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（百万円未満切捨て）

１．平成20年２月中間期の業績（平成19年９月１日～平成20年２月29日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期 420 △35.6 △29 － △36 － △23 －

19年２月中間期 653 69.6 145 199.4 121 157.8 74 171.8

19年８月期 1,074 － 120 － 89 － 72 －

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

20年２月中間期 △1,259 15 － －

19年２月中間期 9,354 94 8,786 40

19年８月期 8,394 12 7,962 01

（参考）持分法投資損益 20年２月中間期 －百万円 19年２月中間期 －百万円 19年８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

20年２月中間期 2,462 1,291 52.4 69,824 85

19年２月中間期 2,485 1,315 52.9 142,491 24

19年８月期 2,391 1,314 55.0 142,167 99

（参考）自己資本 20年２月中間期 1,291百万円 19年２月中間期 1,315百万円 19年８月期 1,314百万円

(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

20年２月中間期 △44 △252 126 425

19年２月中間期 78 △346 486 453

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 0 00

20年８月期 0 00 0 00 － －

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 1,260 117.3 140 116.6 120 134.8 72 100.0 3,892 73
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４．その他

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、17ページ「表示方法の変更」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） 20年２月中間期 18,496株 19年２月中間期 9,230株 19年８月期 9,248株

②　期末自己株式数 20年２月中間期 －株 19年２月中間期 －株 19年８月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、24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

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、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。

株式会社マルマエ(6264) 平成 20 年８月期中間決算短信(非連結)

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間会計期間におけるわが国経済は、『景気回復は、このところ足踏み状態にある。』という平成20年３月19日内閣

府の月例経済報告に示されるように、企業収益は弱含みとなり、輸出は緩やかに増加していますが、生産と設備投資は横

ばいとなっております。また、雇用情勢には、厳しさが残り、改善に足踏みがみられます。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アメリカ経済の減速や株式・為替市場の変動、原油価格の動向等から、景気の下振

れリスクが高まっていることに留意する必要があるものの、改正建築基準法施行の影響が収束していくなかで、輸出が増

加基調で推移し、景気は緩やかに回復していくと見込まれます。

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、国内液晶メーカーより、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た他、複数の液晶パネルメーカーが大型ガラス基板を採用する設備計画が表面化するなど次世代に向

けた大型投資再開の動きが具体的になってきました。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、欧州を中心に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、シリコンを主原料とする

結晶シリコン系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シリコン系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シリコン系へ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シリコン系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、メモリ製品価格下落が続くなど一部の懸念材料もありましたが、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、半導体出荷数量そのものの増加基調も継続しました。半導体製造装置につきましては、平成19年度前半の日

本製半導体製造装置販売高は過去最高で推移しましたが、受注は一転して厳しい状況を迎えています。

このような経済環境の中、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、液晶製造装置の市場回復が当初想定よりも３～６か月間遅れるなどの景気動向の影響を鮮明にうけ、売上

が減少しました。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、売上計上できると想定していた大型案件の納

期が下期にずれ込みました。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したため第１四半期は堅調に推移しましたが、第２四半期にかけて様子見状態であり売上

が伸び悩みました。　　　　　　

これらの結果、当中間会計期間における経営成績は、売上高420百万円（前年同期比35.6％減）、経常損失36百万円（前

年同期比 157百万円減）、中間純損失23百万円（前年同期比 97百万円減）の減収減益となりました。　　　　　　

（今期の見通し）

平成20年８月期（平成19年９月１日～平成20年８月31日）の業績予想につきましては、平成19年10月11日付当社「平成

19 年８月期 決算短信（非連結）」にて発表いたしました業績予想を、平成20年３月12日に修正いたしました。

通期の売上高につきましては、組立事業の開始と同時に、部品単位と組立単位の検収時期の差異が発生する見込みとな

りました。部品単位の製造につきましては、好調な受注を背景に当初想定程度で推移すると思われますが、組立てまで受

注する案件が想定外に増加したことによって部品単位売上高が減少し来期に繰り越す組立売上が増加する見込みとなりま

した。

このような部品単位の検収時期と組立単位の検収時期の差異によって、当期中に製造され来期に繰り越す組立受注に含

まれる加工部品を当初想定した売上額相当で200百万円と見込みました。また、組立事業に関する仕掛品等の棚卸額が今期

末までに400百万円程度発生する見通しを持っております。

利益面につきましては、客先からの急激な需要増加に対応して追加の設備投資および、関東事業所新設による新規設備

投資と従業員増加による費用が発生する見通しとなりました。これらの費用は、今後増大する需要に対応するためには必

要性の高いものであると考えておりますが、特に人材に関しましては先行投資の色合いが強く、費用が先行してしまう傾

向となります。

このようなことから、通期の売上高は1,260百万円（前期比117.3％）を計上する見込みです。また、通期営業利益は1４

0百万円（前期比116.6％）、通期経常利益は120百万円（前期比134.8％）、通期純利益は72百万円（前期比100.0％）にな

る見込みです。

なお、新たな事業である装置組立事業の引き合いが旺盛であることや、装置組立事業が従来の精密切削加工事業と利益

構造に相違があることなど、事業環境がおおきく変化していることから、現在当社では中期事業計画の改定作業を行って

おります。中期事業計画の改定の開示につきましては、当期第３四半期決算開示までに行います。
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(2）財政状態に関する分析

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間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、425百万円となり、前事業年度末と比較し

て171百万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、当中間会計期間の売上高が減少し税引前中間

純損失35百万円を計上したこと並びに本社第４工場及び熊本事業所への設備投資等252百万円をおこなったことでありま

す。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、44百万円（前中間会計期間は78百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間

純損失35百万円、減価償却費97百万円を計上したこと、売上債権の増加による資金の減少４百万円、棚卸資産の増加によ

る資金の減少38百万円、仕入債務の増加による資金の増加６百万円、未払消費税等の減少による資金の減少９百万円、利

息の支払額６百万円及び法人税等の支払額64百万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、252百万円（前年同期比93百万円減)となりました。これは、本社第４工場建設の設備

投資による支出210百万円、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39百万円、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２百万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）

財務活動の結果得られた資金は、126百万円（前年同期比360百万円減)となりました。これは、短期借入金による収入

200百万円、長期借入金の返済による支出73百万円によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年８月期 
平成20年８月期

