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１．平成20年８月期第１四半期の業績（平成19年９月１日　～　平成19年11月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月期第１四半期 196 △43.6 △18 ― △21 ― △13 ―

19年８月期第１四半期 347 62.5 101 221.1 92 217.4 58 247.6

19年８月期 1,074 ― 120 ― 89 ― 72 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月期第１四半期 △1,485 55 ― ―

19年８月期第１四半期 8,104 20 ― ―

19年８月期 8,394 12 7,962 01

(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

20年８月期第１四半期 2,276 1,301 57.1 140,682 44

19年８月期第１四半期 1,928 429 22.3 59,451 11

19年８月期 2,391 1,314 55.0 142,167 99

(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

20年８月期第１四半期 △24 △54 △36 480

19年８月期第１四半期 64 △100 △44 153

19年８月期 377 △429 414 596

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年８月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

20年８月期 ― ― ― ― ― ― ― ―   

20年８月期（予想） ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

３．平成20年８月期の業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８月31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 563 △13.8 59 △59.1 50 △58.7 30 △59.6 1,627 38

通期 1,530 42.4 227 89.1 210 133.9 126 75.0 6,834 99

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表につきましては、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。なお、平成18年８月期の四半期財務諸表につきましては、四半期決算を行っておりますが、未

上場であったために会計監査人の意見表明のための手続きを受けておりません。サマリー情報の数値につきましては、

参考のために記載しております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、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については、４ページ【定性的情報・

財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

当四半期におけるわが国経済は、『景気は、一部に弱さがみられるものの、回復している。』という平成19年12月18日

内閣府の月例経済報告に示されるように、企業収益と雇用情勢は改善に足踏みがみられますが、設備投資は緩やかに増加

し、個人消費はおおむね横ばいで推移しております。先行きにつきましては、サブプライム住宅ローン問題を背景とする

金融資本市場や原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があるものの、企業部門が底堅く推移し、景

