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１．平成19年11月中間期の連結業績（平成19年６月１日～平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月中間期 3,498 △13.0 △105 － △98 － △120 －

18年11月中間期 4,020 54.6 49 △33.7 45 △29.6 △60 －

19年５月期 7,659  49  75  △142  

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11月中間期 △26 88 － －

18年11月中間期 △13 54 － －

19年５月期 △32 02 － －

（参考）持分法投資損益 19年11月中間期 －百万円 18年11月中間期 －百万円 19年５月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年11月中間期 9,886 2,587 25.2 556 63

18年11月中間期 10,964 2,908 25.5 625 93

19年５月期 10,546 2,807 25.6 603 44

（参考）自己資本 19年11月中間期 2,487百万円 18年11月中間期 2,793百万円 19年５月期 2,695百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年11月中間期 229 △103 △212 795

18年11月中間期 315 △922 635 900

19年５月期 693 △1,076 391 881

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５月期 － － － － － － － － 0 00

20年５月期 0 00 0 00 － －

20年５月期（予想） － － 0 00 10 00 10 00

３．平成20年５月期の連結業績予想（平成19年６月１日～平成20年５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 7,584 △1.0 158 219.5 173 130.1 32 － 7 26
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　　無

 

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項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　　　　　　　　　有

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年11月中間期 4,468,000株 18年11月中間期 4,463,000株 19年５月期 4,467,000株

②　期末自己株式数 19年11月中間期 57株 18年11月中間期 －株 19年５月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年11月中間期の個別業績（平成19年６月１日～平成19年11月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月中間期 2,168 9.3 98 291.7 100 361.3 △121 －

18年11月中間期 1,984 9.9 25 136.1 21 625.5 △52 －

19年５月期 4,051  42  66  △25  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年11月中間期 △27 20

18年11月中間期 △11 87

19年５月期 △5 67

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年11月中間期 7,486 2,594 34.7 580 67

18年11月中間期 7,420 2,711 36.5 607 57

19年５月期 7,471 2,744 36.7 614 50

（参考）自己資本 19年11月中間期 2,594百万円 18年11月中間期 2,711百万円 19年５月期 2,744百万円

２．平成20年５月期の個別業績予想（平成19年６月１日～平成20年５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 4,537 12.0 333 690.9 343 418.7 18 － 4 12

※　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。
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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

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰並びに素材価格の高騰や米国で発生したサブプライム

ローン問題に端を発した世界的な金融資本市場の収縮の影響による株価の軟調はあったものの、景気に関しては、国

内の個人消費と企業収益の改善、設備投資の堅調と雇用情勢の好転により、景気全般は緩やかながらも拡大基調で推

移しました。

　プリント配線板業界におきましては、薄型テレビを中心にデジタルカメラ、映像関連、アミューズメント関連のデ

ジタルＡＶ機器等や電装化が益々進む自動車産業関連機器用途の基板等が堅調に推移し、電子部品の需要は引き続き

好調でありました。

　しかしながら、海外からの低価格品の流入や世界的な銅をはじめとした主要原材料及び一部の素材の価格高止まり

と値上攻勢が続き、収益面では予断を許さない厳しい状況が続いております。

　このような状況の中で当社グループといたしましては、グループ各社の特徴（①株式会社アーム電子：各種メーカー、

研究機関等からの試作及び開発品を中心とした先端技術の新規プロトタイプ製品に特化した様々なアイテム（多品種）

の少量・短納期生産、②株式会社ダイヤテック：主に産業機器関連メーカー等からの電気・電子機器の試作品から中

量品の生産、③菱光電子工業株式会社：半導体及び半導体機器メーカー等を中心とした高多層プリント配線板の生産）

を活かした設計からの一貫した製造体制にありますが、グループ・シナジー効果という面においては、集中購買等で

のスケールメリットというシナジー効果は得られたものの、新設備の本格稼動の立ち遅れ（㈱ダイヤテック）も起因

し、製造工程及び機械設備等の各社間の相違の解消、得意分野での技術力・品質安定力の補完体制の強化（菱光電子

工業㈱）などの面においては、当初予定のシナジー効果を発揮させることが不十分でありました。

　総じて、アーム電子単体ではほぼ計画通り推移できたものの、関連子会社２社（㈱ダイヤテック、菱光電子工業㈱）

の低迷が大きく当社グループの業績に影響を及ぼし、これらの要因にて当中間期において当初の事業計画を遂行する

には至りませんでした。

　当然のことながら、期中において当社グループの諸改善策（関連会社２社の業務再編成とシナジー効果の見直し）

を講じると共に、アーム電子単体では本来のビジネスモデルの遂行のために新規顧客の獲得（前年同期比131社増）並

びに生産技術課を設置（専門の生産技術部員３名体制）するなど総合生産力の増強で対応いたしましたが、原材料の

高騰等の厳しい外部環境も重なり、その結果、収益率での改善計画（経費の圧縮・削減等）は、計画通りには推移で

きませんでした。

　その結果、当中間連結会計期間での売上高は3,498百万円（前期比522百万円減）の減収となり、営業利益は△105百

万円（前期比154百万円減）、経常利益は△98百万円（前期比144百万円減）の減益であり、中間純利益は△120百万円

（前期比60百万円減）となりました。

②通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、原油価格をはじめ原材料価格の動向や海外経済の状勢などのリスク要因には十分な

る注意が必要で、経営環境の先行きは楽観を許せない状況は続くと思われます。

　しかしながら、プリント配線板業界におきましては、薄型テレビや映像関連機器、自動車関連機器及びデジタル家

電の新製品での好調は続くと見込まれ、一方で国内においては量産指向の製品は海外生産へのシフトが進むことも予

想されます。

　このような状況下、当社グループにおきましては、前述の上半期の懸案事項の改善を行うことで（とりわけ子会社

２社の生産力アップ、収益性向上）通期においてアーム電子を中核としたハイエンド（高密度・高難度・高機能）の

付加価値製品のもの造りでの収益力の改善を見込んでおり、グループ全体での経費の圧縮・削減にさらに取り組み、

経営体質の改善、経営の安定化に努めます。

　当社グループの現時点での通期連結業績見通しは、次のとおりであります。

　　　　　　　売上高　　　　75億84百万円　　　　　営業利益　　　１億58百万円

　　　　　　　経常利益　　　１億73百万円　　　　　当期純利益　　　　32百万円

③中期経営計画等の進捗状況

　当社グループは、当期にて中長期５ヵ年計画の途上である４年目でありますが、目標とする２年後の2009年５月期

の売上高100億円到達に向けて邁進するとともに、アーム電子本来の収益性重視の経営戦略を強化して参ります。

　過去２年間において、売上高はアーム電子本体の顧客数の増加並びにＭ＆Ａの効果にて増加しておりますが、収益

面では減損会計の導入（前々期）、税効果会計の繰延税金資産取崩し（前期）、関係会社株式評価損（今期）等の影

響により純利益が大きく後退いたしました。前述のとおり収益面での阻害要因を改善することによって諸課題を解消

し、市場環境に呼応した企業体質の改革を行い、アーム電子本来の利益重視型の企業経営を継続して参る所存であり

ます。
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(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は７億95百万円で

