に与える影響は、代替となる代理

店選定は既に終了しているため軽微であります。 

(2）財政状態に関する分析

 ① 財政状態の分析

  a 資産

　  資産合計は、12,290,268千円（前期と比べ2,216,850千円増）となりました。

　流動資産の増加（前期と比べ1,457,056千円増）は、決算期末直近の売上高増加に伴う売掛金の増加（前期と比べ

1,120,152千円増）並びにたな卸資産が増加（前期と比べ683,760千円増）したことが主な要因となっております。

  固定資産の増加は（前期と比べ759,793千円増）は、主に有形固定資産の増加（前期と比べ702,351千円増）によ

るものであります。　　　　

 　 　有形固定資産の増加の主な内訳は、新工場（長岡第二工場）建設工事竣工等による建物の増加（前期と比べ

2,040,043千円）並びに建設仮勘定の資産振替による減少（前期と比べ1,764,000千円減）であります。 

  b 負債

 　　 負債合計は、7,492,407千円（前期と比べ1,944,470千円増）となりました。

　流動負債の増加（前期と比べ1,475,131千円増）は、仕入債務の増加（前期と比べ511,846千円増）並びに運転資

金の調達による短期借入金の増加（前期と比べ732,000千円増）及び一年以内返済予定長期借入金が増加（前期と比

べ180,554千円増）したことが主たる要因であります。

　固定負債の増加（前期と比べ469,338千円増）は、長期借入金の増加（前期と比べ850,409千円増）並びに社債の

一年以内振替額が減少（前期と比べ400,000千円減）したことが主たる要因であります。

㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期決算短信（非連結）

－ 3 －



  C 純資産

 　　 純資産合計は、4,797,861千円（前期と比べ272,379千円増）となりました。

　主たる要因は、当期純利益402,002千円を計上したことによる増加及び配当金の支払い129,000千円による減少で

あります。

  

 ② キャッシュ・フローの状況

 　　 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権、たな卸資産が1,728,680千円増

加したこと、新工場（長岡第二工場）建設等の有形固定資産の取得903,376千円の資金支出がありましたが、税引前

当期純利益647,119千円の計上並びに運転資金の調達による借入金収入1,762,963千円及び定期預金満期収入742,525

千円等により、当事業年度末の残高は1,456,969千円となりました。また、当事業年度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）

 　　当事業年度において営業活動の結果支出した資金は820,831千円（前年同期に対して1,537,183千円の減少）となり

ました。

　これは、主に税引前当期純利益647,119千円の利益計上並びに仕入債務が597,238千円増加し、新工場（長岡第二工

場）稼働等による減価償却費計上275,493千円の増加要因がありましたが、売上債権が1,012,679千円、たな卸資産が

716,000千円増加したこと及び法人税等の支払額397,948千円の資金支出により減少したこと等が主な要因であります。

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　当事業年度において投資活動の結果支出した資金は68,649千円（前年同期に対して3,103,878千円の増加）となり

ました。

　これは主に定期預金が742,525千円、貸付金が120,300千円純増加による収入がありましたが、新工場（長岡第二工

場）建設等の有形固定資産の取得903,376千円の支出による減少が主な要因であります。

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　　当事業年度において財務活動の結果得られた資金は1,514,858千円（前年同期に対して389,046千円の減少）となり

ました。

　これは、主に配当金の支払額127,573千円並びに社債の償還による支出100,000千円がありましたが、運転資金の調

達により短期借入金及び長期借入金が1,762,963千円純増加したことによるものであります。

 

 なお、直近２事業年度におけるキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

　　　　平成18年９月 　　　　平成19年９月

自己資本比率（％） 44.9 39.0

時価ベースの自己資本比率 99.9 27.8

債務償還年数 3.8 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.1 －

（注）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

 　　 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 

 １．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

 ２．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債の内、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．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま　

す。

 ４．利払いは、損益計算書の支払利息、社債利息を使用しております。

 ５．平成19年９月期の営業活動によるキャッシュ・フローは損失（マイナス）のため、債務償還年数とインタレスト・

カバレッジ・レシオは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・次期の配当

  　当社は、株主への長期的かつ総合的な利益還元を経営上の重要課題と位置付けておりますが、配当政策につきま

しては、企業体質の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を継続的に行う

ことを基本方針としております。内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開を踏まえて、研究開発、生

産機器及び設備投資等に有効に活用し、業績の一層の向上に努めてまいります。

 

(4）事業等のリスク 

    最近の有価証券報告書（平成18年12月27日提出）における事業等のリスクから重要な変更があったものは次のと

おりであります。

 ① 特定の販売先への依存度について

    当社の台湾・中国向け輸出の販売代理店である大船国際有限公司グループへの売上高が全売上に占める割合は、

第23期が39.0％、第24期が31.2％と高い水準で推移して参りました。

　　このたび、平成19年９月30日付をもって、大船国際有限公司との販売代理店契約を解消致しました。当該事項は、

株式会社ジャスダック証券取引所に平成19年10月23日付で公表致しました「販売代理店契約解消に関するお知らせ」

をご参照ください。このたび販売代理店契約の解消により大船国際有限公司への依存度はなくなりますが、代替と

なる代理店の選定は既に終了しているため、台湾・中国向け輸出売上に与える影響は軽微であります。

２．企業集団の状況
 　最近の有価証券報告書（平成18年12月27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18年９月期決算短信（平成18年11月15日開示）により変更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．ａｄｔｅｃ．ｃｏｍ　