中間期 

自己資本比率（％） 31.3 19.9 55.0 52.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 181.0 241.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
4.1 22.8 2.2 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
16.3 3.7 24.0 －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年換算額にするため２倍にしております。）

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 

（注１）株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。

（注２）営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書（中間キャッシュ・フロー計算書）の「営

業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

（注４）平成17年8月期及び平成18年8月期については、非上場であるため、時価ベースの株主資本比率は記載しており

ません。

（注５）当中間会計期間については、中間純損失であるため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は現在のところ、高成長の持続に向けた設備投資を優先するために、配当は実施していません。

しかしながら、株主に対する利益還元につきましては、重要な経営課題と認識しており、当面は内部留保の充実に注

力する方針であるものの、事業規模や収益が安定成長段階に入ったと判断される適切な時期において、経営成績及び財

務状況を勘案しつつ、配当による株主への利益還元に努める所存です。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年２月末日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定め

ています。
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(4）事業等のリスク

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判断上重要と考えら

れる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。

なお、ここに記載の項目は当社が現時点で認識しているものに限られており、当社の事業又は本株式への投資に関す

るリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご注意ください。また、当社はこれらのリスク発生の可能性を認

識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針ですが、本株式に対する投資判断は、以下の記載事項

及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。

なお、文中における将来に関する事項は、本中間決算短信提出日現在において当社が判断したものであります。

①主要市場での需要の急激な変動について

当社は、主に液晶業界及び半導体業界を対象として、その生産ラインで用いられる各種生産設備部品の製造・販売を

行っていますが、液晶業界につきましてはクリスタルサイクル、半導体業界につきましてはシリコンサイクルと呼ばれ

る業界特有の好不況の波が存在します。また、太陽電池分野におきましても、急激な市場拡大の中で過大な需要見込み

等によって大幅な市場変動が起こる可能性があります。

当社におきましては、メーカーの設備投資動向に左右されない消耗品などの安定的な販売が見込める分野の受注に注

力するなどの対策を行い、業績への影響を最小限にすべく努力しております。

しかしながら、これらの景気変動によって当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

②為替相場の変動について 

当中間会計期間より、ドル建てによる海外向けの受託加工を開始し、当中間会計期間の輸出比率は4.2％となってお

ります。輸出比率は今後、当社の成長とともに増加していくと予想されます。また、顧客との間で急激な為替変動時の

価格見直しについての協議も良好に進んでおります。しかしながら、為替相場の変動状況によっては販売価格見直しが

間に合わなかったり、販売時と入金時の為替相場の変動による損失の計上や、ドル建て資産負債の為替換算差損の計上

が起こるなど、今後の当社の業績及び財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。

③価格競争について

当社の属する精密機械加工部品の分野は、多数の同業他社がひしめく、非常に参入業者の多い分野です。

それらの加工部品群の中でも当社は、高付加価値部品を得意分野としております。この分野では基板サイズの大型化

に追従した業者が少なかったこともあり、売り手市場となっていましたが、近年、市場環境の変動に伴う需用減退があ

り、買い手市場へと市場の変化が起こり始めております。

今後は、設備があるだけでは受注量を増やすことは難しく、付加価値の低い製品分野だけでなく、高品位な製品分野

においても、低コスト化への対応が重要となります。また、他社における大型の加工機械設備の導入に伴い、さらに競

争が激しくなり、価格の下落を加速させる可能性があります。あるいは、為替相場の変動によって海外の同業他社との

競争力が落ちる可能性があります。

これら競争の激化により、価格競争力を維持できなくなった場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性が

あります。

④特定の取引先への依存について

当中間会計期間の販売実績において、株式会社東京カソード研究所が21.4％（前事業年度売上構成比17.5％)、東京

エレクトロンＡＴ株式会社が13.3％（前事業年度売上構成比12.8％)、また、ワイエイシイ株式会社が17.5%（前事業年

度売上構成比31.2％) と上位3社の販売総額に占める割合が高い状態が続いています。

これらの主要販売先との間では、今後も継続的な取引が見込まれていることと、一社当たりの依存度を減らす方針に

基づき新規の取引先拡大に向けた営業を展開しておりますが、何らかの要因でこれらの主要な販売先との取引が縮小し

た場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

⑤有利子負債依存度の上昇について

当中間会計期間において本社第４工場及び熊本事業所への設備投資のつなぎ資金として短期借入金200百万円を調達

したため、有利子負債依存度が4.1ポイント増加し、38.7％となっております。また平成20年３月14日に本社第４工場

及び熊本事業所の設備投資資金として長期借入金1,000百万円を金融機関から調達し、同時につなぎ資金用途の短期借

入金200百万円の返済をおこなっております。

これらの結果、当社総資産に占める有利子負債依存度が上昇しており、金利上昇が起こった場合には支払利息負担の

増大によって、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

なお、平成20年3月14日に実行した資金調達の詳細につきましては「４．中間財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」の項をご参照ください。 

当中間会計期間、前事業年度及び前々事業年度の有利子負債残高及び同残高の総資産に占める割合は下記の通りであ

ります。
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回次 第19期 第20期 第21期 中間期

決算年月 平成18年８月 平成19年８月 平成20年８月中間期 

残高 金額（千円） 割合（％) 金額（千円） 割合（％) 金額（千円） 割合（％) 