あり、前連結会計年度末比では86百万円の減少となりました。

　当中間連結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す。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、減価償却費、固定資産除却損

　　のれん償却額などの影響から、２億29百万円の資金増加となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、１億３百万円の資金支出となりました。これは

　　主に有形固定資産の取得のための支出であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、２億12百万円の資金支出となりました。これは

　　主に長期借入金の返済によるものであります。

当社グループの連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年５月期 平成20年５月期

 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 25.5 25.6 25.2

時価ベースの自己資本比率（％） 28.1 18.6 16.5

債務償還年数（年） 9.6 8.4 12.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
12.2 11.9 6.1

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

※株式時価総額は、中間会計期間末（期末）株価終値×中間会計期間末（期末）発行済株式総数により算出してお

ります。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお

ります。営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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が、債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２

倍にしております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用

しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主や投資家の皆様の期待に応えることが経営の重要課題として捉えており、配当原資確保のための収益

力の強化が責務と位置づけております。同時に、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実も企業体質の強化の

礎と考えております。そこで、安定かつ継続的に株主の皆様への利益還元することを基本とし、業績の進捗を勘案し

た適正なる利益配分に取り組んで参る所存であります。

　前連結会計年度は、前述の要因等にて損失計上及びその結果として遺憾ながら無配とさせていただいておりました

が、当連結会計年度につきましては、通期での純利益を見込んでおりますので、通期での普通配１株当たり10円の復

配を基本として、今後の事業展開を勘案し実施する予定であります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業の状況から経営成績及び財政状態に影響を及ぼすと思われるリスク要因となる可能性があるも

の記載しております。以下の記載内容は、当社グループにおいてリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の

予防・回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、文中における記載のうち将来に関する事項は、本中

間決算短信提出日（平成20年１月17日）現在に認識できる範囲内において当社グループが判断したものであり、多分

に不確定な要素を有するものであるため、実際に発生する事象とそれらがもたらす結果とは異なる場合があります。

㈱アーム電子(6671) 平成 20 年５月期中間決算短信

－ 4 －



①顧客の動向等による影響について

　当社グループは、産業用機器から民生用機器に至るまで幅広い分野のセットメーカー等を主要な顧客として、最終

製品の主要な機能を構成する電子部品としてプリント配線板の製造販売を行っております。

　常に顧客ニーズに的確に応えられ、かつ価格競争力がある企業を目指し、生産性向上、技術力の優位性、歩留率の

改善等に努め、コストダウンを念頭においた収益性の追及を行っておりますが、販売価格の急速な値下がりや原油・

金・銅等の高騰、中国を中心としたアジア市場の活況による原材料の供給不安定化や関連資材の高騰などにより、顧

客の最終製品の設計、開発、試作、量産並びにその販売状況に影響が及び、その結果として当社グループの受注状況

に影響を与える可能性があります。

②設備投資について

　当社グループは、特徴である「少量・多品種・短納期」での製造を推進しておりますが、昨今の製造技術の進歩に

は目覚しいものがあり、市場では急速に「高難度・高密度・高多層化」が求められているため、工場における既存設

備の交換、改良ならびに増設等による生産設備の強化が必要不可欠となります。

　当社グループは、これら顧客や市場ニーズに対応するため最新の生産設備を保有しておりますが、その稼動状況が

低下した場合、また、当社グループの設備投資が何らかの理由により計画通り行われない場合は、業績に影響を与え

る可能性があります。

③借入依存度について

　当社グループは、主に金融機関からの借入金によって設備資金の調達を行っております。今後、金利の大きな変動

が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。当中間連結会計期間末の借入金残高は、

56億9百万円、総資産に占める割合は56.7％であります。

④製品の欠陥について

　当社グループは、最新の品質検査装置を用いて製品の品質安定に努めておりますが、製品の高密度化、高難度化傾

向が加速度的に高まる中で、全ての製品に欠陥がなく、将来にわたってクレームが発生しないという保証はありませ

ん。クレーム等の対応に多額の費用が発生する場合、あるいはクレーム等の発生が当社グループの評価に著しい影響

を及ぼす場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑤原材料費の変動について

　当社グループの製品製造での原材料は主に原油並びに銅からの生成品から構成されております。原油及び銅の相場

に大きな変動が発生した場合、原材料の高騰が予想され当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑥子会社について

　当社グループは、当社並びに連結子会社２社（株式会社ダイヤテック、菱光電子工業株式会社）から構成されてお

りますが、事業規模から判断して、連結子会社の業績に著しい変動が生じた場合、当社グループの業績に与える可能

性があります。

⑦技術開発並びに付加価値製品について

　電子機器のデジタル化、多様化及び多機能化の普及により、今後ともプリント配線板の需要は拡大していくものと

判断しております。当社グループは、最先端での市場ニーズに応えるための技術革新に日々努め、付加価値製品の市

場供給に邁進いたしますが、技術と市場の乖離、技術力の停滞等により、海外からの低価格競争等に巻き込まれ、付

加価値製品の需要に変化が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑧保有株式の評価損による影響について

　当社は、当社関係会社株式や投資有価証券としての株式を保有しておりますが、昨今の金融不安による株式市場に

おける時価の著しい下落や業績の低迷等によりこれら保有株式の評価損が発生した場合、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

⑨自然災害による影響について

　当社グループの生産拠点は、株式会社アーム電子（東京都八王子市）、株式会社ダイヤテック（埼玉県所沢市）、

菱光電子工業株式会社（神奈川県川崎市）の首都圏に集中しております。グループ各社の設備等に対して耐震対策な

どにより被害の未然防止に努めておりますが、今後、大地震や風水害等の自然災害が発生した場合、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。

⑩エネルギー供給による影響について

　当社グループの生産には、水資源と電力資源が欠かせません。予期せぬ渇水等での水の供給や電力不足等によりエ

ネルギー供給に悪影響が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑪法的規制リスクについて

　当社グループの製造製品は、その生産工程において一部に環境面での法的規制を受けて管理するものがあり、また

法令遵守に基づいた産業廃棄物の処理及び排出をしております。当社グループは環境ISO14001の認証取得を通じて環

境管理システムを構築し、環境関連法規の遵守及び環境管理には万全を期しておりますが、万一不測の事態により環

境汚染問題等が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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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８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

