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 （注）21年３月期の配当額は未定であります。 

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

(財)財務会計基準機構会員

 平成20年３月期 決算短信 平成20年４月24日

上場会社名 芝浦メカトロニクス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6590 ＵＲＬ http://www.shibaura.co.jp 

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）森田 茂樹 

問合せ先責任者 （役職名）経営企画部広報室長（氏名）葛城 誠一 ＴＥＬ （045）897－2425 

定時株主総会開催予定日 平成20年６月19日 配当支払開始予定日 平成20年５月30日 

有価証券報告書提出予定日 平成20年６月19日 

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 66,441 △11.0 1,646 － 1,481 － 426 －

19年３月期 74,662 △0.3 △1,630 － △1,727 － △1,047 －

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

自己資本
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 8 62 8 06 1.7 2.1 2.5 

19年３月期 △20 60 － － △4.0 △2.3 △2.2

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 64,994 25,044 38.1 501 50 

19年３月期 73,196 25,083 33.9 501 41 

（参考）自己資本 20年３月期 24,785百万円 19年３月期 24,782百万円

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 2,917 △1,612 △637 9,059 

19年３月期 △4,373 △1,361 △415 8,210 

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） （基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 3 50 3 50 7 00 354 － 1.4 

20年３月期 4 00 4 00 8 00 395 92.8 1.6 

21年３月期（予想） － － － － － － － － －

 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

第２四半期 
連結累計期間 38,000 2.2 1,200 △14.5 900 △33.2 600 18.4 12 14 

通期 83,000 24.9 4,800 191.5 4,100 176.7 2,500 486.8 50 58 
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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） 有 

(2）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（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 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、14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」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

(2）個別財政状態 

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

新規 1社 （社名 芝浦機電（上海）有限公司） 除外 －社   

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 51,926,194株 19年３月期 51,926,194株

② 期末自己株式数 20年３月期 2,504,454株 19年３月期 2,500,599株

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 47,076 △19.0 △480 － 704 － 538 －

19年３月期 58,143 △0.9 △3,407 － △2,764 － △1,419 －

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭

20年３月期 10 90 10 20 

19年３月期 △27 93 － －

 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３月期 52,470 21,156 40.3 428 09 

19年３月期 59,945 21,041 35.1 425 72 

（参考）自己資本 20年３月期 21,156百万円 19年３月期 21,041百万円

 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

第２四半期 
累計期間 30,000 10.3 500 60.4 1,000 106.5 900 158.5 18 21 

通期 67,000 42.3 3,200 － 3,700 424.9 2,500 364.0 50 58 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1）経営

成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

1)業績全般について 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格高騰と原材料高、サブプライムローン問題