有利子負債残高合計 1,273,700 68.4 827,624 34.6 953,696 38.7

 
期末借入金残高 1,273,700 68.4 827,624 34.6 953,696 38.7

その他の有利子負債の残高 ― ― ― ― ― ―

総資産額 1,862,846 100 2,391,672 100 2,462,714 100

⑥特定の人物への依存について

当社代表取締役社長である前田俊一は、経営方針の策定、技術の革新、発想、人的ネットワーク等において中心的な

役割を果たしております。当社では、同氏に過度に依存しない経営体質の構築を進めておりますが、何らかの理由によ

り同氏が経営から退いた場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

⑦人材について

当社は、高度な切削加工技術が要求される製品に対する顧客のニーズに着目し、ＯＪＴなど独自の現場主義教育で、

切削加工技術に関し高い能力を持った人材の育成に注力しております。各々の切削加工技術者がＣＡＤ／ＣＡＭでのプ

ログラミングを含む、全工程を担当できる多能工として短期間で育成されていくことが、当社の特徴であるといえます。

しかしながら、優秀な人材の確保及びその育成が予定通りに進まなかった場合、当社の業績及び財務状況に影響を与

える可能性があります。

⑧小規模な会社組織であることについて

当社は平成20年２月29日現在、取締役６名、監査役３名、従業員58名及び臨時雇用者16名と小規模組織であり、内部

管理体制もこのような組織の規模に応じたものとなっています。今後当社では、事業の拡大及び社内システムの拡充等

の観点から、人員の増強、内部管理体制の強化を図る予定です。

しかしながら、優秀な人材の確保及びその育成が予定通りに進まなかった場合、当社の業績及び財務状況に影響を与

える可能性があります。

⑨知的財産権等について

当社は他社の特許権等の知的財産権を侵さないよう細心の注意を払い、受注と技術開発にあたっていますが、切削加

工分野においても積極的に特許申請が行われており、場合によっては第三者の特許権等の知的財産権を侵害するとして

損害賠償等の請求を受ける可能性があります。

⑩切削加工技術等のノウハウについて

当社が有する切削加工技術等のノウハウは、ＣＡＤ／ＣＡＭ等のデータとして保管されており、社内の従業員であれ

ば自由にアクセスできる状況であります。現在、社内のパソコンの詳細履歴管理とネットワークストレージへのバック

アップなどを進めております。

切削加工技術等のノウハウの流出又は消失が起こった場合や業界の動向に対応した技術の開発・獲得が遅れた場合に

は、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

⑪当社加工部品に不具合が生じた場合について

当社加工部品については、社内において品質管理の徹底を図っておりますが、種々の要因により不良品の発生が起こ

る可能性があります。

当社加工部品に何らかの不具合が発生した場合には、無償支給材料費を含む想定外の費用が発生したり、当社及び当

社の切削加工技術に対する信頼が著しく損なわれる可能性があります。また、設計上の欠陥、製造時の欠陥により、エ

ンドユーザーより製造物責任を追及される可能性があります。

⑫特別利害関係者との取引について

当社取締役藤山敏久は平成16年11月11日開催の臨時株主総会において、取締役に選任されております。また株式会社

フジヤマは、藤山敏久の実父である藤山敏己により、発行済株式総数の過半数を所有されている会社であります。この

ため、同日より株式会社フジヤマは特別利害関係者に該当することとなります。

株式会社フジヤマとの取引は当事業年度において、加工の受託取引及び委託取引並びに設備工事取引があります。取

引内容については、事前に他社と比較を行い、取引を実施しております。今後も公正な取引が行われるよう努めて参り

ます。

⑬ストック・オプションによる株式の希薄化について

当社は、当社の取締役、監査役及び従業員に対して当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、新株予約権に

よるストック・オプション制度を導入しております。平成20年２月29日現在における新株予約権による潜在株式数は

1,306株であり、発行済株式総数18,496株の7.1％に相当いたします。これらの新株予約権の行使が行われた場合、保有
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株式の株式価値が希薄化する可能性があります。

なお、ストック・オプションの詳細につきましては「４．中間財務諸表　注記事項（ストック・オプション等関係）」

の項をご参照ください。

⑭自然災害等に係るリスクについて

当社の生産拠点は、鹿児島県出水市、熊本県菊池郡大津町及び埼玉県朝霞市に所在しており、当該地区において地震

等の自然災害が発生した場合には被害を受ける可能性があります。

これにより、生産活動ができなくなり、顧客への製品納入の遅延、売上の低下、修復費用等により、当社の業績及び

財務状況に影響を与える可能性があります。

⑮法的規制について

当社の本社工場の所在地は、鹿児島県出水市の高尾野工業団地内にあり、工場立地法の適用を受けております。建物

等の面積は、敷地面積の大きさによる制約を受けております。

市場の需要の大幅な増加に対応した設備投資を行えない場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があり

ます。

⑯今後の設備投資計画について

今後、市場動向や外部環境が変化した場合には、追加の設備投資を行う可能性があります。これらの設備投資が予想

通りの受注・生産に結びつかない場合、減価償却費用や借入金等の増大により当社の業績及び財務状況に影響を与える

可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社の事業の内容は、液晶、太陽電池及び半導体等の製造装置を構成している精密加工部品を製造する切削加工事業で

あります。当社は鹿児島県出水市に２ヶ所と熊本県菊池郡大津町に１カ所の生産拠点があり、平成19年２月29日現在マ

シニングセンタ22台、ＮＣ旋盤６台及びその他５台の合計33台の切削機械装置を保有しており、主に製造装置メーカー

から精密加工部品の製造を受注しております。

 また、単独で事業を営んでおり、親会社や関係会社はありません。

 当社事業の系統図は、以下のとおりであります。

 

当  社 

液 晶 メ ー カ ー ・ 太 陽 電 池 メ ー カ ー ・ 半 導 体 メ ー カ ー 等  

液晶製造装置メーカー・太陽電池製造装置メーカー・半導体製造装置メーカー等 

工程設計 

部品発注 

製造装置発注 

部品発注  

 

製造装置納品 

商社 

部品納品 

部品納品 

部品発注 

プログラミング 検査 仕上・梱包 切削加工 

外注先 

 

・接合加工 
・表面処理 
・切削加工 

発注 納入 

部品納品 部品発注 

部品納品 
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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

(3）中長期的な会社の経営戦略

(4）会社の対処すべき課題

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　上記の各項目につきましては、平成19年８月期決算短信(平成19年10月11日開示)により開示を行った内容から重要

な変更がないため開示を省略しています。 　

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.marumae.com/

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ))

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年２月28日）

当中間会計期間末
（平成20年２月29日）

対前中間
期比

前事業年度の貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   453,093   425,682    596,946  

２．受取手形   404,606   189,677    211,082  

３．売掛金   126,771   128,790    102,811  

４．たな卸資産   36,849   77,220    39,052  

５．その他 ※４  17,505   25,187    17,787  

貸倒引当金   △344   △207    △201  

流動資産合計   1,038,482 41.8  846,352 34.4 △192,130  967,481 40.5

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※１           

１．建物 ※２  354,090   336,065    346,792  

２．機械及び装置 ※２  729,832   708,412    650,494  

３．土地 ※２  308,310   369,507    369,507  

４．建設仮勘定   ―   142,263    ―  

５．その他 ※２  40,702   49,293    42,412  

有形固定資産
合計

  1,432,936   1,605,541    1,409,207  

(2）無形固定資産   9,790   10,581    10,082  

(3）投資その他の
資産

  4,538   239    4,901  

固定資産合計   1,447,265 58.2  1,616,362 65.6 169,096  1,424,191 59.5

資産合計   2,485,748 100.0  2,462,714 100.0 △23,033  2,391,672 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形   61,181   35,769    46,439  