当社グループは、下記に掲げる４つの経営理念のもと、３つの経営方針を基本として事業活動を行っております。

【経営理念】

　①「ものづくり」の基本を追求する

　②高品質の製品を安定的に提供する

　③顧客のニーズに徹底的に応える

　④多品種・少量受注に対して「超」短納期を追及する　　

【経営方針】

　①顧客のニーズに迅速に対応する

　　お客様の要求に対して迅速に対応し、求められる短納期での製造を実践し、お客様の満足を得ることによって

　　信頼される企業として貢献することを目指します。

　②営業力の強化を推進する

　　顧客第一主義のもとに、既存顧客のフォローと新規顧客の開拓を両輪として、お客様とのネットワークを構築

　　することで拡販体制を整えることを目指します。

　③営業力を支える技術力・設備力を強化する

　　お客様からの最先端の要求に応えることができる設備力と、それを支える技術力を常に保有することを目指し

　　ます。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、プリント配線板を少量品、多品種かつ短納期で製造することによって収益構造を構成しておりま

す。従って短期間で生産効率を高め、納期の優位性での付加価値を追及することが経営上重要な要件となります。そ

こで当社グループは、売上総利益率（＝粗利率）を重要視しており、経営指標としては、グループ（子会社２社含め

た）全体の平均値で20％を確保することを目標とし、売上総利益率で経営分析を行っております。当中間連結会計期

間（平成20年５月中間決算期）の実績は、アーム電子単体で18.0％であり、当社グループでは10.2％であります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　前述の『中期経営計画等の進捗状況』の記載のとおり、当社は、平成15年７月に中長期５ヵ年計画を立て、５年後

の平成21年５月期において売上高100億円の達成を目指し、「プリント配線板のプロトタイプ専門業者」の最大手とし

て業容拡大をさせるべく、顧客数の増加（目標1,500社）、取引単位の拡大（大手セットメーカーとの受注拡大）、及

び新分野の開拓（ビルドアップ並びにモジュール基板等の基板製造）を基本戦略としました。またこれらを支える手

段として生産能力の増強（平成17年５月アーム電子新本社工場竣工）と自動化の推進（ネック工程での省力化）を行っ

ております。

　一方、業界自体の再編成の動き、波の中で、Ｍ＆Ａによる事業拡大（株式会社ダイヤテックを平成17年３月、菱光

電子工業株式会社を平成17年９月にそれぞれ子会社化）を推進し、加えて平成19年８月には株式会社ダイヤテック本

社工場の機械設備のリニューアルを行い中長期５ヵ年計画の実現を目指しております。今後、益々グループ会社間で

のシナジー効果（技術力、開発力の共有化、製造及び購買分野でのスケールメリット、販売網の充実化等）を高め、

収益性重視の企業経営を戦略の中心といたします。
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(4）会社の対処すべき課題

　当社グループが受注するプリント配線版は、主に電子・電気機器等の開発品（試作用・プロトタイプ用等）や産業

機器等に用いられる少量限定機器等の製品であることから、日進月歩で技術革新が進んでおり、配線板に求められる

スペックは自ずと高多層化、高密度化及び高難度化（多機能かつ配線板自体の軽薄短小化）の途にあり、また、この

ような製品にあっても、当社グループへの顧客ニーズとしては、納期の短縮化傾向があります。

　特に当社グループ各社が対処すべき主な課題は、以下のものであります。

　①研究開発案件の積極的な取り組み

　②生産技術力と品質向上の充実と強化

　③納期の更なる短縮への対応

　④収益力向上のための生産ラインの合理化と再編成

　⑤グループとしてのシナジー効果の産出

　⑥コンプライアンスとリスク管理を主軸とした内部統制機能の強化

　以上、重要課題といたしまして、今後対処していく所存であります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年５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   900,768   795,074   881,281  

２．受取手形及び売掛金   2,253,570   1,822,558   2,031,682  

３．たな卸資産   547,491   477,238   517,803  

４．繰延税金資産   70,622   12,016   23,660  

５．その他   52,747   46,854   97,121  

貸倒引当金   △750   △312   △400  

流動資産合計   3,824,450 34.9  3,153,429 31.9  3,551,149 33.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物及び構築物 ※1,2 2,980,642   3,001,689   2,959,148   

(2)機械装置及び運搬
具

※１ 596,375   440,161   488,003   

(3)土地 ※２ 2,789,467   2,801,140   2,801,140   

(4)建設仮勘定  26,300   240   69,710   

(5)その他 ※１ 63,838 6,456,624 58.9 48,261 6,291,492 63.7 52,192 6,370,194 60.4

２．無形固定資産           

(1)借地権  59,800   59,800   59,800   

(2)のれん  25,641   －   21,523   

(3)その他  52,360 137,802 1.2 39,131 98,931 1.0 45,668 126,992 1.2

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  519,368   331,475   489,100   

(2)繰延税金資産  16,625   2,219   －   

(3)その他  9,838   9,559   9,521   

貸倒引当金  － 545,832 5.0 △862 342,391 3.4 △862 497,758 4.7

固定資産合計   7,140,259 65.1  6,732,815 68.1  6,994,945 66.3

資産合計   10,964,709 100.0  9,886,244 100.0  10,546,094 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   1,085,064   926,357   1,063,526  

２．短期借入金 ※２  1,400,000   1,645,000   1,600,000  

３．１年以内返済予定
長期借入金

※２  888,020   869,490   849,620  

４．未払法人税等   20,843   42,230   18,785  

５．賞与引当金   45,871   －   －  

６．その他   432,165   447,244   457,836  

流動負債合計   3,871,964 35.3  3,930,321 39.7  3,989,769 37.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  3,778,106   3,094,716   3,372,496  

２．繰延税金負債   131,784   58,987   120,564  

３．退職給付引当金   123,909   94,178   106,788  

４．役員退職慰労引当金   130,768   88,518   134,798  

５．負ののれん   －   19,111   －  

６．その他   19,522   13,404   14,219  

固定負債合計   4,184,090 38.2  3,368,914 34.1  3,748,866 35.6

負債合計   8,056,055 73.5  7,299,236 73.8  7,738,636 73.4

          

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,064,930 9.7  1,065,480 10.8  1,065,370 10.1

２．資本剰余金   1,000,770 9.1  1,001,320 10.1  1,001,210 9.5

３．利益剰余金   653,928 6.0  451,357 4.6  571,412 5.4

４．自己株式   － －  △21 △0.0  － －

株主資本合計   2,719,628 24.8  2,518,136 25.5  2,637,992 25.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価差
額金

  73,918   △31,096   57,569  

評価・換算差額等合計   73,918 0.7  △31,096 △0.3  57,569 0.5

Ⅲ　少数株主持分   115,107 1.0  99,968 1.0  111,895 1.1

 純資産合計   2,908,654 26.5  2,587,008 26.2  2,807,458 26.6

負債純資産合計   10,964,709 100.0  9,886,244 100.0  10,546,094 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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   4,020,995 100.0  3,498,930 100.0  7,659,934 100.0