に端を発した世界的な金融不安などにより、景気の先行きへの不透明感が増してきました。 

液晶テレビ、パソコン、携帯電話、携帯音楽プレーヤーなどのデジタル家電の市場は拡大が

続きましたが、液晶ディスプレイ、メモリの価格下落、需給バランスの悪化などにより、液

晶・半導体メーカによる設備投資計画の見直しが見られ、当社グループの主要顧客であります

液晶パネル業界では、海外パネルメーカの設備投資延期がありましたが、期後半には国内外で

大型パネルをはじめとする設備投資が活発化してきました。 

半導体業界では、ロジック関連と液晶ドライバＩＣの設備投資は低調でしたが、デジタル家

電の需要拡大によりＮＡＮＤ型フラッシュメモリ用の設備投資は堅調に推移しました。 

以上の結果、当期の売上高は66,441百万円、営業利益は1,646百万円、経常利益は1,481百万

円、当期純利益は426百万円となりました。 

2)部門別の概況 

ファインメカトロニクス部門 

液晶パネル製造装置では、洗浄装置を中心に台湾、韓国向けで売上が前年同期に比べて減

少しましたが、期後半からの活発な設備投資を背景に受注面では増加しました。特に当社の

注力商品である配向膜インクジェット塗布装置は大型パネル用で韓国、台湾向けに拡がり、

また、液晶テレビ用アウターリードボンダはモニターや大型テレビ用の需要が堅調で、納入

地域も東欧、中南米向けに拡がってきました。 

半導体製造装置は、３００ｍｍウェーハ用枚葉式洗浄装置やウェーハ検査装置は堅調でし

たが、ロジック関連の設備投資抑制のためドライプロセス装置の売上が低迷し、また、液晶

ドライバＩＣ市場も設備投資が抑制され、ボンディング装置の売上は減少しました。 

この結果、当部門の売上高は47,559百万円、営業利益は587百万円となりました。 

電子・真空機器部門 

メディアデバイス製造装置では、ゲームやハイビジョン映画用などに使用されるブルーレ

イディスク（ＢＤ－ＲＯＭ）用スパッタリング装置や二層転写装置を中心に需要が高まり売

上を伸ばしました。さらに、真空応用装置でもモバイルディスプレイ用携帯端末の需要増に

より真空貼り合せ装置の売上が大幅に増加しました。またレーザ応用装置では、薄膜シリコ

ン太陽電池用加工装置の需要が拡大しました。 

この結果、当部門の売上高は9,588百万円、営業利益は146百万円となりました。 

流通機器システム部門 

たばこ自販機は、平成２０年からスタートする成人識別対応機の改作により売上を伸ばし

ました。また、券売機は電子カードの普及による非接触カード対応機の需要が高まり堅調に

推移しました。 

この結果、当部門の売上高は7,470百万円、営業利益は885百万円となりました。 

不動産賃貸部門 

不動産賃貸収入は計画通り推移し、売上高は1,823百万円、営業利益は608百万円となりま

した。 
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②次期の見通し 

業績全般に関する見通し 

次期の事業環境については、液晶パネル業界は国内、韓国、台湾における大型パネルの設備

投資が当期後半から活発化したことにより、受注が上向き、次期の売上は増加が見込まれま

す。半導体業界はＮＡＮＤ型フラッシュメモリの設備投資が引き続き堅調に行われ、ロジック

メーカの設備投資も次期後半には回復してくると予想されます。光ディスク業界は、次世代Ｄ

ＶＤの規格統一問題が決着し、ブルーレイディスク用の設備投資が活発化しております。太陽

電池業界は、旺盛な設備投資が引き続き継続し売上が拡大する見込みです。自動販売機業界

は、成人識別対応の一巡によりたばこ自販機の需要縮小が予想されますが、非接触カード対応

券売機の需要拡大が見込まれます。 

当社グループでは、「商品力・生産力の強化による高収益体質の実現」の基本方針を引き続

き堅持し、ＦＰＤ、半導体の他、太陽電池など成長分野へ事業領域の拡大を図り、コスト競争

力強化、生産力・調達力の強化などにより利益確保に取り組んでまいります。 

当社グループでは、事業強化を図るために平成２０年４月１日付けで組織変更を実施しまし

た。一つは、液晶・半導体分野におけるインクジェット技術の用途拡大に向け事業を加速する

ためのインクジェット事業推進プロジェクトチーム発足であり、もう一つは、電子・真空シス

テム事業部とレーザシステム事業部を統合し、真空応用・搬送技術とレーザ加工技術を融合

し、技術のシナジー効果で太陽電池、二次電池などのシステム装置事業の強化を図るもので

す。 

平成２１年３月期の業績見通しとしては、売上高830億円、営業利益48億円、経常利益41億

円、当期純利益25億円を予想しております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、前期末に比べ8,202百万円減少し64,994百万円となり

ました。 

流動資産においては、前期末に比べ6,921百万円減少し45,845百万円となりました。これは主

に、受取手形及び売掛金とたな卸資産が大きく減少したことによります。 

また、固定資産においては、前期末に比べ1,281百万円減少し19,149百万円となりました。これ

は主に、有形固定資産が減価償却により減少したことによります。 

負債につきましては、前期末に比べ8,162百万円減少し39,949百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金の減少と設備未払金の減少によります。 

純資産につきましては、前期末に比べ39百万円減少し25,044百万円となりました。これは主

に、剰余金の配当と評価・換算差額等が減少したことによります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、連結子会社の増加

による増加分188百万円を含めて前期に比べ849百万円増加し、9,059百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の営業活動による資金の増加は2,917百万円となりました。これは主に、仕入債務の減

少がありましたが税金等調整前当期純利益の計上、売上債権、たな卸資産の減少等により増

加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動による資金の減少は1,612百万円となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出により減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動による資金の減少は637百万円となりました。これは主に、短期借入

金の返済による減少と配当金の支払等により減少したことによります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

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）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により計算してお