（ジャスダック証券取引所ホームページ） 

ｈｔｔｐ//ｊｄｓ．ｊａｓｄａｑ．ｃｏ．ｊｐ/ｔｅｋｉｊｉ/

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  1)主力事業の収益力強化

 　 市場構造の変化に合わせ、最適な資源配分を行うことで、主力製品である露光装置の収益力強化だけでなく、成長

機会の拡大やリスク分散を実現する。スピード、コスト、品質において世界トップクラスの競争力を維持する。　　

 （ハイエンドモデル）圧倒的な技術優位性による新製品開発

 （ミドルクラスモデル）技術優位性とコストのバランス

 （ローエンドモデル）コストダウンの徹底

 

 2)新規事業の本格展開

 　創業より培ったＦＡ装置製造技術を生かし、最先端技術への関与、周辺ビジネスへの展開により新たな収益確保

 をねらう。積極的な事業提携（Ｍ＆Ａも視野）により、製造ノウハウの獲得、販売経路の拡大を推進する。

（自動成形ライン）コストダウンと機能向上により安定供給 

（金型事業）製造ノウハウの蓄積とコストダウン

（その他）シナジー効果を生む新たな事業の創出
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 3)組織体制の確立

 ①販売代理店網の強化拡充

 ②社会変化に柔軟に対応しうる経営体質、効率的な経営システムの充実

 　・内部統制システムの確立

 　・リスク管理体制の充実

 ③組織・人事の活性化

 　・社会変化に対応できるフレキシブルな組織運営と組織の効率化、戦略的な人員配置

 　・戦略的賃金体系の導入

 

(4) 会社の対処すべき課題 

 ①経営環境の変化への対応 

  プリント配線板業界におきましては、デジタル機器等エレクトロニクス関連最終製品の需要動向に左右されや

すい業界であります。露光装置をはじめとする当社の製品は、プリント配線板メーカーの設備投資計画の動向に

左右されますが、当社は、マーケット動向を先取りした販売戦略を迅速に実行することにより、経営環境の変化

に対応する所存であります。

②開発・技術力の向上 

　プリント配線板業界はデジタル機器等の機能向上に伴い、絶え間ない技術革新が必要とされる業界でありま

す。

　当社におきましては、露光装置をはじめとする製品において圧倒的な技術優位性を確保し、他社に先駆けた新

機能を搭載した新製品の市場投入が不可欠であります。当社は市場ニーズにマッチした新製品をタイムリーに開

発する体制を構築し、競合他社とのとの差別化のための要素技術の向上に努めます。 

 ③新工場（長岡第二工場）の安定稼働と新生産ラインの構築

 　　当社は、新潟県長岡市に新工場を建設いたしました。新工場は、2006年11月に竣工し、2006年12月より本格稼

働いたしました。新工場の安定稼働により、信頼性の向上を目指し、合わせて納期短縮とコストダウンに努めま

す。

 ④新規事業戦略の創造

   　　当社は、70.0％を露光装置に依存する露光装置専業メーカーであります。露光装置に依存する体質は、経営資源

を露光装置に集中できる強味でもありますが、プリント基板市場の景気変動を受けやすいのが弱味であるとも認識

しております。

　今後は、第２の事業の柱として尽力しております精密部品自動成形ラインや金型事業につきましても、生産体

制・販売体制の一層の向上に努めます。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所に平成19年11月15日付で開示致しました「コーポ

レート・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。

(6）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．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 2,270,118 2,152,969  

２．受取手形 ※４ 170,749 49,427  

３．売掛金 1,321,615 2,441,767  

４．商品 62,980 65,038  

５．原材料 598,365 682,781  

６．仕掛品 1,704,664 2,301,950  

７．前渡金 85,392 －  

８．前払費用 31,542 33,449  

９．繰延税金資産 197,554 184,250  

10．未収還付消費税等 160,458 293,097  

11．短期貸付金 220,300 45,000  

12．その他 24,472 55,536  

流動資産合計 6,848,213 68.0 8,305,270 67.6 1,457,056

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１ 926,996 3,112,889

減価償却累計額 △569,138 357,857 △714,988 2,397,900  

(2)構築物 ※１ 104,171 345,904

減価償却累計額 △83,514 20,656 △122,218 223,685  

(3）機械及び装置 ※１ 569,735 730,440

減価償却累計額 △465,208 104,527 △501,943 228,497  

(4）車両運搬具 5,412 5,412

減価償却累計額 △4,650 762 △4,856 556  

(5）工具器具備品 ※１ 136,104 203,663

減価償却累計額 △95,179 40,925 △124,710 78,952  

(6）土地 ※１ 509,799 571,287  

　　（7）建設仮勘定 1,764,000 －  

有形固定資産合計 2,798,528 27.8 3,500,880 28.5 702,351
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前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産

(1）ソフトウエア 42,223 36,652  

(2）その他 1,984 9,371  

無形固定資産合計 44,207 0.4 46,023 0.3 1,816

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 14,446 13,395  

(2）出資金 88 89  

(3) 長期貸付金 － 55,000  

(4）長期前払費用 1,540 1,120  

(5）繰延税金資産 176,920 149,885  

(6) 敷金保証金 125,787 90,191  

(7）その他  63,686 128,412  

投資その他の資産合
計

382,468 3.8 438,094 3.6 55,625

固定資産合計 3,225,204 32.0 3,984,998 32.4 759,793

資産合計 10,073,418 100.0 12,290,268 100.0 2,216,850

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※４ 1,522,639 1,947,422  

２．買掛金 382,086 469,151  

３．短期借入金  － 732,000  

４．一年以内返済予定長
期借入金

※１ 723,779 904,333  

５．一年以内償還予定社
債

100,000 400,000  

６．未払金 209,627 99,691  

７．未払費用 51,318 56,859  

８．未払法人税等 234,246 36,120  

９．前受金 13,849 －  

10．預り金 16,663 26,791  

11．賞与引当金 142,500 136,300  

12．製品保証引当金 65,804 77,451  

13．設備支払手形 18,982 70,507  

流動負債合計 3,481,497 34.6 4,956,629 40.3 1,475,131
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前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債