Ⅱ　売上原価   3,487,542 86.7  3,142,822 89.8  6,648,963 86.8

売上総利益   533,452 13.3  356,107 10.2  1,010,971 13.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  484,050 12.1  461,302 13.2  961,405 12.6

営業利益又は損失(△)   49,401 1.2  △105,194 △3.0  49,566 0.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  116   640   497   

２．受取配当金  2,577   3,299   4,375   

３．受取奨励金  －   －   33,050   

４．作業くず売却収入  14,494   21,454   29,694   

５．賃貸収入  3,053   15,198   10,926   

６．その他  3,620 23,862 0.6 10,909 51,502 1.5 11,924 90,467 1.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  24,239   37,422   55,835   

２．その他  3,455 27,695 0.7 7,322 44,745 1.3 8,650 64,486 0.8

経常利益又は損失(△)   45,568 1.1  △98,438 △2.8  75,547 1.0

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正益  －   9,252   －   

２．固定資産売却益 ※２ 93   －   93   

３．役員退職慰労引当金
戻入益

 －   49,576   －   

４．保険解約返戻金  －   －   12,100   

５．退職給付引当金戻入
益

 17,689 17,782 0.4 2,630 61,459 1.7 17,689 29,883 0.4

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 1,121   42,182   59,825   

２．固定資産売却損 ※４ 680   －   680   

３．損害賠償金  8,181 9,982 0.2 － 42,182 1.2 12,619 73,126 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 又
は 税金等調整前中間
純損失（△）

  53,368 1.3  △79,161 △2.3  32,304 0.4

法人税、住民税及び
事業税

 13,591   35,089   11,207   

法人税等調整額  103,696 117,287 2.9 11,644 46,733 1.3 168,420 179,627 2.3

少数株主利益 又は
少数株主損失（△）

  △3,473 △0.1  △5,839 △0.2  △4,360 △0.1

中間（当期）純損失   60,446 △1.5  120,054 △3.4  142,962 △1.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年6月1日　至平成18年11月30日）

株主資本  評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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５月31日残高

(千円）
1,064,820 1,000,660 758,995 2,824,475 149,490 149,490 123,657 3,097,624

中間連結会計期間中の変動

額

新株の発行 110 110 － 220 － － － 220

剰余金の配当 － － △44,620 △44,620 － － － △44,620

中間純損失 － － △60,446 △60,446 － － － △60,446

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額） 

－ － － － △75,572 △75,572 △8,550 △84,123

中間連結会計期間中の

変動額合計 　　（千円）
110 110 △105,066 △104,846 △75,572 △75,572 △8,550 △188,969

平成18年11月30日残高

（千円）
1,064,930 1,000,770 653,928 2,719,628 73,918 73,918 115,107 2,908,654

当中間連結会計期間（自平成19年6月1日　至平成19年11月30日）

株主資本  評価・換算差額等
少数株主
持分

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

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

平成19年５月31日残高

(千円）
1,065,370 1,001,210 571,412 － 2,637,992 57,569 57,569 111,895 2,807,458

中間連結会計期間中の変動

額

新株の発行 110 110 － － 220 － － － 220

自己株式の取得 － － － △21 △21 － － － △21

中間純損失 － － △120,054 － △120,054 － － － △120,054

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額） 

－ － － － － △88,666 △88,666 △11,927 △100,593

中間連結会計期間中の

変動額合計 　　（千円）
110 110 △120,054 △21 △119,856 △88,666 △88,666 △11,927 △220,449

平成19年11月30日残高

（千円）
1,065,480 1,001,320 451,357 △21 2,518,136 △31,096 △31,096 99,968 2,587,008
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年6月1日　至平成19年5月31日）

株主資本  評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

前期末残高

(千円）
1,064,820 1,000,660 758,995 2,824,475 149,490 149,490 123,657 3,097,624

連結会計年度中の変動額

新株の発行 550 550 － 1,100 － － － 1,100

剰余金の配当 － － △44,620 △44,620 － － － △44,620

当期純損失 － － △142,962 △142,962 － － － △142,962

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 

－ － － － △91,920 △91,920 △11,761 △103,682

連結会計年度中の

変動額合計 　　（千円）
550 550 △187,582 △186,482 △91,920 △91,920 △11,761 △290,165

当期末残高

（千円）
1,065,370 1,001,210 571,412 2,637,992 57,569 57,569 111,895 2,807,458
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間（当
期）純利益 又は 税金等
調整前中間純損失（△）

 53,368 △79,161 32,304

減価償却費  198,124 170,107 407,497

のれん償却額  4,118 40,635 8,236

貸倒引当金の増減額  134 △87 646

賞与引当金の減少額  △3,518 － △49,390

退職給付引当金の減少
額

 △33,728 △12,612 △50,848

役員退職慰労引当金の
増減額

 4,580 △46,280 8,610

長期未払金の減少額  △26,048 △814 △31,951

受取利息及び受取配当
金

 △2,693 △3,939 △4,872

支払利息  24,239 37,422 55,835

固定資産売却益  △93 － △93

固定資産除却損  870 42,182 59,825

固定資産売却損  680 － 680

売上債権の減少額  11,940 209,124 233,489

たな卸資産の増減額  △45,266 40,564 △15,577

仕入債務の増減額  227,464 △93,742 162,499

未収入金の増減額  － 56,298 △58,850

未払費用の増減額  △25,501 △55,368 2,049

その他  4,074 △29,710 40,785

小計  392,745 274,620 800,875

利息及び配当金の受取
額

 2,693 3,939 4,872

利息の支払額  △25,774 △37,582 △58,298

法人税等の支払額  △54,219 △11,080 △54,442

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 315,444 229,897 693,006
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前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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

 △919,359 △80,421 △1,075,651

有形固定資産の除却に
よる支出

 － △21,400 －

有形固定資産の売却に
よる収入

 622 － 6,901

無形固定資産の取得に
よる支出

 △2,559 △400 △2,897

投資有価証券の取得に
よる支出

 △885 △925 △1,645

その他  △766 △38 △3,139

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △922,948 △103,185 △1,076,432

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減額  300,000 45,000 500,000

長期借入れによる収入  804,000 200,000 804,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △423,910 △457,910 △867,920

配当金の支払額 △43,932 △207 △44,367

少数株主への配当金の
支払額

△816 － △816

株式の発行による収入  220 220 1,100

自己株式の取得による
支出

 － △21 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 635,561 △212,918 391,996

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 28,057 △86,207 8,570

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 872,710 881,281 872,710

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 900,768 795,074 881,281
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

 （自　平成18年６月１日
 至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
 （自　平成19年６月１日
 至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
 （自　平成18年６月１日
 至　平成19年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