気回復が続くと見込まれます。

当社の主な営業分野である液晶分野につきましては、液晶テレビの大型化が継続するなど需要の拡大が続いております。

また、国内外液晶メーカーの設備投資につきましては、国内液晶メーカーによる世界最大となる第10世代の液晶パネル工

場の投資が発表されるなど次世代に向けた大型投資再開の動きが始まっております。太陽電池分野につきましては、京都

議定書に代表される環境問題の影響もあり、需要の急拡大が始まっております。また、現在の太陽電池パネルは、シリコ

ンを原料とする『結晶シリコン』タイプが主流であるために、原材料の不足と発電量当たりのコストダウンに限界が見え

始めております。これらの問題を解決するために、シリコン使用量の少ない『薄膜系』タイプを製造する動きが広がりつ

つあります。これら太陽電池分野の需要拡大と薄膜化の動きは世界的な動きであります。また、太陽電池製造装置につき

ましても、液晶や半導体製造装置などで薄膜生成に実績を持つ製造装置メーカーが薄膜系タイプの太陽電池製造装置を開

発し受注が本格化しております。半導体分野につきましては、パソコン及びパソコン周辺機器向けの伸び悩みはあるもの

の、グローバルに増加している携帯電話出荷の恩恵を受ける通信機器向けと薄型テレビ大型化の進展などを背景に民生機

器向けが好調を維持しています。半導体製造装置につきましては、前四半期に比べましては出荷額が若干向上した模様で

すが、今後の受注については不透明感が出始めております。　　　　　　

このような経済環境の中、当社は、液晶製造装置関連分野につきましては、新規の設備投資計画に向けた引き合いが活

発になり始めましたが、まだ、本格的な受注には至らず、売上高も低迷いたしました。太陽電池製造装置関連分野につき

ましては、薄膜系製造装置メーカー数社より活発な引き合いと新規装置に向けた製品の受注を受けており、受注額も上が

り始めました。しかし、一部客先において、当社関連以外の問題によって生産延期が続いていることと、受注済み案件に

つきましても平成20年3月以降検収予定の案件が大部分を占めることから当四半期における売上高は低迷しております。半

導体製造装置関連分野につきましては、業界の好調な生産と設備投資動向を背景に装置部品の製造出荷が予定程度で推移

いたしました。その他、低迷する液晶分野の受注を埋めるために新規の営業拡大を行い、発電所用タービンブレードの新

規受注を行いました。　　　　　　

これらの結果、当第１四半期における経営成績は、売上高196百万円（前年同期比43.6％減）、経常損失21百万円（前年

同期比 ― ％減）、第１四半期純損失13百万円（前年同期比 ― ％減）の減収減益となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、480百万円となり、前事業年度末と

比較して116百万円減少しております。

  減少の主な要因は、液晶製造装置関連分野の受注が低迷したことに伴い、当第１四半期の売上高が減少し税引前第１四

半期純損失21百万円を計上したこと及び熊本事業所への設備投資等53百万円をおこなったことであります。

当第１四半期会計期間中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）

営業活動の結果使用した資金は、24百万円（前第１四半期会計期間は64百万円の獲得)となりました。これは主に、税引

前第１四半期純損失21百万円、減価償却費46百万円を計上したこと、売上債権の減少による資金の増加34百万円、棚卸資

産の増加による資金の減少14百万円、仕入債務の減少による資金の減少１百万円、未払消費税等の減少による資金の減少

８百万円、利息の支払額３百万円及び法人税等の支払額63百万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）

投資活動の結果使用した資金は、54百万円（前年同期比45百万円減)となりました。これは、熊本事業所の機械装置の購

入他に伴う有形固定資産の取得による支出53百万円、人事給与システムの導入等に伴う無形固定資産の取得による支出１

百万円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）

財務活動の結果使用した資金は、36百万円（前年同期比７百万円減)となりました。これは、長期借入金の返済による支

出36百万円によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

現時点での当期の状況と見通しにおきましては、液晶製造装置関連分野につきましては、国内外液晶メーカーによる設

備投資が動き始めました。しかしながら、受注のほとんどは予想以上に下期に偏重し、上期に売り上がる案件が少ない状

況です。なお、液晶に関する受注は金額確定を行っていないために受注計上している案件が少ない状況ですが、活発な引

き合いを受けております。

太陽電池製造装置関連分野につきましては、前期から当期にずれ込んだ案件の受注が一部確定しております。その他、

新規に増加した客先につきましては、世界的に盛り上がり始めた薄膜系太陽電池向けの需要を背景に引き合いが増加し、

大型案件が増えてきております。ただし、海外客先の案件に関しましては、グローバルな部材調達の流れの中で、現時点

では当社が先行しているものの、海外同業者との競合も出始めており、予断は許さない状況です。

半導体製造装置関連分野の受注は概ね横ばいで推移する見通しを持っております。

全般的には、当初予想した時期に市場環境の好転があり、受注の増加が始まりましたが、一部案件の検収時期が予定よ

りも後ズレする見込みも出始めております。しかし、液晶関連および太陽電池関連の分野における引き合い状況は予想以

上に良好で、既に当社工場の稼働率も上がり始めております。

以上の状況から、今期の見通しにおきましては、平成19年10月11日に発表しました通期の売上高1,530百万円(前期比

42.4％増)、営業利益227百万円(前年比89.1％増)、経常利益210百万円(前期比133.9％増)、当期純利益126百万円(前期比

75.0％増)の予想を維持しますが、当初想定以上に検収が下期に偏重している状況であり、中間期におきましては今後の業

績動向を踏まえ、修正が必要と判断された場合には速やかに開示することといたします。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８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   153,518   480,371   596,946  

２．受取手形   269,443   191,619   211,082  

３．売掛金   196,944   87,525   102,811  

４．たな卸資産   46,674   53,287   39,053  

５．その他   19,413   21,418   17,788  

貸倒引当金   △304   △178   △201  

流動資産合計   685,690 35.5  834,043 36.6  967,481 40.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２  216,040   341,429   346,792  