１．社債 600,000 200,000  

２．長期借入金 ※１ 1,292,418 2,142,827  

３．役員退職慰労引当金 174,021 192,951  

固定負債合計 2,066,439 20.5 2,535,778 20.7 469,338

負債合計 5,547,937 55.1 7,492,407 61.0 1,944,470

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 1,438,220 14.3 1,438,220 11.7 －

　２．資本剰余金

(1) 資本準備金 1,822,015 1,822,015

資本剰余金合計 1,822,015 18.1 1,822,015 14.8 －

３．利益剰余金

（1）利益準備金 5,400 5,400

（2）その他利益剰余金

　　別途積立金 88,561 588,561

　　繰越利益剰余金 1,168,916 941,919

利益剰余金合計 1,262,877 12.5 1,535,880 12.5 273,002

株主資本合計 4,523,112 44.9 4,796,115 39.0 273,002

Ⅱ　評価・換算差額等

　１．その他有価証券評価
差額金

2,368 0.0 1,745 0.0 △623

　　評価・換算差額等合計 2,368 0.0 1,745 0.0 △623

純資産合計 4,525,481 44.9 4,797,861 39.0 272,379

負債・純資産合計 10,073,418 100.0 12,290,268 100.0 2,216,850
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．製品売上高 8,119,195 9,223,963

２．商品売上高 65,563 8,184,758 100.0 81,205 9,305,169 100.0 1,120,410

Ⅱ　売上原価

１．製品売上原価

(1）期首製品たな卸高 － －

(2）当期製品製造原価 4,967,892 6,047,648

合計 4,967,892 6,047,648

(3）他勘定振替高 ※１ 2,588 19,362

(4）期末製品たな卸高 － －

製品売上原価 4,965,303 6,028,285

２．商品売上原価

(1）期首商品たな卸高 8,859 62,980

(2）当期商品仕入高 98,656 60,709

合計 107,515 123,689

(3）他勘定振替高  － －

(4）期末商品たな卸高 62,980 65,038

商品売上原価 44,535 5,009,839 61.2 58,651 6,086,936 65.4 1,077,097

売上総利益 3,174,919 38.8 3,218,232 34.6 43,313

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3 2,100,197 25.7 2,496,557 26.8 396,359

営業利益 1,074,721 13.1 721,674 7.8 △353,046

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 2,403 2,687

２．受取配当金 852 941

３．受取手数料 510 983

４．保険金収入 － 1,731

５．法人税等還付加算金 336 377

６．為替差益 166 73

７．雇用開発助成金 926 384

８．その他 133 5,329 0.1 352 7,531 0.1 2,202
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前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 60,017 57,896

２．手形売却損 1,618 1,932

３．社債利息 4,543 3,867

４．株式交付費 34,141 －

５．シンジケートローン
手数料

32,000 15,000

６．コミットメント
フィー

5,189 5,164

７．その他 3,388 140,899 1.7 6,625 90,485 1.0 △50,413

経常利益 939,151 11.5 638,720 6.9 △300,430

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※４ 13,772 －

２．貸倒引当金戻入益 990 －

３．役員退職慰労引当金
戻入益

－ 2,822

４．事故保険金収入  ※５ － 14,762 0.2 47,190 50,012 0.5 35,250

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※６ 150 8,527

２．減損損失 ※７ 13,178   －    

３．事故による損失 ※８ － 13,328 0.2 33,086 41,614 0.4 28,285

税引前当期純利益 940,584 11.5 647,119 7.0 △293,465

法人税、住民税及び
事業税

357,401 204,350

法人税等調整額 △16,989 340,412 4.2 40,765 245,116 2.7 △95,296

当期純利益 600,172 7.3 402,002 4.3 △198,169
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 3,639,718 58.1 4,378,428 56.3 738,709

Ⅱ　労務費 1,212,575 19.3 1,420,060 18.3 207,485

Ⅲ　経費 ※１ 1,414,065 22.6 1,979,231 25.4 565,166

当期総製造費用 6,266,359 100.0 7,777,720 100.0 1,511,360

期首仕掛品たな卸高 1,271,303 1,704,664 433,361

合計 7,537,663 9,482,385 1,944,721

期末仕掛品たな卸高 1,704,664 2,301,950 597,286

他勘定振替高 ※２ 865,106 1,132,785 267,678

当期製品製造原価 4,967,892 6,047,648 1,079,756

前事業年度 当事業年度

原価計算の方法 個別原価計算によっております。 同左

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

外注加工費（千円） 906,975 1,069,386

減価償却費（千円） 67,156 257,243

旅費交通費（千円） 83,759 101,085

リース料（千円） 59,924 66,235

荷造運賃（千円） 71,639 91,227

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

販売費及び一般管理費（千円） 865,106 1,100,545

特別損失（千円） － 32,239

合計 865,106 1,132,785
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成17年10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

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年９月30日残高（千円） 246,500 68,805 68,805 5,400 88,561 568,743 662,705 978,010

事業年度中の変動額

新株の発行 1,191,720 1,753,210 1,753,210 2,944,930

当期純利益 600,172 600,172 600,172

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（千円） 1,191,720 1,753,210 1,753,210 － － 600,172 600,172 3,545,102