　株式会社ダイヤテック

　菱光電子工業株式会社

 

　

連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

　株式会社ダイヤテック

　菱光電子工業株式会社

 

　

連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

　株式会社ダイヤテック

　菱光電子工業株式会社

　

２．持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社及び関連会社が存在

しないため該当ありません。

　同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社である株式会社ダイヤ

テック及び菱光電子工業株式会社の

中間決算日は９月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同中間決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、10月

１日から中間連結決算日である11月

30日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。

　同左

　

　連結子会社である株式会社ダイヤ

テック及び菱光電子工業株式会社の

決算日は３月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、４月１日から連

結決算日である５月31日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

中間連結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）

①有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

同左

①有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

連結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）

ロ．時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ．時価のないもの

同左

ロ．時価のないもの

同左

②たな卸資産

製　品・・・個別法による原価法

主として子会社は総

平均法による原価法

原材料・・・先入先出法による原

価法

仕掛品・・・個別法による原価法

主として子会社は総

平均法による原価法

貯蔵品・・・先入先出法による原

価法

②たな卸資産

同左

 

 

 

 

 

②たな卸資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

 （自　平成18年６月１日
 至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
 （自　平成19年６月１日
 至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
 （自　平成18年６月１日
 至　平成19年５月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　主として定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（付属設備を除く）

については定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

７年～50年

機械装置及び運搬具

２年～６年

①有形固定資産

中間連結財務諸表提出会社は定率法
（ただし、平成10年4月1日以降取得
した建物（建物付属設備を除く）に
ついては定額法）を採用しておりま
す。
 なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

　　建物及び構築物     ７年～50年

　　機械装置及び運搬具 ２年～６年

（追加情報）
当中間連結会計期間より中間連結財
務諸表提出会社は、法人税法の改正
に伴い、平成19年3月31日以前に取
得した資産については、改正前の法
人税法に基づく減価償却の方法の適
用により取得価額の5%に到達した連
結会計年度の翌連結会計年度より、
取得価額の5%相当額と備忘価額との
差額を５年間にわたり均等償却し、
減価償却費に含めて計上しておりま
す。
これによる営業利益、経常利益及び
税金等調整前中間純利益への影響は
軽微であります。
 

①有形固定資産

建物
平成10年3月31日以前に取得した建
物（建物付属設備を除く）について
は旧定率法。　　　　　　　　　　
　　　　　　平成10年4月1日以降か
ら平成19年3月31日までに取得した
建物（建物付属設備を除く）につい
ては旧定額法。
平成19年4月1日以降に取得した建物
（建物付属設備を除く）については
定額法。

建物以外
平成19年3月31以前に取得したもの
については旧定率法。
平成19年4月1日以降に取得したもの
については定率法。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

　　建物及び構築物     ７年～50年

　　機械装置及び運搬具 ２年～６年

 

②無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法

②無形固定資産

　同左

 

②無形固定資産

　同左

(3）重要な引当金の計上基

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。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

　同左

②賞与引当金

　連結子会社は、従業員に対して

支給する賞与支払に充てるため、

支給見込額に基づき当中間連結会

計期間負担額を計上しております。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

　連結子会社は、従業員に対して

支給する賞与支払に充てるため、

支給見込額を計上しております。

③退職給付引当金

　連結子会社において、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき当中間連結会計期

間末において発生していると認め

られる額を計上しております。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

　連結子会社において、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会

計年度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。

④役員退職慰労引当金

　当社において役員の退職慰労金

の支給に備えるため、役員退職慰

労金内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同左

④役員退職慰労引当金

　当社において役員の退職慰労金

の支給に備えるため、当社役員退

職慰労金内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　同左 　同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税等の会計処

理は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

　同左

消費税等の会計処理方法

　同左
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項目
前中間連結会計期間

 （自　平成18年６月１日
 至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
 （自　平成19年６月１日
 至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
 （自　平成18年６月１日
 至　平成19年５月31日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期投資からなっており

ます。

　同左 　同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 

　

──────

 

 

 

　

──────

 

 

（固定資産の減価償却方法の変更）

 　法人税法の改正（（「所得税法等の一部を

改正する法律」平成19年3月30日法律第6号）

及び（「法人税法施行令の一部を改正する政

令」平成19年3月30日政令第83号））に伴い、

平成19年4月1日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。

　なお、この変更による損益に与える影響は

軽微であります。　　　　　　　　　　　

 

　

 

　

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

 （中間連結貸借対照表）  

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

ん」と表示しております。

 

　

──────

 

 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）  （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん償却額」と表示しております。

営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増減

額」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「未収入金の増加額」は△13,200千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度
（平成19年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,381,331千円

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         3,501,776千円

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,347,517千円

※２．担保に供している資産及びこれらに対応

する債務

※２．担保に供している資産及びこれらに対応

する債務

※２．担保に供している資産及びこれらに対応

する債務

（担保に供している資産）

建物及び構築物 758,731千円 

土地 1,276,519千円 

合計 2,035,250千円 

（担保に供している資産）

建物及び構築物 744,061千円 

土地 1,287,974千円 

合計 2,032,035千円 

（担保に供している資産）

建物及び構築物 736,848千円 

土地 1,287,974千円 

合計 2,024,822千円 

（上記に対応する債務）

１年内返済予定長

期借入金
342,824千円 

長期借入金 1,317,250千円 

合計 1,660,074千円 

 

（上記に対応する債務）

１年内返済予定長

期借入金
257,574千円 

長期借入金 1,019,476千円 

合計 1,277,050千円 

 

（上記に対応する債務）

１年内返済予定長

期借入金
304,424千円 

長期借入金 1,147,388千円 

合計 1,451,812千円 

３．手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高     305,257千円

 

 

３．手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高     255,758千円

 

 

３．手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高　　 310,257千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 50,710千円

給料手当 155,863千円

賞与引当金繰入額 10,950千円

役員退職慰労引当金繰

入額
4,580千円

減価償却費 15,515千円

貸倒引当金繰入額 136千円

 

役員報酬 43,876千円

給料手当 161,040千円

役員退職慰労引当金繰

入額
3,296千円

減価償却費 12,847千円

 

役員報酬 101,100千円

給料手当 351,310千円

役員退職慰労引当金繰

入額
9,126千円

減価償却費 32,478千円

貸倒引当金繰入額 783千円

 

※２．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具　　 93千円

※２．

──────

  

 

※２．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具       93千円

※３．固定資産除却損の内訳

工具器具備品　     　　870千円

機械装置及び運搬具　 　251千円

 

※３．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物       19,115千円

機械装置及び運搬具　  1,535千円

工具器具備品　     　　 122千円

その他（除却費用等） 21,410千円

 

※３．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物       22,706千円

機械装置及び運搬具   31,485千円

その他（器具備品等）  5,633千円

※４．固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具     680千円

※４．

──────

  