２．機械及び装置 ※２  564,537   666,857   650,494  

３．土地 ※２  350,758   369,507   369,507  

４．その他 ※２  97,985   48,818   42,413  

有形固定資産合計   1,229,321 63.7  1,426,612 62.7  1,409,207 58.9

(2）無形固定資産   9,650 0.5  11,156 0.5  10,082 0.4

(3）投資その他の資産   4,218 0.2  5,083 0.2  4,901 0.2

固定資産合計   1,243,191 64.5  1,442,852 63.4  1,424,191 59.5

資産合計   1,928,881 100.0  2,276,895 100.0  2,391,672 100.0

(株)マルマエ(6264) 平成 20 年８月期第１四半期財務・業績の概況(非連結)　

－ 5 －



  
前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８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   41,835   36,302   46,439  

２．買掛金   37,873   24,284   15,939  

３．短期借入金   30,000   －   －  

４．１年以内返済予定長

期借入金
※２  175,044   147,856   147,856  

５. 賞与引当金   －   －   1,382  

６. 受注損失引当金   2,400   13,500   10,000  

７．未払金   21,045   24,138   12,449  

８．未払法人税等   45,056   1,471   67,694  

９．その他 ※４  46,633   24,989   31,962  

流動負債合計   399,889 20.7  272,541 12.0  333,723 14.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  1,024,660   642,804   679,768  

２．繰延税金負債   74,501   60,518   63,411  

固定負債合計   1,099,161 57.0  703,322 30.9  743,179 31.0

負債合計   1,499,050 77.7  975,864 42.9  1,076,903 45.0

(株)マルマエ(6264) 平成 20 年８月期第１四半期財務・業績の概況(非連結)　

－ 6 －



  
前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   71,500 3.7  507,150 22.3  507,150 21.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  61,500   497,150   497,150   

資本剰余金合計   61,500 3.2  497,150 21.8  497,150 20.8

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  500   500   500   

(2）その他利益剰余金           

特別償却準備金  103,279   88,498   92,763   

繰越利益剰余金  193,052   207,732   217,205   

利益剰余金合計   296,831 15.4  296,731 13.0  310,469 13.0

株主資本合計   429,831 22.3  1,301,031 57.1  1,314,769 55.0

純資産合計   429,831 22.3  1,301,031 57.1  1,314,769 55.0

負債純資産合計   1,928,881 100.0  2,276,895 100.0  2,391,672 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８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   347,923 100.0  196,084 100.0  1,074,106 100.0

Ⅱ　売上原価   193,371 55.6  166,214 84.8  777,353 72.4

売上総利益   154,551 44.4  29,869 15.2  296,753 27.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   53,413 15.4  48,540 24.7  176,350 16.4

営業利益又は営業損

失(△)
  101,138 29.1  △18,671 △9.5  120,402 11.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  246 0.1  138 0.0  5,458 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  9,198 2.6  3,368 1.7  36,070 3.3

経常利益又は経常損

失(△)
  92,186 26.5  △21,901 △11.2  89,790 8.4

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  23 0.0  23,330 2.1

Ⅶ　特別損失 ※４  174 0.1  － －  2,553 0.2

税引前第１四半期

（当期）純利益又は

税引前第1四半期純

損失(△)

  92,011 26.4  △21,878 △11.2  110,567 10.3

法人税、住民税及び

事業税
 45,056   823   64,012   

法人税等還付額  －   △781   △9,354   

法人税等調整額  △11,638 33,418 9.6 △8,181 △8,140 △4.2 △16,321 38,336 3.6

第１四半期（当期）

純利益又は第1四半

期純損失(△)

  58,593 16.8  △13,738 △7.0  72,231 6.7
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11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
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238

第１四半期中の変動額

特別償却準備金の取崩     △4,173 4,173 － － －

第１四半期純利益      58,593 58,593 58,593 58,593

第１四半期中の変動額合計（千
円）

    △4,173 62,766 58,593 58,593 58,593

平成18年11月30日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 103,279 193,052 296,831 429,831 429,831