２．買掛金   31,348   33,155    15,939  

３．短期借入金   ―   200,000    ―  

４．１年以内返済
予定長期借入金

※２  147,856   147,856    147,856  

５．賞与引当金   10,413   2,142    1,382  

６．受注損失引当金   3,300   10,000    10,000  

７．未払金   12,944   57,449    12,449  

８．未払法人税等   62,360   3,003    67,694  

９．その他   18,231   18,426    31,960  

流動負債合計   347,635 14.0  507,802 20.6 160,167  333,723 14.0

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  753,696   605,840    679,768  

２．繰延税金負債   69,223   57,591    63,411  

固定負債合計   822,919 33.1  663,431 27.0 △159,487  743,179 31.0

負債合計   1,170,554 47.1  1,171,234 47.6 680  1,076,903 45.0
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前中間会計期間末
（平成19年２月28日）

当中間会計期間末
（平成20年２月29日）

対前中間
期比

前事業年度の貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   506,250 20.4  507,150 20.6 900  507,150 21.2

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  496,250   497,150    497,150   

資本剰余金合計   496,250 20.0  497,150 20.2 900  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

 101,293   84,233    92,763   

繰越利益
剰余金

 210,900   202,446    217,205   

利益剰余金合計   312,694 12.5  287,180 11.6 △25,513  310,469 13.0

株主資本合計   1,315,194 52.9  1,291,480 52.4 △23,713  1,314,769 55.0

純資産合計   1,315,194 52.9  1,291,480 52.4 △23,713  1,314,769 55.0

負債純資産合計   2,485,748 100.0  2,462,714 100.0 △23,033  2,391,672 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

対前中間
期比

前事業年度の損益計算書
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   653,508 100.0  420,678 100.0 △232,829  1,074,106 100.0

Ⅱ　売上原価   420,746 64.4  348,162 82.8 △72,583  777,353 72.4

売上総利益   232,761 35.6  72,515 17.2 △160,245  296,753 27.6

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  86,981 13.3  102,390 24.3 15,408  176,350 16.4

営業利益又は
営業損失(△)

  145,780 22.3  △29,874 △7.1 △175,654  120,402 11.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,187 0.6  1,453 0.3 △2,733  5,458 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  28,768 4.4  8,091 1.9 △20,676  36,070 3.3

経常利益又は
経常損失(△)

  121,199 18.5  △36,512 △8.7 △157,711  89,790 8.4

Ⅵ　特別利益 ※３  2,264 0.4  3,869 0.9 1,605  23,330 2.1

Ⅶ　特別損失 ※４  2,553 0.4  2,814 0.6 261  2,553 0.2

税引前中間（当
期）純利益又は
税引前中間純損
失(△)

  120,910 18.5  △35,456 △8.4 △156,367  110,567 10.3

法人税、住民税
及び事業税

 60,216   1,728    64,012   

法人税等還付額  －   △863    △9,354   

法人税等調整額  △13,761 46,454 7.1 △13,032 △12,167 △2.9 △58,622 △16,321 38,336 3.6

中間（当期）
純利益又は
中間純損失(△)

  74,455 11.4  △23,289 △5.5 △97,745  72,231 6.7

            

株式会社マルマエ(6264) 平成 20 年８月期中間決算短信(非連結)

－ 12 －



(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９月１日　至　平成19年２月28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

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 434,750 434,750 434,750     869,500 869,500

特別償却準備金の取崩     △6,158 6,158 ― ― ―

中間純利益      74,455 74,455 74,455 74,455

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

434,750 434,750 434,750 ― △6,158 80,614 74,455 943,955 943,955

平成19年２月28日　残高
（千円）

506,250 496,250 496,250 500 101,293 210,900 312,694 1,315,194 1,315,194

当中間会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年２月29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

中間会計期間中の変動額          

特別償却準備金の取崩     △8,530 8,530 ― ― ―

中間純損失      △23,289 △23,289 △23,289 △23,289

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― △8,530 △14,758 △23,289 △23,289 △23,289

平成20年２月29日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 84,233 202,446 287,180 1,291,480 1,291,480

前事業年度の株主資本等変動計算書（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）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日)

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

     

税引前中間（当期）純利益
又は中間純損失（△）

 120,910 △35,456 △156,367 110,567

減価償却費  78,181 97,029 18,848 183,119

固定資産売却益  △2,264 － 2,264 △2,264

固定資産除却損  174 2,814 2,639 174

貸倒引当金の増減額  101 6 △95 △42

賞与引当金の増減額  6,347 760 △5,587 △2,683

受注損失引当金の増減額  1,100 － △1,100 7,800

受取利息及び配当金  △143 △407 △263 △492

支払利息  9,052 6,831 △2,221 16,087

株式交付費  10,623 － △10,623 10,727

為替差損  － 795 795 －

売上債権の増減額  △165,566 △4,574 160,992 51,917

たな卸資産の増減額  9,780 △38,167 △47,948 7,576

仕入債務の増減額  9,605 6,546 △3,058 △19,211

未収消費税等の増減額  14,271 △2,192 △16,464 14,983

未払消費税等の増減額  － △9,911 △9,911 9,911

その他  △2,975 △521 2,453 1,973

小計  89,199 23,550 △65,648 390,145

利息及び配当金の受取額  143 407 263 492

利息の支払額  △8,851 △6,997 1,853 △15,772

法人税等の還付による収入  － 3,051 3,051 9,354

法人税等の支払額  △1,985 △64,073 △62,087 △6,337

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 78,505 △44,061 △122,566 377,881
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前中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日)

対前中間期比

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）
増減

（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

 △385,153 △250,284 134,868 △466,678

有形固定資産の売却による
収入

 44,712 － △44,712 44,712

無形固定資産の取得による
支出

 △5,790 △2,194 3,595 △7,556

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △346,230 △252,479 93,751 △429,522

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

     

 　　 短期借入れによる収入  － 200,000 200,000 －

短期借入金の返済による
支出

 △30,000 － 30,000 △30,000

長期借入金の返済による
支出

 △342,148 △73,928 268,220 △416,076

株式の発行による収入  858,876 － △858,876 860,572

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 486,728 126,072 △360,656 414,496