 

※４．固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具      680千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年６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並び自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　普通株式（注） 4,462 1 － 4,463

合計 4,462 1 － 4,463

 自己株式     

 　普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加 １千株は、新株予約権の権利行使によるものです。

２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

 平成18年8月28日

 定時株主総会
普通株式 44,620 千円 10 円 平成18年5月31日 平成18年8月29日

 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

 　　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日 至　平成19年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並び自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　普通株式（注）１ 4,467,000 1,000 － 4,468,000

合計 4,467,000 1,000 － 4,468,000

 自己株式     

 　普通株式（注）２ － 57 － 57

合計 － 57 － 57

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 1,000株は、新株予約権の権利行使によるものです。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加 57株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

 　　該当事項はありません。

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

 　　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年６月１日 至　平成19年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並び自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　普通株式（注） 4,462 5 － 4,467

合計 4,462 5 － 4,467

 自己株式     

 　普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加 ５千株は、新株予約権の権利行使によるものです。

２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

 平成18年8月28日

 定時株主総会
普通株式 44,620千円 10 円 平成18年5月31日 平成18年8月29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

 　　該当事項はありません。

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年11月30日現在） （平成19年11月30日現在） （平成19年５月31日現在）

現金及び預金勘定 900,768千円

現金及び現金同等物 900,768千円

現金及び預金勘定 795,074千円

現金及び現金同等物 795,074千円

現金及び預金勘定     881,281千円

現金及び現金同等物     881,281千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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

 
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 1,061,151 562,051 499,100

工具器具備品 66,024 31,726 34,297

ソフトウェア 111,720 70,678 41,042

合計 1,238,896 664,456 574,440

 
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 1,957,907 658,005 1,299,902

工具器具備品 59,994 40,106 19,888

ソフトウェア 99,570 65,503 34,066

合計 2,117,472 763,615 1,353,857

 
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 1,412,249 546,242 866,007

工具器具備品 61,535 34,508 27,026

ソフトウエア 99,606 58,480 41,126

合計 1,573,391 639,231 934,160

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 205,298千円

１年超 380,913千円

合計 586,212千円

１年内        325,446千円

１年超        1,040,929千円

合計        1,366,376千円

１年内   262,484千円

１年超        672,551千円

合計        935,036千円

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 130,556千円

減価償却費相当額 122,906千円

支払利息相当額 5,508千円

支払リース料  164,351千円

減価償却費相当額  157,299千円

支払利息相当額      8,953千円

支払リース料   269,801千円

減価償却費相当額   254,855千円

支払利息相当額    13,132千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・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減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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。

 

・利息相当額の算定方法

同左

・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

 　　　未経過リース料

１年内 1,620千円　

１年超 1,215千円

合計 2,835千円

 

 ２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

１年内 1,215千円　

１年超 －千円

合計 1,215千円

 

 ２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

１年内 1,620千円

１年超 2,025千円

合計 3,645千円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

①株式 188,351 519,368 331,017

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 188,351 519,368 331,017

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 　　　　　　該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

①株式 188,426 331,475 143,048

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 188,426 331,475 143,048

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 　　　　　　該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年５月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①株式 189,111 489,100 299,988

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 189,111 489,100 299,988

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 　　　　　　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年11月30日現在）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年11月30日現在）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年５月31日現在）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日　至 平成18年11月30日）

　プリント配線板事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも高いため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。

当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日　至 平成19年11月30日）

　プリント配線板事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも高いため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。

前連結会計年度（自 平成18年６月１日　至 平成19年５月31日）

　プリント配線板事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも高いため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日　至 平成18年11月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日　至 平成19年11月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　前連結会計年度（自 平成18年６月１日　至 平成19年５月31日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日　至 平成18年11月30日）　

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

　当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日　至 平成19年11月30日）　

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

　前連結会計年度（自 平成18年６月１日　至 平成19年５月31日）

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

（企業結合等）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 625円93銭

１株当たり中間純損失

金額
13円54銭

１株当たり純資産額 556円63銭

１株当たり中間純損失

金額
  26円88銭

１株当たり純資産額 603円44銭

１株当たり当期純損失

金額
32円02銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、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

期純利益金額については、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）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

中間（当期）純損失金額（千円） 60,446 120,054 142,962

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）純損失金額（千円） 60,446 120,054 142,962

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,462 4,467 4,463

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　２種類

　平成15年8月26日

　定時株主総会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 192個

　平成18年4月17日

　取締役会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 500個

　

 

新株予約権　２種類

　平成15年8月26日

　定時株主総会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 171個

　平成18年4月17日

　取締役会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 500個

　

 

新株予約権　２種類

　平成15年8月26日

　定時株主総会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 176個

 

　平成18年4月17日

　取締役会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 500個

 

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年11月30日）
当中間会計期間末

（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５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  243,944   236,872   140,648   

２．受取手形  237,010   158,107   158,878   

３．売掛金  602,528   1,240,659   900,633   

４．製品  1,115   378   875   

５．原材料  64,388   53,083   52,045   

６．仕掛品  45,634   46,665   50,957   

７．貯蔵品  26,111   29,208   31,819   

８．前払費用  19,562   22,518   24,189   

９．繰延税金資産  42,893   2,460   18,859   

10．その他  20,626   4,096   49,811   

貸倒引当金  △757   △575   △540   

流動資産合計   1,303,058 17.6  1,793,475 24.0  1,428,179 19.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 2,305,577   2,230,227   2,285,376   

(2）構築物 ※１ 29,174   25,011   26,934   

(3）機械及び装置 ※１ 298,002   252,764   273,160   

(4）車両運搬具 ※１ 21,543   14,328   17,111   

(5）工具器具備品 ※１ 20,698   16,967   17,854   

(6）土地 ※２ 1,900,710   1,900,928   1,900,928   

(7）建設仮勘定  26,300   －   －   

有形固定資産合計  4,602,007   4,440,229   4,521,365   

２．無形固定資産           

(1）借地権  59,800   59,800   59,800   

(2）ソフトウェア  3,418   2,963   3,136   

(3）その他  1,543   1,543   1,543   

無形固定資産合計  64,761   64,307   64,479   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  132,006   91,009   140,219   

(2）関係会社株式  1,312,112   1,091,609   1,312,112   

(3）出資金  80   80   80   

(4）その他  6,350   6,289   5,969   

    貸倒引当金  －   △862   △862   

投資その他の資産合
計

 1,450,549   1,188,125   1,457,518   

固定資産合計   6,117,318 82.4  5,692,661 76.0  6,043,363 80.9

資産合計   7,420,377 100.0  7,486,137 100.0  7,471,542 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年11月30日）
当中間会計期間末

（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５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  92,941   366,628   128,856   