平成18年９月30日残高（千円） 1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 88,561 1,168,916 1,262,877 4,523,112

評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成17年９月30日残高（千円） 1,562 1,562 290 979,862

事業年度中の変動額

新株の発行 2,944,930

当期純利益 600,172

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

806 806 △290 516

事業年度中の変動額合計（千円） 806 806 △290 3,545,618

平成18年９月30日残高（千円） 2,368 2,368 － 4,525,481
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当事業年度（自平成18年10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

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年９月30日残高（千円） 1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 88,561 1,168,916 1,262,877 4,523,112

事業年度中の変動額         

別途積立金の積立     500,000 △500,000 － －

剰余金の配当      △129,000 △129,000 △129,000

当期純利益 402,002 402,002 402,002

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（千円） － － － － 500,000 △226,997 273,002 273,002

平成19年９月30日残高（千円） 1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 588,561 941,919 1,535,880 4,796,115

評価・換算差額等

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年９月30日残高（千円） 2,368 2,368 4,525,481

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △129,000

当期純利益 402,002

株主資本以外の項目の事業年
中の変動額（純額）

△623 △623 △623

事業年度中の変動額合計（千円） △623 △623 272,379

平成19年９月30日残高（千円） 1,745 1,745 4,797,861
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

１ 税引前当期純利益 940,584 647,119 △293,465

２ 減価償却費 79,020 275,493 196,473

３ 貸倒引当金の増加額
　（△：減少額）

△990 － 990

４ 賞与引当金の増加額
　（△：減少額）　

19,200 △6,200 △25,400

５ 製品保証引当金の増加額 5,256 11,647 6,391

６ 退職給付引当金の減少額 △23,507 － 23,507

７ 前払年金費用の増加額 △5,163 △15,616 △10,452

８ 役員退職慰労引当金の増加
額

19,704 18,929 △774

９ 受取利息及び受取配当金 △3,256 △3,628 △372

10 支払利息 60,017 57,896 △2,121

11 社債利息 4,543 3,867 △676

12 株式交付費 34,141 － △34,141

13 減損損失 13,178 － △13,178

14 固定資産売却益 △13,772 － 13,772

15 固定資産除却損 150 8,527 8,377

16 事故保険金収入 － △47,190 △47,190

17 事故による損失 － 33,086 33,086

18 売上債権の増加額 △125,721 △1,012,679 △886,958

19 たな卸資産の増加額 △609,507 △716,000 △106,492

20 未収還付消費税等の増加額 △57,830 △132,139 △74,308

21 仕入債務の増加額 588,568 597,238 8,670

22 その他 168,256 △89,702 △257,959

小計 1,092,873 △369,350 △1,462,223

23 利息及び配当金の受取額 979 4,268 3,289

24 利息の支払額 △53,095 △57,332 △4,236

25 事故に伴う支出 － △846 △846

26 事故保険金の受取額 24,379 － △24,379

27 消費税等の還付額 311 377 65

28 法人税等の支払額 △349,095 △397,948 △48,852

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

716,351 △820,831 △1,537,183
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前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

１ 定期預金の純増加額 △956,874 742,525 1,699,400

２ 貸付による支出 △300,000 △100,000 200,000

３ 貸付金の回収による収入 79,700 220,300 140,600

４ 有形固定資産の取得による
支出

△1,905,643 △903,376 1,002,267

５ 有形固定資産の売却による
収入

285 － △285

６ 無形固定資産の取得による
支出

△10,076 △25,003 △14,927

７ 無形固定資産の売却による
収入

10,000 10,000 －

８ ゴルフ会員権の取得による
支出

－ △52,047 △52,047

９ その他 △89,919 38,952 128,871

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,172,528 △68,649 3,103,878

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

１ 短期借入金の純増減額
（△：減少額）

△403,000 732,000 1,135,000

２ 長期借入による収入 485,000 1,950,000 1,465,000

３ 長期借入金の返済による支
出

△951,404 △919,037 32,367

４ 社債の償還による支出 △100,000 △100,000 －

５ 株式の発行による収入 2,910,498 － △2,910,498

６ 配当金の支払額 － △127,573 △127,573

７ その他 △37,189 △20,530 16,658

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,903,904 1,514,858 △389,046

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△：減少額）

△552,272 625,377 1,177,649

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,383,864 831,592 △552,272

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 831,592 1,456,969 625,377
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　同左

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。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品・仕掛品　個別法による原価法を採用

しております。

商品・仕掛品

同左

原材料　　　　移動平均法による原価法に

よっております。

原材料

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物（建物附属設備含む）13年～60年

構築物　　　　　　　　　７年～15年

機械及び装置　　　　　　４年～11年

車両運搬具　　　　　　　６年

工具器具備品　　　　　　４年～８年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物（建物附属設備含む）13年～60年

構築物　　　　　　　　　７年～15年

機械及び装置　　　　　　４年～12年

車両運搬具　　　　　　　６年

工具器具備品　　　　　　３年～８年

 

 

 （会計方針の変更）

   法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以後に取得した有

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、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ2,630千円

減少しております。

(2) 無形固定資産 

  定額法によっております。なお、自社

利用分のソフトウエアについては、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。

(2) 無形固定資産 

  　　　　　　同左

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 

　支出時に全額費用処理しております。 

―――
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項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒損失に備えるため、

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。

　なお、貸倒実績率が零であるため、貸

倒引当金は計上しておりません。

(1)貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒損失に備えるため、

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

込額を計上することとしております。　

　　　　　