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11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
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成19年８月31日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 92,763 217,205 310,469 1,314,769 1,314,769

第１四半期中の変動額

特別償却準備金の取崩     △4,265 4,265 － － －

第１四半期純損失      △13,738 △13,738 △13,738 △13,738

第１四半期中の変動額合計（千
円）

    △4,265 △9,473 △13,738 △13,738 △13,738

平成19年11月30日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 88,498 207,732 296,731 1,301,031 1,301,031

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８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
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238

事業年度中の変動額

新株の発行 435,650 435,650 435,650    － 871,300 871,300

特別償却準備金の取崩     △14,688 14,688 － － －

当期純利益      72,231 72,231 72,231 72,231

事業年度中の変動額合計
（千円）

435,650 435,650 435,650 － △14,688 86,920 72,231 943,531 943,531

平成19年８月31日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 92,763 217,205 310,469 1,314,769 1,314,769
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度のキャッシュ・
フロー計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８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     

税引前第１四半期（当期）純利益

又は税引前第1四半期純損失(△)
 92,011 △21,878 110,567

減価償却費  36,522 46,657 183,119

固定資産売却益  － － △2,264

固定資産除却損  174 － 174

貸倒引当金の増減額  61 △23 △42

賞与引当金の増減額  △4,065 △1,382 △2,683

受注損失引当金の増減額  200 3,500 7,800

受取利息及び配当金  － － △492

支払利息  4,773 3,257 16,087

株式交付費  3,398 － 10,727

売上債権の増減額  △100,577 34,749 51,917

たな卸資産の増減額  △44 △14,233 7,576

仕入債務の増減額  △1,226 △1,792 △19,211

未収消費税等の増減額  14,983 － 14,983

未払消費税等の増減額  9,742 △8,135 9,911

その他  16,948 1,874 1,973

小計  72,902 42,593 390,145

利息及び配当金の受取額  － － 492

利息の支払額  △4,757 △3,236 △15,772

法人税等の還付による収入  － － 9,354

法人税等の支払額  △4,129 △63,992 △6,337

営業活動によるキャッシュ・フロー  64,015 △24,636 377,881
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前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度のキャッシュ・
フロー計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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  △99,591 △53,060 △466,678

有形固定資産の売却による収入  － － 44,712

土地譲渡契約の伴う手付金収入  4,500 － －

無形固定資産の取得による支出  △4,980 △1,914 △7,556

投資活動によるキャッシュ・フロー  △100,071 △54,974 △429,522

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の返済による支出  － － △30,000

長期借入金の返済による支出  △43,996 △36,964 △416,076

株式の発行による収入  － － 860,572

その他  △520 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △44,516 △36,964 414,496

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △80,571 △116,574 362,856

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  234,090 596,946 234,090

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末

（期末）残高
※１ 153,518 480,371 596,946
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

たな卸資産

製品、仕掛品 

　個別法による原価法

　原材料

　移動平均法による原価法

たな卸資産

製品、仕掛品 

同左

原材料

同左

たな卸資産

製品、仕掛品 

同左

原材料

同左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

建物（附属設備を除く）…定額法

上記以外……………………定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　15年～31年

機械及び装置　２年～13年

(1) 有形固定資産

　建物（附属設備を除く）…定額法

　上記以外……………………定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　15年～34年

機械及び装置　２年～13年

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

（会計処理方法の変更）  

  当期より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降取得の

有形固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により

減価償却費を計上しておりま

す。  

  なお、この変更による損益への

影響は軽微であります。   

(2) 無形固定資産

自社利用目的のソフトウェア

　社内における見込利用可能期間

（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

　

(2) 無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2）　　　────── (2)　　　──────

 

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備える

ため、支給見込額のうち当期に負

担すべき金額を計上しております。

(3）受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失の発

生に備えるため、当第１四半期会

計期間末における受注契約に係る

損失見込額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

同左

(3) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失の発

生に備えるため、当期末における

受注契約に係る損失見込額を計上

しております。

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。

同左 同左

５．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

６．その他四半期財務諸表

（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

　税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
　至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