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 － △795 △795 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 219,003 △171,263 △390,267 362,856

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 234,090 596,946 362,856 234,090

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 453,093 425,682 △27,411 596,946
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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 (1）たな卸資産

製品、仕掛品

  個別法による原価法

(1）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

(1）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

原材料

　移動平均法による原価法 

原材料

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）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中

間会計期間に負担すべき金額を

計上しております。

(2）賞与引当金

　同左

(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、当中間会計

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．中間キャッシュ・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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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９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　荷造運送費は、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、

当中間会計期間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

係が強い荷造運送費の金額的重要性が

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19,834

千円増加し、売上総利益が同額減少し

ますが、販売費及び一般管理費も同額

減少するため、営業利益、経常利益、

税引前中間純利益、中間純利益に与え

る影響はありません。

　―――――――――――  製品にかかる荷造運送費は、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、売上総利益が同額減少し

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。

 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

――――――――――― （中間貸借対照表） 

 「建設仮勘定」は、前中間期まで、有形固定資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において

資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間期末の「建設仮勘定」の金額は435千円であ

ります。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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いま

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)
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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19年２月28日）

当中間会計期間末
（平成20年２月29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

317,664千円

※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

建物 212,716千円（207,262千円）

構築物　 9,103千円（  8,148千円）

機械及び装置 331,901千円（331,901千円）

土地　　 86,299千円（ 68,250千円）

合計　 640,021千円（615,562千円）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

513,566千円

※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

建物 200,573千円（195,519千円）

構築物　 11,537千円 （10,777千円）

機械及び装置 263,529千円（263,529千円）

土地　　 86,299千円 （68,250千円）

合計　 561,940千円（538,076千円）

※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。

担保資産

建物 206,627千円（201,372千円）

構築物   8,024千円 （7,177千円）

機械及び装置　 293,790千円（293,790千円）

土地　 86,299千円 （68,250千円）

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　 485,996千円（327,150千円）

合計　 544,172千円（366,126千円）

　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。

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　 427,820千円（288,174千円）

合計　 485,996千円（327,150千円）

　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。

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　　　　　 6,719千円 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

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．　　　――――――――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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．営業外収益のうち主要なもの

　　　受取助成金　　　　  3,750千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

　　　受取助成金　　　　    855千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

　　　受取助成金　　　　  　3,750千円

       受取利息　　　　　　　407千円  

※２．営業外費用のうち主要なもの

　　　株式交付費　　　　 10,623千円

　　　株式公開関連費用　　9,057千円

　　　支払利息　　　　　　9,052千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

　　　支払利息　　　　　　6,831千円

　　　為替差損　　　　　　1,132千円

　　　

※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．特別利益のうち主要なもの

　　　固定資産売却益　　　2,264千円

※３．特別利益のうち主要なもの

　　　保険解約益　　      3,869千円

※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

　　　損害賠償金　　　　　2,378千円

　　　固定資産除却損　　　　174千円

※４．特別損失のうち主要なもの

　　  固定資産除却損　　  2,814千円

　　

※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　　　 76,937千円

　　　無形固定資産　　    1,243千円 

　５．減価償却実施額

　　　有形固定資産　　   95,333千円

　　　無形固定資産　　    1,695千円 

　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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（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９月１日　至　平成19年２月28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）

発行済株式     

普通株式（注） 7,230 2,000 ― 9,230

合計 7,230 2,000 ― 9,230

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 2,000株は、有償一般募集による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権に関する事項　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項　　　　　　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年２月29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）

発行済株式     

普通株式（注） 9,248 9,248 ― 18,496

合計 9,248 9,248 ― 18,496

（注）普通株式の発行済株式総数の増加9,248株は、平成19年12月１日付の普通株式１株につき２株の割合の株式分割によ

るものであります。

２．新株予約権に関する事項　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項　　　　　　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）

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

 (注)普通株式の発行株式総数の増加2,018株は有償一般募集による新株の発行による増加2,000株と新株予約権の権利行

使による新株の発行による増加18株であります。　　　　

２．新株予約権に関する事項　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項　　　　　　該当事項はありません。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成19年２月28日現在）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成20年２月29日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成19年８月31日現在）

現金及び預金 453,093千円

現金及び現金同等物 453,093千円

現金及び預金 425,682千円

現金及び現金同等物 425,682千円

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）

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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

(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中

間期末残高相当額

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中

間期末残高相当額

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

131,350 14,529 116,820

合計 131,350 14,529 116,820

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

131,350 33,293 98,056

合計 131,350 33,293 98,056

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）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,632千円

１年超 100,091千円

合計 117,724千円

１年内 18,103千円

１年超 81,988千円

合計 100,091千円

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 10,262千円

減価償却費相当額 9,382千円

支払利息相当額 1,603千円

支払リース料 10,262千円

減価償却費相当額 9,382千円

支払利息相当額 1,388千円

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
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（有価証券関係）

前中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年２月29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）

前中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28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。

当中間会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年２月29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。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年２月29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）

ストック・オプションの内容

 
第１回

平成16年ストック・オプション
第２回

平成16年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役４名及び監査役１名 当社取締役１名及び従業員28名

ストック・オプション数（注） 普通株式　650株 普通株式　133株

付与日 平成16年10月26日 平成17年７月１日

権利確定条件

付与日（平成16年10月26日）以降、権利確

定日（平成18年10月25日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年７月１日）以降、権利確

定日（平成18年10月25日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
自：平成16年10月26日

至：平成18年10月25日

自：平成17年７月１日

至：平成18年10月25日

権利行使期間

自：平成18年10月26日

至：平成26年10月25日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

自：平成18年10月26日

至：平成26年10月25日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

　（注）　株式数に換算して記載しております。
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第３回

平成16年ストック・オプション
第４回

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社監査役１名及び従業員４名
当社取締役３名、監査役１名及び従業員33

名

ストック・オプション数（注） 普通株式　17株 普通株式　63株

付与日 平成17年10月20日 平成18年２月１日

権利確定条件

付与日（平成17年10月20日）以降、権利確

定日（平成18年10月25日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成18年２月１日）以降、権利確

定日（平成19年11月19日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
自：平成17年10月20日