なお、貸倒実績率及び回収不能見込額が

零であるため、貸倒引当金は計上してお

りません。　

(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

(3）製品保証引当金

　販売済製品に係る一定期間の無償サー

ビスに要する費用の発生に備えるため、

実績率を基礎とした会社所定の基準によ

り計上しております。

(3）製品保証引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

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計上しております。

　ただし、当事業年度末における年金資

産見込額が退職給付債務を超過している

ため、前払年金費用（5,163千円）を投

資その他の資産の「その他」に計上して

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、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計上しております。

　ただし、当事業年度末における年金資

産見込額が退職給付債務を超過している

ため、前払年金費用（20,779千円）を投

資その他の資産の「その他」に計上して

おります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債

権等については、振当処理を行っており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債

権等については、振当処理を行っており

ます。

  また、金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしている場合は特例処

理を行っております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　為替予約

ヘッジ対象　　外貨建金銭債権

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　為替予約

ヘッジ対象　　外貨建金銭債権

 

 

 

    ヘッジ手段　　金利スワップ 　

ヘッジ対象　　借入金

 

(3) ヘッジ方針

　当社は通常の営業過程における輸出取

引に関する将来の為替相場等の変動リス

クを回避することを目的で為替予約取引

を行っております。

(3) ヘッジ方針

　当社は通常の営業過程における輸出取

引に関する将来の為替相場等の変動リス

クを回避することを目的で為替予約取引

を行い、また、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取引を

行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開

始時及びその後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定できるため、ヘッジ有効性

の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３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

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

　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。

消費税等の処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準 

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。

これにより、税引前当期純利益は13,178千円減少して

おります。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

　　　　　　　　　　　――――

　　

 

 

（退職給付債務に係る会計基準）

　　当事業年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正」（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３月16

日）を適用しております。

これにより損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　　　――――

　

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　　当事業年度より、「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、純資産の

部と同額であります。

　　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。

　　　　　　　　　　　――――

　　

　　

　　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（貸借対照表）

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて

おりました「敷金保証金」は、当事業年度において、資産

の総額の100分の１を超えたため区分掲記しております。

　なお、前事業年度末における「敷金保証金」は45,927千

円であります。

　　　　　　　　　　　――――
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追加情報

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（退職金規程の改定）

　当社は、平成18年２月１日に退職金規程を改定し、退

職年金の支払開始時期を従来の55歳から60歳に引き上げ

ております。

　この結果、退職給付費用が47,631千円減少し、売上総

利益が38,381千円、営業利益及び経常利益が47,631千円

増加し、当期純利益が25,187千円増加しております。

　　　　　　　　　　  ――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

※１．担保に供与されている資産及び対応する債務は次の

とおりであります。

※１．担保に供与されている資産及び対応する債務は次の

とおりであります。

(1）担保に供与されている資産 (1）担保に供与されている資産

現金及び預金 345,000千円

建物 355,342千円

構築物 20,656千円

機械及び装置 104,527千円

工具器具備品 38,835千円

土地 390,017千円

計 1,254,379千円

現金及び預金        200,000千円

建物        396,608千円

構築物       17,481千円

機械及び装置  139,906千円

工具器具備品 15,823千円

土地        390,017千円

計      1,159,838千円

上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分

建物 328,975千円

構築物 20,615千円

機械及び装置 104,527千円

工具器具備品 38,835千円

土地 378,095千円

計 871,050千円

建物       371,366千円

構築物      17,441千円

機械及び装置 139,906千円

工具器具備品   15,823千円

土地    378,095千円

計    922,633千円

(2）対応する債務 (2）対応する債務

一年以内返済予定長期借入金 346,519千円

長期借入金 803,272千円

計 1,149,791千円

一年以内返済予定長期借入金   266,754千円

長期借入金        520,489千円

計        787,243千円

上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分

一年以内返済予定長期借入金 267,949千円

長期借入金 766,842千円

計 1,034,791千円

一年以内返済予定長期借入金      266,754千円

長期借入金      520,489千円

計        787,243千円

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づく借入未実行

残高は次の通りであります。

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づく借入未実行

残高は次の通りであります。

当座貸越極度額 150,000千円

貸出コミットメントの総額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,650,000千円

当座貸越極度額       150,000千円

貸出コミットメントの総額      2,500,000千円

借入実行残高 　536,000千円

差引額      2,114,000千円

　３．財務制限条項

　借入金のうち長期借入金の１契約について、以下の

財務制限条項が付されております。

　３．　　　　　　　　――――

　

(1)　平成17年２月28日付契約実行分の平成18年９月末

残高

長期借入金100,010千円（一年以内返済予定長期借

入金66,660千円）

 

 

①　平成20年２月28日までの各営業年度における年次

決算において、損益計算書に基づく営業損益を２期

連続で赤字にならないよう維持すること。
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前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

②　平成20年２月28日までの各営業年度における決算

期末の時点での貸借対照表に基づく純資産の部の合

計額を305,000千円以上に維持すること。

 

　これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき該

当する借入金の一括返済を求められることがありま

す。

　

　※４．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当事業

年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しております。期

末日満期手形の金額は次のとおりであります。

　※４．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当事業

年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しております。期

末日満期手形の金額は次のとおりであります。

受取手形 2,322千円

支払手形 343,734千円

受取手形      10,161千円

支払手形       535,929千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．他勘定振替高の内訳 ※１．他勘定振替高の内訳

固定資産 2,071千円

販売費 516千円

固定資産 19,362千円

    