────── ──────
製品にかかる荷造運賃は、従来、販売費及

び一般管理費として処理しておりましたが、

当期より売上原価に計上しております。　 

これは、液晶関連製造装置部品の大型化等

により、売上高との個別対応関係が強い荷造

運賃の金額的重要性が高まってきたことを契

機に費用収益の対応をより適切に図るため原

価計算制度をより一層精緻化したことに伴い

変更したものであります。　 

この変更により、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ売上原価は28,403千円増加し、

売上総利益は同額減少しますが、販売費及び

一般管理費が29,237千円減少するため、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が834

千円増加しております。  

追加情報

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

（重要な設備投資）

　平成18年７月10日の取締役会において半導

体及び液晶製造装置部品の加工能力を増強す

るため、熊本県菊池郡大津町に熊本事業所を

新設し、大型高精度加工機械を導入する旨を

決定しました。

１．投資予算：620百万円

（既支出額　342百万円）

２．導入時期

着工時期：平成18年７月

完成予定：平成19年１月

 ────── （重要な設備投資）

  平成19年５月15日の取締役会において太陽

電池分野における製造装置の大型化と液晶分

野における第10世代ガラス基板の製造装置に

対応するため大型高精度加工機械を導入する

旨を決議しました。なお、平成19年９月３日

の取締役会において投資予算及び導入時期を

変更し、下記のとおりとなっております。

１．投資予算（変更前）：620百万円

（変更後）：890百万円

（既支出額　

 60百万円） 

２．導入時期

着工時期：平成19年10月

（変更前 平成19年８月）

完成予定：平成20年６月

（変更前 平成20年９月）

──────

 

 

 

 

 

 

（製品にかかる荷造運賃の会計処理）

　製品にかかる荷造運賃は、従来、販売費及

び一般管理費として処理しておりましたが、

前第2四半期より売上原価に計上しております。

したがって、前第1四半期会計期間は従来の処

理方法によっており、前第1四半期会計期間に

おいて変更後の処理によった場合、売上原価

が10,673千円増加し、売上総利益は同額減少

しますが、販売費及び一般管理費が11,561千

円減少するため営業利益、経常利益及び税引

前第1四半期純利益が887千円増加します。

 

──────
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

276,675千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

466,251千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

421,128千円

※２．担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

担保資産 担保資産 担保資産

建物 216,040千円 (210,485千円)

機械及び装置 350,957千円(350,957千円)

土地 350,758千円( 68,250千円)

合計 917,755千円(629,692千円)

担保付債務

１年以内返済

予定長期借入

金

38,976千円( 38,976千円)

長期借入金 756,894千円(336,894千円)

合計 795,870千円(375,870千円)

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに

当該債務を示しております。

建物 203,600千円(198,446千円)

機械及び装置 278,660千円(278,660千円)

土地 86,299千円( 68,250千円)

その他 7,595千円(  6,791千円)

合計 576,155千円(552,147千円)

担保付債務

１年以内返済

予定長期借入

金

58,176千円( 38,976千円)

長期借入金 442,364千円(297,918千円)

合計 500,540千円(336,894千円)

建物 206,627千円(201,372千円)

機械及び装置 293,790千円(293,790千円)

土地 86,299千円( 68,250千円)

その他 8,024千円(  7,177千円)

合計 594,741千円(570,590千円)

担保付債務

１年以内返済

予定長期借入

金

58,176千円( 38,976千円)

長期借入金 456,908千円(307,662千円)

合計 515,084千円(346,638千円)

　上記のうち（　）内書は工場抵当並びに当該

債務を示しております。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに

当該債務を示しております。

　３．手形裏書譲渡高　　　　　 4,336千円

 

  ３．　  　 ──────    ３．　  　 ──────

※４．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」に含て表示しております。

※４．消費税等の取扱い

同左

 ※４．　　   ──────

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

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

受取助成金 3,750千円

※２．営業外収費用のうち主要なもの

支払利息 4,773千円

株式交付費 3,398千円

株式公開関連費用 1,000千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3,257千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 16,087千円