２．買掛金  261,364   543,592   402,451   

３．短期借入金  500,000   745,000   700,000   

４．１年以内返済予定長
期借入金

※２ 764,968   743,088   726,568   

５．未払金  29,813   19,512   2,273   

６．未払費用  168,280   158,519   205,254   

７．未払法人税等  9,011   39,000   14,777   

８．未払消費税等  12,332   11,194   13,606   

９．預り金  19,065   16,856   16,171   

10．設備関係支払手形  19,326   28,820   17,975   

11．その他  600   3,772   3,680   

流動負債合計   1,877,703 25.3  2,675,985 35.7  2,231,615 29.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 2,670,726   2,113,738   2,326,642   

２．役員退職慰労引当金  130,768   88,518   134,798   

３. 繰延税金負債  29,179   12,463   32,522   

４. その他の固定負債  400   1,000   1,000   

固定負債合計   2,831,074 38.2  2,215,719 29.6  2,494,962 33.4

負債合計   4,708,777 63.5  4,891,704 65.3  4,726,578 63.3

           

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   1,064,930 14.3  1,065,480 14.2  1,065,370 14.3

　２．資本剰余金　           

（1）資本準備金  1,000,770   1,001,320   1,001,210   

　資本剰余金合計   1,000,770 13.5  1,001,320 13.4  1,001,210 13.4

　３．利益剰余金　           

（1）利益準備金  7,890   7,890   7,890   

（2）その他利益剰余金           

 　　別途積立金  600,000   600,000   600,000   

 　　繰越利益剰余金  △4,505   △98,394   23,108   

 　利益剰余金合計   603,384 8.1  509,495 6.8  630,998 8.4

　４．自己株式   － －  △21 △0.0  － －

 株主資本合計   2,669,084 35.9  2,576,273 34.4  2,697,578 36.1

 Ⅱ　評価・換算差額等           

  １. その他有価証券評価

差額金
  42,514   18,159   47,385  

 評価・換算差額等合

計
  42,514 0.6  18,159 0.3  47,385 0.6

 純資産合計   2,711,599 36.5  2,594,432 34.7  2,744,964 36.7

 負債純資産合計   7,420,377 100.0  7,486,137 100.0  7,471,542 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６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６月１日
至　平成19年５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   1,984,533 100.0  2,168,331 100.0  4,051,433 100.0

Ⅱ　売上原価   1,648,888 83.1  1,778,536 82.0  3,390,312 83.7

売上総利益   335,645 16.9  389,795 18.0  661,121 16.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  310,615 15.7  291,747 13.5  618,989 15.3

営業利益   25,030 1.2  98,048 4.5  42,132 1.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  18,688 0.9  33,332 1.5  72,863 1.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  22,017 1.1  31,270 1.4  48,759 1.2

経常利益   21,700 1.0  100,109 4.6  66,236 1.6

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  49,576 2.3  12,100 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４  9,731 0.4  220,503 10.2  9,807 0.2

税引前中間(当期)
純利益

  11,968 0.6  － －  68,529 1.7

税引前中間純損失   － －  70,816 △3.3  － －

法人税、住民税及
び事業税

 4,965   34,287   9,878   

法人税等調整額  59,948 64,914 3.3 16,399 50,686 2.3 83,981 93,860 2.3

中間(当期)純損失   52,945 △2.7  121,503 △5.6  25,331 △0.6
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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6月1日　至平成18年11月30日）

株主資本 
評価・換

算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
純資産
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

その他有

価証券評

価差額金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日残高

(千円）
1,064,820 1,000,660 1,000,660 7,890 600,000 93,060 700,950 2,766,430 79,986 2,846,417

中間会計期間中の変動額

新株の発行 110 110 110 － － － － 220 － 220

剰余金の配当 － － － － － △44,620 △44,620 △44,620 － △44,620

中間純損失 － － － － － △52,945 △52,945 △52,945 － △52,945

株主資本以外の項目の中

間変動額（純額） 
－ － － － － － － － △37,471 △37,471

中間会計期間中の

変動額合計 　　（千円）
110 110 110 － － △97,565 △97,565 △97,345 △37,471 △134,817

平成18年11月30日残高

（千円）
1,064,930 1,000,770 1,000,770 7,890 600,000 △4,505 603,384 2,669,084 42,514 2,711,599

当中間会計期間（自平成19年6月1日　至平成19年11月30日）

株主資本 
評価・換

算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
純資産
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

その他有

価証券評

価差額金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年５月31日残高

(千円）
1,065,370 1,001,210 1,001,210 7,890 600,000 23,108 630,998 － 2,697,578 47,385 2,744,964

中間会計期間中の変動額

新株の発行 110 110 110 － － － － － 220 － 220

自己株式の取得 － － － － － － － △21 △21 － △21

中間純損失 － － － － － △121,503 △121,503 － △121,503 － △121,503

株主資本以外の項目の中

間変動額（純額） 
－ － － － － － － － － △29,226 △29,226

中間会計期間中の

変動額合計 　　（千円）
110 110 110 － － △121,503 △121,503 △21 △121,304 △29,226 △150,531

平成19年11月30日残高

（千円）
1,065,480 1,001,320 1,001,320 7,890 600,000 △98,394 509,495 △21 2,576,273 18,159 2,594,432
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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6月1日　至平成19年5月31日）

株主資本 評価・換算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

  
純資産
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

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

別途積立
金

繰越利益
剰余金

前期末残高

(千円）
1,064,820 1,000,660 1,000,660 7,890 600,000 93,060 700,950 2,766,430 79,986 79,986 2,846,417

事業年度中の変動額

新株の発行 550 550 550 － － － － 1,100 － － 1,100

剰余金の配当 － － － － － △44,620 △44,620 △44,620 － － △44,620

当期純損失 － － － － － △25,331 △25,331 △25,331 － － △25,331

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
－ － － － － － － － △32,601 △32,601 △32,601

事業年度中の変動額合計

（千円）
550 550 550 － － △69,951 △69,951 △68,851 △32,601 △32,601 △101,453

当期末残高

（千円）
1,065,370 1,001,210 1,001,210 7,890 600,000 23,108 630,998 2,697,578 47,385 47,385 2,744,964

㈱アーム電子(6671) 平成 20 年５月期中間決算短信

－ 30 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

①　時価のあるもの

　中間会計期間末日の市場

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）

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

その他有価証券

①　時価のあるもの

　同左

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

その他有価証券

①　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）

 ②　時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　時価のないもの

　同左

②　時価のないもの

　同左

 (2）たな卸資産

製品………個別法による原価

法

原材料……先入先出法による

原価法

仕掛品……個別法による原価

法

貯蔵品……先入先出法による

原価法

(2）たな卸資産

　同左

 

 

 

(2）たな卸資産

　同左

 

 

 