※２．販売費及び一般管理費の内訳

　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費の内訳

　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

販売手数料 277,264千円

販売促進費 117,741千円

製品保証引当金繰入額 65,804千円

製品保証費 88,206千円

役員報酬 143,683千円

給料 148,407千円

退職給付費用 4,228千円

役員退職慰労引当金繰入額 19,704千円

賞与引当金繰入額 28,000千円

研究開発費 663,764千円

支払手数料 134,054千円

減価償却費 2,348千円

販売手数料    351,173千円

販売促進費    134,685千円

製品保証引当金繰入額     70,708千円

製品保証費    154,335千円

役員報酬    189,836千円

給料    168,805千円

退職給付費用  8,018千円

役員退職慰労引当金繰入額    21,752千円

賞与引当金繰入額     26,900千円

研究開発費  801,930千円

支払手数料     98,924千円

減価償却費   4,943千円

　なお、販売費及び一般管理費のうち販売費と一般管

理費のおおよその割合は、販売費が38％、一般管理費

が62％であります。

　なお、販売費及び一般管理費のうち販売費と一般管

理費のおおよその割合は、販売費が39％、一般管理費

が61％であります。

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 663,764千円 一般管理費に含まれる研究開発費   801,930千円

※４．固定資産売却益の内訳 ※４．　　　　　　　　――――

機械及び装置 108千円

特許権 13,664千円

計 13,772千円

 ※５．　　　　　　　――――

 　　　

 　　　

 ※５．事故保険金収入の内訳

 　　　製品海上輸送中の事故による

 　　　保険金収入　　　　　　　　　　　　47,190千円

 ※６．固定資産除却損の内訳  ※６．固定資産除却損の内訳

工具器具備品 150千円 建物 7,866千円

工具器具備品 661千円

計 8,527千円
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前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※７．減損損失

 　　 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

※７．　　　　　　　　　――――

 

用　　途 種　　類 場　　所

研修センター用地 土　　地 新潟県妙高市

　　　　当社は、事業用資産については事業を基礎として、

遊休資産については個別物件単位でグルーピングし

ております。遊休資産について帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（13,178千

円）として特別損失に計上いたしました。

　　　　なお、遊休資産については、回収可能価額を正味

売却価額により測定しており、重要性が乏しいため

固定資産税評価額等を基に算出し評価しております。

　　　　

　　　　

※８．　　　　　　　　――――

 

※８．事故による損失の内訳 

 　 　製品海上輸送中の事故による損失

      製品　　　　　　　　　　　　　　　32,239千円

梱包費他　　　　　　　　　           846千円

        計　　　　　　　　　　          33,086千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成17年10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 4,010,000 2,440,000 － 6,450,000

（変動事由の概要）

(1) 発行済株式の総数は、第３回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使により580,000株増加しております。

(2) 発行済株式の総数は、平成18年３月27日及び平成18年４月10日開催の取締役会決議に基づき、平成18年４月26日を払

込期日とした新株式発行（ブックビルディング方式による有償一般募集）を実施したため、1,500,000株増加してお

ります。

(3) 発行済株式の総数は、平成18年３月27日及び平成18年４月10日開催の取締役会決議に基づき、平成18年５月26日を払

込期日とした第三者割当増資（オーバーアロットメント分／割当先：野村證券株式会社）を実施したため、340,000

株増加しております。

(4) 発行済株式の総数は、新株引受権の行使により、20,000株増加しております。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目

的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度末残
高（千円）前事業年度末

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

提出会社 第３回新株引受権付社債 普通株式 580,000 － 580,000 － －

（注）第３回新株引受権付社債の当事業年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。

３．配当に関する事項

（1）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 平成18年12月26日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議しております。

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18年12月26日

定時株主総会
普通株式 129,000 利益剰余金 20 平成18年９月30日 平成18年12月27日

当事業年度（自 平成18年10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 6,450,000 ― ― 6,450,000

 

２．配当に関する事項

（1）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 平成19年12月26日開催の定時株主総会にて、次のとおり付議する予定であります。

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12月26日

定時株主総会
普通株式 96,750 利益剰余金 15 平成19年９月30日 平成19年12月27日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※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

※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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,270,118千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △1,093,525千円

担保差入定期預金 △345,000千円

現金及び現金同等物 831,592千円

現金及び預金勘定   2,152,969千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 　 △496,000千円

担保差入定期預金    △200,000千円

現金及び現金同等物    1,456,969千円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

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

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 161,579 84,492 77,086

車両運搬具 13,854 4,448 9,405

工具器具備品 71,160 48,536 22,623

ソフトウエア 82,910 63,309 19,601

合計 329,504 200,788 128,715

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 124,929 73,768 51,160

車両運搬具 19,254 8,752 10,501

工具器具備品 80,310 41,817 38,492

ソフトウエア 71,655 63,110 8,544

合計 296,148 187,450 108,698

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 57,316千円

１年超 77,594千円

合計 134,910千円

１年内       41,267千円

１年超       71,997千円

合計      113,265千円

(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

支払リース料 64,911千円

減価償却費相当額 59,063千円

支払利息相当額 6,030千円

支払リース料       67,681千円

減価償却費相当額       61,547千円

支払利息相当額     5,074千円

(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

(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。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失は無いため、項目等

の記載は省略しております。

(減損損失について)

                        同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの
株式 8,452 12,446 3,993

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの
株式 － － －

合計 8,452 12,446 3,993

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券

非上場株式 2,000

当事業年度（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの
株式 8,452 11,395 2,943