株式交付費 10,727千円

株式公開関連費用 9,057千円

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

補助金収入 21,024千円

固定資産売却益 2,264千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 174千円

※４．　　　　────── ※４．特別損失のうち主要なもの

損害賠償損失 2,378千円

固定資産除却損 174千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 35,948千円

無形固定資産 573千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 45,816千円

無形固定資産 840千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 180,400千円

無形固定資産 2,719千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

前事業年度末株式数

（株）

当第１四半期会計期間増加

株式数

（株）

当第１四半期会計期間減少

株式数

（株）

当第１四半期会計期間末株

式数

（株）

発行済株式

普通株式 7,230 － － 7,230

合計 7,230 － － 7,230

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

前事業年度末株式数

（株）

当第１四半期会計期間増加

株式数

（株）

当第１四半期会計期間減少

株式数

（株）

当第１四半期会計期間末株

式数

（株）

発行済株式

普通株式 9,248 － － 9,248

合計 9,248 － － 9,248

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

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）

発行済株式

普通株式 7,230 2,018 － 9,248

合計 7,230 2,018 － 9,248

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と四半期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11月30日現在）

現金及び預金 153,518千円

現金及び現金同等物 153,518千円

※１．現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と四半期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11月30日現在）

現金及び預金 480,371千円

現金及び現金同等物 480,371千円

※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８月31日現在）

現金及び預金 596,946千円

現金及び現金同等物 596,946千円
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間 
 （自　平成18年９月１日
 至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31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

　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、減損損失累計額相当額及び第

１四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び第

１四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失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）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

機械及び装

置
131,350 9,838 121,511

合計 131,350 9,838 121,511

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械及び装

置
131,350 28,602 102,747

合計 131,350 28,602 102,747

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
131,350 23,911 107,438

合計 131,350 23,911 107,438

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額等 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

１年内 17,516千円

１年超 104,543千円

合計 122,060千円

１年内 17,984千円

１年超 86,559千円

合計 104,543千円

１年内 17,866千円

１年超 91,100千円

合計 108,966千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 5,131千円

減価償却費相当額 4,691千円

支払利息相当額 816千円

支払リース料 5,131千円

減価償却費相当額 4,691千円

支払利息相当額 708千円

支払リース料 20,524千円

減価償却費相当額 18,764千円

支払利息相当額 3,093千円

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

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ありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について） 

 同左

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。 

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。 

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日） 

　該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日） 

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目

前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

前事業年度

（自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 59,451円11銭 　　140,682円44銭 　　142,167円99銭

１株当たり第１四半期（当期）純利益又は

１株当たり第１四半期純損失
8,104円20銭 △1,485円55銭 8,394円12銭

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益

　なお、潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益について

は、期中平均株価の算定が困難

であるため、記載しておりませ

ん。

  なお、潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益について

は、潜在株式は存在するものの

1株当たり第１四半期純損失で

あるため、記載しておりませ

ん。 

7,962円01銭

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益及び１株当たり第１四半期純損失並びに潜在株式調整後１株当たり第１

四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第１四半期会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間

(自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日)

前事業年度

(自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益又は１株当

たり第１四半期純損失（△）
   

第１四半期（当期）純利益又は第１四半期純損失

（△）（千円）
58,593 △13,738 72,231

普通株主に帰属しない金額（千円） － （－） （－）

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益又は第

１四半期純損失（△）（千円）
58,593 △13,738 72,231

期中平均株式数（株） 7,230 9,248 8,605

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純

利益
   

第１四半期（当期）純利益調整額 － － －

普通株式増加数 － － 467

 （うち新株予約権） (－) (－) (467)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第１四半期（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

(新株予約権の数687個)

　新株予約権

(新株予約権の数657個)

 ――――
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

1. 平成18年11月28日及び平成18年12月６日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成18年12月25日に払込が完了