至：平成18年10月25日

自：平成18年２月１日

至：平成19年11月19日

権利行使期間

自：平成18年10月26日

至：平成26年10月25日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

自：平成19年11月20日

至：平成27年11月19日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

　（注）　株式数に換算して記載しております。

 
第５回

平成17年ストック・オプション
第６回

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員21名 当社従業員１名

ストック・オプション数（注） 普通株式　41株 普通株式　３株

付与日 平成18年４月20日 平成18年４月28日

権利確定条件

付与日（平成18年４月20日）以降、権利確

定日（平成19年11月19日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成18年４月28日）以降、権利確

定日（平成19年11月19日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
自：平成18年４月20日

至：平成19年11月19日

自：平成18年４月28日

至：平成19年11月19日

権利行使期間

自：平成19年11月20日

至：平成27年11月19日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

自：平成19年11月20日

至：平成27年11月19日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

　（注）　株式数に換算して記載しております。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年２月29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
前中間会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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 142,491円24銭 69,824円85銭 142,167円99銭

１株当たり中間（当期）純利益又は

１株当たり中間純損失（△）
9,354円94銭 △1,259円15銭 8,394円12銭

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益

 8,786円40銭  なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益については、

潜在株式は存在するものの1株

当たり中間純損失であるため

記載しておりません。

 

           7,962円01銭

   　当社は、平成19年12月１日

付で、株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報についてはそれぞ

れ以下のとおりとなります。

 

  前中間会計期
間

前事業年度

１株当たり

純資産額

１株当たり

純資産額

 71,245円62銭  71,083円99銭

１株当たり

中間純利益

１株当たり

当期純利益

 4,677円47銭  4,196円81銭

潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益

潜在株式調整後

１株当たり

当期純利益

 4,393円20銭 3,980円13銭

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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株当たり中間（当期）純利益又は

１株当たり中間純損失（△）
   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
74,455 △23,289 72,231

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（千円）
74,455 △23,289 72,231

期中平均株式数（株） 7,959 18,496 8,605

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益
   

中間（当期）純利益調整額 － － －

普通株式増加数 515 － 467

 （うち新株予約権） (515) (－) (467)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

 ―――― 新株予約権

(新株予約権の数653個) 

 ――――
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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．取締役に対するストック・オプション報酬

額及び内容決定について

　当社は、平成19年４月11日開催の臨時株主

総会において、会社法第236条、第238条及び

第239条第1項の規定に基づき、ストック・オ

プションを目的として発行する新株予約権の

発行について決議いたしました。　

イ．取締役に対し新株予約権を発行する理由及

び報酬の上限

　当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、

株主重視の経営意識を高めるためのインセン

ティブを与えることを目的として、取締役の

報酬額とは別枠で報酬として新株予約権を取

締役に年額5,000万円の範囲内で付与する。

ロ．新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

　普通株式50株を、当該株主総会の日から

１年以内の日に発行する新株予約権を行使

することにより交付を受けることができる

株式数の上限とする。

　なお、当社が株式分割または株式併合を

行う場合、次の算式により目的となる株式

の数を調整するものとする。ただし、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点で

行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数について行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切捨

てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、上記のほか、決議日後、株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合理的な範囲で当社は必要と認

める株式数の調整を行う。

(2) 新株予約権の数

　50個を本株主総会の日から１年以内の日

に発行する新株予約権の上限とする。なお、

新株予約権１個当たりの目的となる株式数

（以下、「付与株式数」という。）は１株

とする。ただし(1) に定める株式の数の調

整を行った場合は、付与株式数についても

同様の調整を行う。

(3) 新株予約権と引換えに払込む金額

　新株予約権の割当日における諸条件をも

とに、企業会計基準委員会が公表する「ス

トックオプション等に関する会計基準」に

記載される株式オプション価格算定モデル

により算定した価額を払込金額とする。

　なお、新株予約権の交付を受けた各取締

役は、新株予約権と引換えに金銭を払込む

ことを要しないものとする。

(4) 各新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額は、新株予約権の行使により交付

を受けることができる株式１株当たりの払

込金額（以下、「行使価額」という。）に

当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた

金額とする。

１.関東事業所新設について 

　平成20年3月5日の取締役会決議に基づき、

精密切削加工事業の拠点拡充による生産力拡

大ならびに関東地区の新規顧客獲得と既存顧

客へのサポート充実を図ることを目的として

関東事業所を新設するため、下記のとおり設

備投資を実施しました。

(1) 投資内容

・事業所用土地・建物の取得

・生産設備の購入

(2) 投資金額及び実施時期

・420百万円　（平成20年4月）

(3) 操業開始時期

・平成20年4月　　　　

２.ストック・オプションとして割当てる募集

新株予約権の募集事項の決定について

平成19年4月11日開催の臨時株主総会におい

て決議いたしました新株予約権（ストック・

オプション）の発行について、平成20年3月

25日開催の取締役会において、下記のとおり

具体的な内容を決定いたしました。

イ.当社役員に対する新株予約権（ストック・

オプション）

(1) 新株予約権の割当日

平成20年4月10日

(2) 新株予約権割当対象者

当社取締役4名

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　100株

(4) 発行する新株予約権の総数

50個（新株予約権1個あたりの目的となる

株式数は2株とする）

(5) 新株予約権と引き換えに行う払込み金銭

金銭の払込みを要しないこととする

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額

　新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額は、新株予約権の行使により

交付を受けることができる株式１株当た

りの払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)に当該新株予約権に係る付与株式数

を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権を割当てる日

（以下、「割当日」という。）の属する

月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（以下、「終

値」という。）の平均値に1.05を乗じた

金額とし、１円未満の端数は切上げる。

ただし、その金額が割当日の終値（当日

に終値がない場合は、それに先立つ直近

日の終値）を下回る場合は、割当日の終

値とする。

　なお、割当日後、当社が当社普通株式

につき株式分割または株式併合等を行う

場合には、次の算式により行使価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切上

げる。

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
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前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　行使価額は、新株予約権を割当てる日