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの
株式 － － －

合計 8,452 11,395 2,943

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券

非上場株式 2,000

㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期決算短信（非連結）

－ 28 －



（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の

為替予約取引であります。

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の

為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引でありま

す。

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の

金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

①　ヘッジ会計の方法

　為替予約が付されている外貨建金銭債権等について

は、振当処理を行っております。

①　ヘッジ会計の方法

　為替予約が付されている外貨建金銭債権等について

は、振当処理を行っております。また、金利スワップ

取引については、特例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

 

 

 　 ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

③　ヘッジ方針

　当社は通常の営業過程における輸出取引に関する将

来の為替相場等の変動リスクを回避することを目的と

して為替予約取引を行っております。

③　ヘッジ方針

　当社は通常の営業過程における輸出取引に関する将

来の為替相場等の変動リスクを回避することを目的と

して為替予約取引を行い、また借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ取引を行っておりま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して

相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定できるため、ヘッジ有効性の判定は省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　当社のデリバティブ取引は、為替相場の変動によるリ

スクを有しております。また、デリバティブ取引の契約

先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相

手先の契約不履行による信用リスクは、極めて小さいも

のであると判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　当社のデリバティブ取引は、為替相場や市場金利の変

動によるリスクを有しております。また、デリバティブ

取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であ

るため、相手先の契約不履行による信用リスクは、極め

て小さいものであると判断しております。
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前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引のリスク管理体制は、経理部の担当

者が決裁担当者の承認を得て行い、経理部で管理してお

ります。デリバティブ取引の内容については、取締役会

に報告しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除外しております。

㈱アドテックエンジニアリング（6260）平成 19 年９月期決算短信（非連結）

－ 30 －



（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として適挌退職年金制度を

設けております。また、関東ＩＴソフトウェア厚生年金

基金に加入しておりますが、当該厚生年金制度は退職給

付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。

同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出割合（加入

人員）に基づく当事業年度末の年金資産残高は381,366

千円であります。

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として適挌退職年金制度を

設けております。また、関東ＩＴソフトウェア厚生年金

基金に加入しておりますが、当該厚生年金制度は退職給

付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。

同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出割合（加入

人員）に基づく当事業年度末の年金資産残高は453,897

千円であります。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △197,575千円

②　年金資産 202,738千円

③　未積立退職給付債務（①＋②） 5,163千円

④　退職給付引当金（前払年金費用） 5,163千円

①　退職給付債務 △202,724千円

②　年金資産    223,504千円

③　未積立退職給付債務（①＋②）   20,779千円

④　退職給付引当金（前払年金費用）    20,779千円

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 △11,563千円

②　総合設立型厚生年金基金の年金掛金 28,705千円

③　退職給付費用（①＋②） 17,141千円

①　勤務費用 3,386千円

②　総合設立型厚生年金基金の年金掛金  32,273千円

③　退職給付費用（①＋②） 35,660千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は簡便法を採用しておりますので、割引率等につ

いては該当ありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左
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（ストック・オプション等関係）

　前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

ストック・オプションの内容、規模及び変動状況

　(1) ストック・オプションの内容

決議年月日
平成13年12月25日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役１名

ストック・オプション数（注） 普通株式20,000株

付与日 平成13年12月31日

権利確定条件 権利者は、会社又は関係会社の取締役、監査役

又は従業員たる地位を喪失した場合、本新株引

受権を行使することはできない。

対象勤務期間 平成13年12月31日～平成16年12月31日まで

権利行使期間 平成17年１月１日～平成23年12月24日まで

（注）株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

決議年月日 平成13年12月25日

権利確定前

　前事業年度末（株） －

　付与　　　　（株） －

　失効　　　　（株） －

　権利確定　　（株） －

　未確定残　　（株） －

権利確定後

　前事業年度末（株） 20,000

権利確定　　（株） －

権利行使　　（株） 20,000

失効　　　　（株） －

未行使残　　（株） －

②単価情報

決議年月日 平成13年12月25日

権利行使価格　　　　　　（円） 330

行使時平均株価　　　　　（円） 1,703

公正な評価単価（付与日）（円） －

　当事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

当事業年度に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金否認額 57,983千円

研究開発費否認額 40,851千円

たな卸資産評価損否認額 36,387千円

製品保証引当金否認額 26,775千円

未払事業税否認額 22,211千円

その他 13,344千円

繰延税金資産（流動）計 197,554千円

繰延税金資産（固定）

研究開発費否認額 107,491千円

役員退職慰労引当金否認額 70,809千円

土地減損損失否認額 5,362千円

投資有価証券評価損否認額 1,589千円

ゴルフクラブ会員権評価損否認額 732千円

その他 244千円

繰延税金資産（固定）小計 186,229千円

評価性引当額 △7,684千円

繰延税金資産（固定）計 178,545千円

繰延税金資産　計 376,099千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △1,624千円

繰延税金負債（固定）計 △1,624千円

繰延税金資産の純額 374,474千円

繰延税金資産（流動）

賞与引当金否認額   55,460千円

研究開発費否認額   38,958千円

たな卸資産評価損否認額   37,673千円

製品保証引当金否認額   31,514千円

未払事業税否認額    5,222千円

その他   15,420千円

繰延税金資産（流動）計  184,250千円

繰延税金資産（固定）

研究開発費否認額 80,015千円

役員退職慰労引当金否認額 78,511千円

土地減損損失否認額 5,362千円

投資有価証券評価損否認額 1,589千円

ゴルフ会員権評価損否認額 732千円

その他 1,010千円

繰延税金資産（固定）小計  167,222千円

　評価性引当額 △7,684千円

繰延税金資産（固定）計 159,537千円

繰延税金資産　計 343,788千円

繰延税金負債（固定）  

前払年金費用  △8,455千円

その他有価証券評価差額金 △1,197千円

繰延税金負債（固定）計 △9,652千円

繰延税金資産の純額  334,136千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の内訳

（％）

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.19

試験研究費特別税額控除 △6.06

教育訓練費特別税額控除 △0.05

その他 0.42

税効果会計適用後の法人税等負担率 36.19

（％）

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.85

試験研究費特別税額控除 △5.04

その他 0.38

税効果会計適用後の法人税等負担率 37.88
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（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は会社