いたしました。

 この結果、資本金は506,250千円、資本剰余金

は496,250千円、発行済株式総数は9,230株と

なっております。

1. 平成19年12月12日開催の当社取締役会にお

いて、下記のとおり借入による資金調達を行う

旨を決議しました。

(1) 資金使途

　　設備投資資金

(2) 実施時期、借入期間

　　実施時期　平成20年３月

　　借入期間　10年

(3) 借入先、借入金額、利率

　　①借入先　(株)鹿児島銀行

　　　借入金額　４億円

　　　利率　　Tibor + 0.5％

　　②借入先　(株)三菱東京ＵＦＪ銀行

　　  借入金額　３億円

　　  利率　　Tibor + 0.5％

　　③借入先　(株)みずほ銀行

　　　借入金額　３億円

　　　利率　　Tibor + 0.5％

(4) 担保提供資産

本社及び熊本事業所等の土地、建物及び機

械装置

２．平成19年11月７日開催の取締役会の決議に

基づき下記のとおり株式分割を実施しまし

た。

(1) 分割の方法

　平成19年11月30日(金曜日)最終の株主名

簿に記載された株主に対し、その所有株式

数１株につき2株の割合をもって分割する。

(2) 分割により増加する株式の種類および数

　　普通株式　9,248株

(3) 株式分割の日

　　平成19年12月1日

当該株式の分割が前期首において行われた

と仮定した場合の前第１四半期会計期間及び

前事業年度における１株当たり情報並びに当

期首に行われたと仮定した場合の当第１四半

期会計期間における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。

前第１四半期

会計期間

当第１四半期

会計期間
前事業年度

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

 29,725.55円 70,341.22円 71,083.99円

１株当たり第

１四半期純利

益

１株当たり第

１四半期純損

失 

１株当たり当

期純利益 

 4,052.10円 △742.77円 4,196.81円

 潜在株式調整

後１株当たり

第１四半期純

利益

潜在株式調整

後１株当たり

第１四半期純

利益

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

 － － 3,980.13円

1. 新事業に係る重要な事象

　平成19年9月3日の取締役会において、液晶及

び太陽電池製造装置の組立てに取り組み、付帯

する装置部品の受注によってシナジー効果を生

み出すことにより、将来の収益拡大を図るため

に新たな事業である液晶及び太陽電池装置の

「装置組立事業」を開始する旨を決議しました。

(1) 新たな事業の内容

液晶及び太陽電池製造装置などの装置組

立事業

(2) 投資予算

　　　160百万円

(3) 開始時期

　　　着　　工：平成19年10月

　　　事業開始：平成20年２月

２．平成19年11月７日開催の取締役会において

次のとおり株式分割を決議いたしました。

(1) 分割の方法

　平成19年11月30日(金曜日)最終の株主名

簿に記載された株主に対し、その所有株式

数１株につき2株の割合をもって分割する。

(2) 分割により増加する株式の種類および数

　　普通株式　9,248株

(3) 株式分割の日

　　平成19年12月1日

　当該株式の分割が当期首において行われたと

仮定した場合の第20期における１株当たり情報

は、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　 71,083円99銭

１株当たり当期純利益　　  4,196円81銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 

                     　　 3,980円13銭

①　募集方法 ：一般募集

（ブックビルディング

方式による募集）

②　発行する株式の種

類及び数

：普通株式2,000株

③　発行価格 ：１株につき470,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき434,750円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新

株式払込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、

引受人の手取金となります。

⑤　払込金額 ：１株につき434,750円

⑥　資本組入額 ：１株につき217,375円

⑦　払込金額の総額 ：869,500千円

⑧　資本組入額の総額：434,750千円

⑨　払込期日 ：平成18年12月25日

⑩　資金の使途 ：熊本事業所に係る設備

資金、長期借入金の返

済及び残額を運転資金

に充当

(6）事業部門別売上高

  当社は、同一セグメントに属する、精密加工部品を製造する切削加工事業を主たる業務としており、他に開示すべきセ

グメントはないため、当該事業以外に事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。
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