ります。 

（注３）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。 

（注４）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全ての負

債を対象としております。また、利払いについ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・次期の配当 

当社グループは、株主の皆様へ利益還元を行うことが最も重要であると考えており、業績に裏

付けられた安定配当を維持していくことを基本方針としています。その実施につきましては、当

該期及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしています。また、内部留保につきまし

ては、将来に向けた新技術の開発や今後の事業拡大のための設備投資と研究開発などに有効活用

し、さらなる経営基盤の強化と収益力の向上に注力していきます。 

当期剰余金の配当は、株主の皆様に利益還元を行い、安定配当を維持することが最も重要であ

るという基本方針に則り、期末配当４円００銭とし、中間配当４円００銭に加えて年間配当８円

００銭（前期より１円増配）を予定しています。 

 次期剰余金の配当につきましては、未定です。 

(4）事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成19年6月21日提出）における「事業等のリスク」から新たなリスク

が顕在化していないので、開示を省略します。 

＊（注意事項） 

本決算短信で記載されている事項には、当社の将来についての計画、戦略や業績に関する見通

しの記述が含まれております。これらの記述は、現時点で把握可能な情報をもとに判断し作成し

たものです。当社グループのお客様であるエレクトロニクス分野においては、技術革新が早く競

争の激しい分野です。 

また、世界経済、エレクトロニクス分野の市況、多様なリスク、不確実性な要素により、当社

グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。 

したがいまして、実際の売上高、利益はこの決算短信に記載されている数値と異なる可能性が

あることをご承知おきください。 

  平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 26.1 32.4 36.8 33.9 38.1 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
57.4 68.7 90.0 38.8 31.6 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
3.4 1.8 1.1 － 2.7 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
15.4 28.9 52.6 － 19.8 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、当社の子会社９社で構成され、グループが営んでいる主な事業は、フラ

ットパネルディスプレイ製造装置、半導体製造装置、レーザ応用装置、メディアデバイス製造装

置、自動販売機等の製造および販売であり、さらに保守サービスならびに工場建物等の維持管理等

の事業活動を展開しています。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 

芝浦プレシジョン㈱ 

芝浦ハイテック㈱ 

芝浦エンジニアリング㈱ 

韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

台湾芝浦先進科技(股) 

芝浦機電（上海）有限公司 

※１ 

 芝浦テクノロジー・インター 

 ナショナル・コーポレーション 

製造・販売・サービス会社 製造・販売・サービス会社 

製造・販売会社 

エンジニアリング会社 

販売・サービス会社 

国 内 海 外 

当
社
（
製
造
・
販
売
） 

※２ 
    ㈱東芝 

得   意   先 

（注） 無印 連結子会社 

    ※１ 非連結子会社 

    ※２ その他の関係会社 

部品の供給

不動産賃貸

部品の供給

役務の提供等

製品の供給

製品の供給・ 
役務の提供 

製品の供給

製品の供給

製品の供給

役務の提供

役務の提供

製品の供給・ 
役務の提供 

製品の供給・ 
役務の提供 

製品の供給・
不動産賃貸 

製品の供給・ 
役務の提供 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「すべてに革新を」「合理性の追求」「人間性の尊重」の企業行動理念のも

と、２００８年度中期経営計画の経営基本方針を「商品力・生産力の強化による高収益体質の実

現」とし、株主価値向上を目指していきます。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは、経営指標として総資産利益率ＲＯＡ１０％、株主資本利益率ＲＯＥ１５％を

目標に収益力、資産効率、株主価値の向上を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループでは変化の激しい半導体、液晶、真空・レーザ等の事業環境や市場動向に迅速に対