等の名称
住所

資本金又は

職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％）

関係内容

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の兼

任等

事業上の

関係

  役員 木下　倬男 －
当社専務

取締役

（被所

有）直接

0.0

－ －

社宅家賃

　※

（注）

1,2

1,164 － －

 　　　取引条件及び取引条件の決定方針等

 （注）１．役員の社宅家賃については、社内規程に基づき会社が負担しております。

 　　　２．上記の金額は非課税のため、消費税等は含まれておりません。
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　（企業結合等）

 　 前事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

該当事項はありません。 　　

 

    当事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 701円62銭    743円85銭

１株当たり当期純利益 114円41銭    62円33銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　　　　　　　　  112円81銭 　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 　　

　　　　　

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 600,172 402,002

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 600,172 402,002

期中平均株式数（株） 5,245,726 6,450,000

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 74,360 －

（うち新株引受権） (16,124) (－)

（うち第３回無担保新株引受権付社債） (58,236) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

――― ―――

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

　　　該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　　　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1) 生産実績

 　  当事業年度の生産実績を製品別に示すと次のとおりであります。

　　       　製品別

 

　　　　　　　第24期

　　（自 平成18年10月１日

　　　至 平成19年９月30日） 

        　前年同期比（％）

 

露光装置（千円） 4,098,218 112.3

検査装置（千円） 46,077 41.2

その他装置（千円） 43,332 301.3

部品他（千円） 1,860,018 156.0

　　　　　　合計（千円） 6,047,648 121.7

 (注)　１．金額は製造原価によっております。

 　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 (2) 商品仕入実績

 　　当事業年度の商品仕入実績を商品別に示すと次のとおりであります。

　　     　　 製品別

 

　　　　　　　第24期

　　　（自 平成18年10月１日

　　　　至 平成19年９月30日） 

        　前年同期比（％）

 

粉末成形プレス機他（千円） 60,709 61.5

　　　　　　合計（千円） 60,709 61.5

 (注)　１．金額は仕入金額によっております。

 　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 (3) 受注実績

 　　当事業年度の受注状況を製品、商品別に示すと次のとおりであります。

  第24期 

 （自 平成18年10月１日

  　製品・商品別   至 平成19年９月30日)

  受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％) 

  露光装置（千円） 5,520,621 90.1 803,953 44.8

  検査装置（千円） 49,680 18.5 － －

製品  その他装置（千円） 93,560 718.0 15,000 －

  部品他（千円） 2,637,989 131.4 553,336 116.5

 小計（千円） 8,301,850 98.6 1,372,289 59.8

商品  粉末成形プレス機他（千円） 76,861 113.7 538 11.0

合計（千円） 8,378,712 98.7 1,372,828 59.7

 (注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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 (4) 販売実績　

 　　当事業年度の販売実績を製品、商品別に示すと次のとおりであります。

 

 

製品・商品別 

第24期 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

 

前年同期比（％） 

 

  露光装置（千円） 6,511,408 104.7

  検査装置（千円） 74,280 30.5

製品  その他装置（千円） 78,560 301.8

  部品他（千円） 2,559,714 157.3

 小計（千円） 9,223,963 113.6

商品  粉末成形プレス機他（千円） 81,205 123.9

合計（千円） 9,305,169 113.7

 (注)　１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２．最近２事業年度の主要な輸出先別の輸出販売高及び総販売実績に対する輸出高の割合並びに輸出高の総額

に対する主な輸出先別の割合は、次のとおりであります。

 　　　　　なお、（　）内は販売実績に対する輸出高の割合であります。

第23期 第24期

　　　　　　 （自 平成17年10月１日） （自 平成18年10月１日）

輸出先 至 平成18年９月30日） 至 平成19年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

台湾 1,210,587 21.5 － －

韓国 2,537,581 45.0 2,641,665 50.6

中国 1,888,224 33.5 2,583,408 49.4

合計
5,636,393

100.0
5,225,073

100.0
（68.9%） （56.2%）

 　　　３．台湾に対しては、販売実績がありますが、当該割合が100分の10未満であったため、記載を省略しております。

 　　　４．最近２事業年度の主要な販売先別の販売高及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。

第23期 第24期

　　　 　　 （自 平成17年10月１日） （自 平成18年10月１日）

相手先 至 平成18年９月30日） 至 平成19年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

大船企業股份有限公司 1,024,863 12.5 － －

大船国際有限公司 1,808,681 22.1 2,531,628 27.2

小計 2,833,545 34.6 2,531,628 27.2

大船企業日本㈱ 355,837 4.4 366,941 4.0

合計　 3,189,382 39.0 2,898,570 31.2

キヤノン化成㈱ － － 1,221,079 13.1

日本サムスン㈱ － － 945,948 10.2

 　　（注）１．大船企業股份有限公司は、平成18年１月に大船国際有限公司へ社名変更並びに拠点を移転（台湾から中

国）致しました。

 　　　　　２．前事業年度におけるキヤノン化成㈱及び日本サムスン㈱に対する販売実績は、当該割合が100分10未満で

あったため記載を省略しております。
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６．その他
(1）役員の異動

  該当事項はありません。

 

(2）その他
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