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

降取得した建物（附属設備を除

く）については定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ７年～50年

機械及び装置 ５年～６年

(1）有形固定資産

 同左

 

 

 

 

 

 

（追加情報）
当中間会計期間より、法人税法の
改正に伴い、平成19年3月31日以
前に取得した資産については、改
正前の法人税法に基づく減価償却
の方法の適用により取得価額の5%
に到達した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。
これによる営業利益、経常利益及
び税引前中間純利益への影響は軽
微であります。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

(1）有形固定資産

建物

平成10年3月31日以前に取得した建

物（建物付属設備を除く）について

は旧定率法。

平成10年4月1日以降から平成19年3

月31日までに取得した建物（建物付

属設備を除く）については旧定額

法。

平成19年4月1日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）については

定額法。

 

建物以外

平成19年3月31以前に取得したもの

については旧定率法。

平成19年4月1日以降に取得したもの

については定率法。

 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　 　建物　　　　   ７年～40年

　 　機械及び装置　 ５年～６年

 

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法

(2）無形固定資産

　  同左

 

(2）無形固定資産

　　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

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。

(1）貸倒引当金

　  同左

(1）貸倒引当金

　  同左

 (2）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、役員退職慰労金内規

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

(2）役員退職慰労引当金

　  同左

(2）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、役員退職慰労金内規に基

づく期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。

　同左 　同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理方法

　同左

消費税等の会計処理方法

　同左

  

 

 

 

 

 

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

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 

 

 　　　　　　───────

 

 

 

 　　　　　　───────

 

（固定資産の減価償却方法の変更）

 　法人税法の改正（（「所得税法等の一部

を改正する法律」平成19年3月30日法律第

6号）及び（「法人税法施行令の一部を改

正する政令」平成19年3月30日政令第83

号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

　なお、この変更による損益に与える影響

は軽微であります。　　　　　　　　　　
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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11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,683,577千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         1,923,714千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,803,251千円

※２．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務

（担保に供している資産）

※２．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務

（担保に供している資産）

※２．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務

（担保に供している資産）

建物 450,670千円

土地 387,762千円

合計 838,433千円

建物   447,160千円

土地  387,762千円

合計  834,923千円

建物 448,833千円

土地 387,762千円

合計 836,596千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予定長期借入金

 259,768千円

長期借入金 353,226千円

合計 612,994千円

１年以内返済予定長期借入金

  171,168千円

長期借入金 182,058千円

合計 353,226千円

１年以内返済予定長期借入金

 221,368千円

長期借入金 261,742千円

合計     483,110千円

　３．手形割引高及び裏書譲渡高 　３．手形割引高及び裏書譲渡高 　３．手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 305,257千円

 

受取手形裏書譲渡高 255,758千円

 

 

 

受取手形裏書譲渡高 310,257千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

自動販売機手数料収入 796千円

作業くず売却収入 10,171千円

賃貸収入 4,504千円

  

  

自動販売機手数料収入 1,015千円

作業くず売却収入 12,761千円

賃貸収入 16,079千円

  

  

受取奨励金 33,050千円

自動販売機手数料収入 1,932千円

作業くず売却収入 20,782千円

賃貸収入 12,611千円

受取配当金

 

1,662千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 18,816千円

減価償却費 2,025千円

支払利息  24,751千円

減価償却費 1,880千円

支払利息 41,094千円

減価償却費 4,166千円

 

 ※３．

 　　　　　　────────

 ※３．特別利益のうち主要なもの

役員退職慰労引当金

戻入益

 

49,576千円

 ※３．特別利益のうち主要なもの

保険解約返戻金 12,100千円

 ※４．特別損失のうち主要なもの

損害賠償金 8,181千円

固定資産除却損 870千円

固定資産売却損 680千円

 ※４．特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評価損 220,503千円

 ※４．特別損失のうち主要なもの

損害賠償金  8,256千円

固定資産除却損 870千円

固定資産売却損      680千円

  

   

　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 122,734千円

無形固定資産 551千円

 

有形固定資産 109,775千円

無形固定資産 572千円

 

有形固定資産 253,148千円

無形固定資産   1,171千円
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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６月１日　至 平成18年11月30日）

 　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。

 当中間会計期間（自 平成19年６月１日　至 平成19年11月30日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

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（注） － 57 － 57

合計 － 57 － 57

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 57株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 前事業年度（自 平成18年６月１日　至 平成19年５月31日）

 　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。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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

 
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 801,659 360,814 440,845

工具器具備品 43,761 19,461 24,299

ソフトウェア 70,184 36,393 33,791

合計 915,605 416,669 498,935

 
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 1,252,259 557,789 694,470

工具器具備品 40,386 26,991 13,395

ソフトウェア 84,161 53,598 30,562

合計 1,376,808 638,380 738,427

 
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 1,247,259 451,543 795,716

工具器具備品 41,927 23,354 18,572

ソフトウェア 81,437 45,632 35,805

合計 1,370,625 520,530 850,094

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 169,860千円

１年超 338,104千円

合計 507,965千円

１年内 202,040千円

１年超 544,454千円

合計 746,495千円

１年内 228,002千円

１年超 619,836千円

合計    847,838千円

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 97,067千円

減価償却費相当額 91,916千円

支払利息相当額 4,205千円

支払リース料   128,081千円

減価償却費相当額 122,014千円

支払利息相当額 5,688千円

支払リース料    210,436千円

減価償却費相当額    199,738千円

支払利息相当額 10,668千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・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減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

　同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

　同左

・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。

 

・利息相当額の算定方法

　同左

・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

　未経過リース料

１年内      1,620千円

１年超      1,215千円

合計      2,835千円

 

 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内     1,215千円

１年超        －千円

合計     1,215千円

 

 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内      1,620千円

１年超      2,025千円

合計      3,645千円

 

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年11月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年11月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年５月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 607円57銭

１株当たり中間純損失

金額
11円87銭

１株当たり純資産額 580円67銭

１株当たり中間純損失

金額
27円20銭

１株当たり純資産額 614円50銭

１株当たり当期純損失

金額
５円67銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、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

益金額については、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６月１日

至　平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年６月１日

至　平成19年11月30日)

前事業年度

(自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

　中間（当期)純損失（千円） 52,945 121,503 25,331

　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） 52,945 121,503 25,331

　普通株式の期中平均株式数（千株） 4,462 4,467 4,463

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　２種類

　平成15年8月26日

　定時株主総会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 192個

　平成18年4月17日

　取締役会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 500個

　

 

新株予約権　２種類

　平成15年8月26日

　定時株主総会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 171個

　平成18年4月17日

　取締役会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 500個

　

 

新株予約権　２種類

　平成15年8月26日

　定時株主総会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 176個

 

　平成18年4月17日

　取締役会決議

　ストックオプションとし

　ての新株予約権 500個

 

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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