（以下、「割当日」という。）の属する月

の前月の各日（取引が成立しない日を除

く。）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（以下、「終値」と

いう。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切上げる。ただし、その

金額が割当日の終値（当日に終値がない場

合は、それに先立つ直近日の終値）を下回

る場合は、割当日の終値とする。

　なお、割当日後、当社が当社普通株式に

つき株式分割または株式併合等を行う場合

には、次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

　上記のほか、割当日後に、当社が他社と

合併する場合、会社分割を行う場合、資本

減少を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要とする場合には、

取締役会の決議により合理的な範囲で行使

価額を調整するものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権の割当にかかる取締役会決議

の日後２年を経過した日より８年以内とす

る。ただし、行使期間の最終日が会社の休

日にあたる時はその前営業日を最終日とす

る。

(6) 新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、

取締役会の承認を必要とする。

(7) その他の新株予約権の内容

　新株予約権に関するその他の内容につい

ては、新株予約権の募集事項を決定する取

締役会において定める。

２．従業員等に対するストック・オプションと

して発行する新株予約権について

　当社は、平成19年４月11日開催の臨時株主

総会において、会社法第236条、第238条並び

に第239条の規定に基づき、当社使用人並び

に関連会社の取締役、監査役及び使用人に対

してストック・オプションとして発行する新

株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に

委任することを決議いたしました。

イ．新株予約権を発行する理由

　当社使用人並びに関連会社の取締役、監査

役及び使用人に対して業績向上や企業価値の

増大、株主重視の経営意識を高めるためのイ

ンセンティブを与えることを目的とする。

ロ．新株予約権の内容及び数の上限等

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

　当社普通株式50株を上限とする。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

　上記のほか、割当日後に、当社が他社

と合併する場合、会社分割を行う場合、

資本減少を行う場合、その他これらの場

合に準じ、行使価額の調整を必要とする

場合には、取締役会の決議により合理的

な範囲で行使価額を調整するものとする。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場

合において増加する資本金及び資本準備金

の額

 ① 新株予約権の行使により株式を発行

する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第40条第1項に従い計算され

る資本金等増加限度額の２分の1の金額と

し、計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

 ② 新株予約権の行使により株式を発行

する場合において増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額

から上記①に定める増加する資本金の額

を減じた額とする。

(8) 新株予約権の権利行使期間

平成22年3月26日から

平成30年3月25日まで

ロ.当社従業員に対する新株予約権（ストック・

オプション） 

(1) 新株予約権の割当日

平成20年4月10日

(2) 新株予約権割当対象者

当社従業員27名

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　100株

(4) 発行する新株予約権の総数

50個（新株予約権1個あたりの目的となる

株式数は2株とする）

(5) 新株予約権と引き換えに行な払込み金銭

金銭の払込みを要しないこととする

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額

　新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額は、新株予約権の行使により

交付を受けることができる株式１株当た

りの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に当該新株予約権に係る付与株式

数を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権を割当てる日

（以下、「割当日」という。）の属する

月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（以下、「終

値」という。）の平均値に1.05を乗じた

金額とし、１円未満の端数は切上げる。

ただし、その金額が割当日の終値（当日

に終値がない場合は、それに先立つ直近

日の終値）を下回る場合は、割当日の終

値とする。
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前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　なお、当社が株式分割または株式併合を

行う場合、次の算式により目的となる株式

の数を調整するものとする。ただし、かか

る調整は、本新株予約権のうち、当該時点

で権利行使されていない新株予約権の目的

となる株式の数について行われ、調整の結

果１株未満の端数が生じた場合は、これを

切捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

(2) 新株予約権の数

　50個を上限とする。

　なお、新株予約権１個当たりの目的とな

る株式の数（以下、「付与株式数」とい

う。）は１株とする。

　ただし、前項(1) に定める株式の数の調

整を行った場合は、同様の調整を行う。

(3) 新株予約権と引換えに払込む金額

　新株予約権と引換えに金銭を払込むこと

を要しないものとする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額は、新株予約権の行使により交付

を受けることができる株式１株当たりの払

込金額（以下、「行使価額」という。）に

付与株式数を乗じた金額とする。行使価額

は以下のとおりとする。

　新株予約権割当日の属する月の前月各日

（取引が成立していない日を除く。）にお

ける東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた

金額（１円未満の端数は切上げ）とする。

ただし、当該金額が新株予約権割当日の東

京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値（取引が成立しない場合はその

前日の終値）を下回る場合は、当該終値の

価額とする。

　なお、新株予約権割当日後、当社が株式

分割または株式併合を行う場合、次の算式

により行使価額を調整し、調整による１円

未満の端数は切上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

　また、新株予約権の割当日後、当社が当

社普通株式につき、時価を下回る価額で新

株を発行または自己株式の処分を行う場合

は、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げる。

既発行
株式数

＋

新規発行株式数×１株
当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　なお、割当日後、当社が当社普通株式

につき株式分割または株式併合等を行う

場合には、次の算式により行使価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切上

げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

　上記のほか、割当日後に、当社が他社

と合併する場合、会社分割を行う場合、

資本減少を行う場合、その他これらの場

合に準じ、行使価額の調整を必要とする

場合には、取締役会の決議により合理的

な範囲で行使価額を調整するものとする。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場

合において増加する資本金及び資本準備金

の額

① 新株予約権の行使により株式を発行す

る場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第40 条第1 項に従い計算さ

れる資本金等増加限度額の２分の1 の金

額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものと

する。

 ② 新株予約権の行使により株式を発行

する場合において増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額

から上記①に定める増加する資本金の額

を減じた額とする。

(8) 新株予約権の権利行使期間

平成22年3月26日から

平成30年3月25日まで

　なお、上記ストックオプションに係る対価

として「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12

月27日）及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号　平成18年５月31日）に基づき

公正な評価額として算定された金額を付与日

から権利確定日までの期間で按分し費用計上

いたします。

３.平成19年12月12日開催の取締役会決議に基

づき、下記のとおり借入による資金調達を実行

しました。

(1) 資金使途

設備投資資金

(2) 実施時期、返済期限

実施時期　平成20年３月14日

返済期限　平成30年３月14日

(3) 借入先、借入金額、借入条件

①借入先　株式会社鹿児島銀行

　借入金額　４億円

　利率　　Tibor + 0.5％

　返済条件　元金均等、毎月分割返済　

②借入先　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

  借入金額　３億円

  利率　　Tibor + 0.5％

　返済条件　元金均等、毎月分割返済

③借入先　株式会社みずほ銀行

　借入金額　３億円

  利率　　Tibor + 0.5％

　返済条件　元金均等、毎月分割返済
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前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　上記算式において、「既発行株式数」と

は当社の発行済株式総数から当社が保有す

る普通株式に係る自己株式数を控除した数

とし、また、自己株式の処分を行う場合に

は「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替えるものとする。さらに、

当社が資本の減少を行う場合等、行使価額

の調整を必要とするやむを得ない事由が生

じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な

範囲で行使価額の調整を行うものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権の割当にかかる取締役会決議

の日後２年を経過した日より８年以内とす

る。ただし、行使期間の最終日が会社の休

日にあたる時はその前営業日を最終日とす

る。

(6) 新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において、

当社使用人並びに関連会社の取締役、監

査役及び使用人の地位にあることを要す

る。

②　その他の新株予約権の行使に関する条

件については、取締役会決議により定め

るところによる。

③　その他の行使の条件については、本株

主総会及び取締役会決議に基づき、別途

当社と新株予約権の割当を受けた者との

間で締結する「新株予約権割当契約」に

定めるところによる。

(7) 新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、

取締役会の承認を必要とする。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準

備金の額

①　新株予約権の行使により株式を発行す

る場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第40条第１項に従い算出さ

れる資本金等増加限度額の２分の１の金

額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行す

る場合において増加する資本準備金の額

は、前記①の資本金等増加限度額から前

記①に定める増加する資本金の額を減じ

た額とする。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、当社が消滅会社となる合併契

約承認の議案、当社が分割会社となる吸

収分割契約もしくは新設分割計画承認の

議案、または当社が完全子会社となる株

式交換契約もしくは株式移転計画承認の

議案につき当社株主総会で承認された場

合（株主総会決議が不要の場合は、当社

取締役会決議がなされた場合）は、当社

取締役会が別途定める日に、無償で新株

予約権を取得することができる。

(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
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前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

②　東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値が、新株予約権の行使

に際して出資される１株当たりの行使価

額（（4）記載の調整を行う場合は調整

後の１株当たりの行使価額）の２分の１

を継続して１年間下回るときは、当社は、

取締役会が別途定める日に、新株予約権

を無償にて取得することができる。

③　当社は、新株予約権の割当てを受けた

者が（6）に定める条件により、権利を

行使する条件に該当しなくなった場合は、

取締役会が別途定める日に、当該新株予

約権を無償で取得することができる。

　ただしこの取得処理については、権利

行使期間が終了した後に一括して行うこ

とができるものとする。

(10) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅す

る場合に限る。）、吸収分割、新設分割、

株式交換または株式移転（以上を総称して

以下、「組織再編行為」という。）をする

場合において、組織再編行為の効力発生日

において残存する新株予約権（以下、「残

存新株予約権」という。）の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号イからホまでに掲げる

株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づき

それぞれ交付することとする。この場合に

おいては、残存新株予約権は消滅し、再編

対象会社は新株予約権を新たに発行するも

のとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

株式交換契約または株式移転計画において

定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の

数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有

する新株予約権の数と同一の数をそれぞ

れ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社

の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社

の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、前

記(1) に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額は、組織再編行

為の条件等を勘案の上、前記(4) で定め

られる行使価額を調整して得られる再編

後払込金額に上記③に従って決定される

当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じて得られる額とする。
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前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

⑤　新株予約権を行使することができる期

間

　前記(5) に定める新株予約権の行使す

ることができる期間の初日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、前記(5) に定める新株予約権を行使

することができる期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項

　前記(8) に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得について

は、再編対象会社の取締役会の決議（再

編対象会社が取締役会設置会社でない場

合には、「取締役」とする。）による承

認を要するものとする。

⑧　新株予約権の取得事由及び条件

　前記(9) に準じて決定する。

(11) 新株予約権の行使により生じる１株に満

たない端数の取扱い

　新株予約権を行使した新株予約権者に交

付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切捨てるものとする。

(12) その他の新株予約権に関する細目事項に

ついては、新株予約権の募集事項を決定す

る取締役会の決議において定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

株式会社マルマエ(6264) 平成 20 年８月期中間決算短信(非連結)

－ 31 －



５．その他
 （１）役員の移動

　　　　　該当事項はありません。

 

  (２) 生産、受注及び販売の状況

　①生産実績

当中間会計期間の生産実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

液晶製造装置関連部品 234,618 40.9

半導体製造装置関連部品 108,494 52.8

太陽電池製造装置関連部品 47,422 19.3

その他 26,393 59.1

合計 416,928 39.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 　②受注状況

当中間会計期間の受注状況を事業別、製品分野別に示すと、次のとおりであります。

区分 受注高（千円） 前年同期比（％）
受注残高
（千円）

前年同期比（％）

精密切削加工事業　　小計 574,030 105.9 250,541 232.8

液晶製造装置関連部品 331,364 99.5 152,583 418.4

半導体製造装置関連部品 106,006 74.6 26,152 103.9

太陽電池製造装置関連部品 110,519 231.0 69,338 153.6

その他 26,139 136.9 2,467 301.8

装置組立事業　　小計 366,112 ― 366,112 ―

太陽電池製造装置関連部品 366,112 ― 366,112 ―

合計 940,142 173.4 616,653 573.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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　③販売実績

当中間会計期間の販売実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

液晶製造装置関連部品 231,956 62.2

半導体製造装置関連部品 108,098 86.2

太陽電池製造装置関連部品 47,499 36.7

その他 33,123 128.0

合計 420,678 64.4

　（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２．主要な相手先別の販売実績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。

相手先

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社東京カソード研究所 105,706 16.2 89,990 21.4

ワイエイシイ株式会社 223,859 34.3 73,471 17.5

東京エレクトロンＡＴ株式会社 94,154 14.4 55,844 13.3

(３) 減価償却費の予想値

　「４．中間財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載されている設備投資をおこなった場合の既存設備も含

めた当事業年度の減価償却費の予想値は次のとおりであります。

区分

第21期
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

本社 熊本事業所 関東事業所 合計 

減価償却額
  （千円）

対前年
増減率
（％）

減価償却額
  (千円)

対前年
増減率
（％）

減価償却額
  (千円)

対前年
増減率
（％）

減価償却額 
  （千円）

対前年
増減率
（％）

製造経費

のうちの

減価償却

費

203,984 40.5 74,332 119.0 20,317 － 298,633 66.8

販売費及

び一般管

理費のう

ちの減価

償却費

5,577 36.5 － － － － 5,577 36.5

合計 209,562 40.4 74,332 119.0 20,317 － 304,210 66.1
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