応しながら利益を確保するため、事業戦略を明確にし、顧客の視点で課題をとらえ、業務プロセス

を改善するための諸施策を着実に実行してまいります。 

 主要施策として下記の項目を実施いたします。 

  ①半導体事業の拡大 

 デジタル家電などに使用される半導体デバイス用の設備投資が継続的に行われています。

このような事業環境の下、ドライプロセス装置、ウェットプロセス装置、ダイアタッチ装置

のシェア拡大のため、戦略的な新商品の市場投入や大手ユーザとの連携を積極的に推進し、

半導体事業の拡大を図ります。 

  ②液晶事業の収益性改善 

 大型液晶テレビ用設備投資が積極的に行われていますが、液晶パネル価格の下落などによ

り、液晶製造装置へのコストダウン要求がますます激しくなっています。このような事業環

境の下、収益性を確保するため、成長戦略から利益重視体制にシフトし、継続的にコストリ

ダクションやリードタイム短縮を実行し、戦略商品への特化など商品競争力の強化を図り利

益体質を構築していきます。 

  ③真空・レーザ事業の拡大 

 太陽電池、二次電池などのシステム装置事業の強化を図るため、平成２０年４月１日より

電子・真空機器事業部とレーザシステム事業部を統合いたしました。 

 次世代ＤＶＤの規格統一問題が決着し、ブルーレイディスクの市場本格普及が期待されま

す。また、地球温暖化対策の一環で太陽光発電の取り組みが進展しており、太陽電池市場の

急拡大が見込まれます。このような事業環境の下、大手ユーザとの連携を強化するなどブル

ーレイディスク用スパッタリング装置のシェア拡大と当社独自の真空貼り合わせ装置などの

市場投入、また薄膜シリコン太陽電池用加工装置などで事業規模の拡大を図ります。 

④インクジェット事業の拡大 

 平成２０年４月１日より、インクジェット事業推進プロジェクトチームを設置しました。

液晶・半導体分野における市場開拓とインクジェット装置の商品力強化による事業の拡大を

図ります。 

⑤新規事業の立上げ 

 中長期的な事業基盤を強固にするため、今後拡大が期待される分野において当社技術を活

かせる新規事業を発掘し、次世代における主力事業の候補と位置づけ、その育成と拡大を図

ってまいります。 

- 7 -

芝浦メカトロニクス㈱(6590)　平成20年３月期決算短信



⑥生産力・調達力の強化 

 国内外での製造設備メーカ間の熾烈な競争に勝ち、さらなる事業拡大を図るため、当社で

は液晶パネル基板の大型化および半導体事業の拡大に向け、平成１８年度に当社生産スペー

スを拡充いたしました。これらの大幅な生産能力の増強により、国内外における大型液晶パ

ネル製造装置および半導体製造装置の活発な設備投資に対応してまいります。 

 また、海外調達部門を設置し、部品、ユニットの海外調達を強力に推進しています。さら

に全社調達革新推進活動を当社調達先と連携することで、さらなるコストダウンを図ってい

きます。 

⑦価格・コスト競争力の強化 

 デジタル家電の価格下落に伴い、当社製造装置に対して売価ダウンを要求されておりま

す。装置価格の大幅なコストダウンを実現するため、製造原価低減の施策を展開しておりま

す。具体的には、設計生産性向上のため３次元ＣＡＤの活用、設計ＶＡ、標準化、プラット

フォーム化、部品・ユニットの海外からの調達によるコストダウン、業務の整流化によるリ

ードタイムの短縮等です。これらの施策により納期短縮を図り、製品の価格競争力と収益力

の向上を目指してまいります。 

⑧商品力・開発力の強化 

 液晶分野では、ウェットプロセッサ、配向膜インクジェット塗布装置、大型液晶テレビ用

ＯＬＢ装置、半導体分野では、高性能アッシング装置、裏面エッチング装置、高精度ダイボ

ンダ、メディア分野では、ブルーレイディスク用スパッタリング装置、レーザ分野では薄膜

シリコン太陽電池用加工装置など、各事業分野で商品競争力のある装置を提供してまいりま

す。 

⑨人財の育成と活用 

 従業員は財産であるとの考えのもと、人材を人財にするための基盤づくりを推進していま

す。人事・教育体制の充実と次世代リーダー教育の確立など人材育成に力を入れていきま

す。さらにモノづくりをしているメーカとして、製造力の強化を図るため社内教育を積極的

に実施しています。 

⑩内部統制、ＣＳＲの強化 

 平成２０年度から実施される金融商品取引法（日本版ＳＯＸ法）に対応した財務報告に係

る内部統制を経営トップ方針に基づき当社グループ全体にて実施していきます。 

 また、当社グループではＣＳＲ（企業の社会的責任）を企業として継続、発展していくた

めの基盤だと考えており、引き続きＣＳＲ活動の強化・促進を図ってまいります。 
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４．連結財務諸表 
(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減
(百万円) 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金 ※１  8,598   9,346  747 

２ 受取手形及び売掛金    25,531   21,932  △3,599 

３ たな卸資産   15,918   11,848  △4,070 

４ 繰延税金資産   1,581   2,203  622 

５ その他   1,182   569  △612 

６ 貸倒引当金   △46   △54  △8 

流動資産合計   52,766 72.1  45,845 70.5 △6,921 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1)建物及び構築物 ※１  29,339   29,281  △58

(2)機械装置及び運搬具   853   809  △44

(3)工具器具及び備品   330   363  32 

(4)土地   197   193  △3 

(5)建設仮勘定   191   231  39 

(6)減価償却累計額   △14,447   △15,373  △925

有形固定資産合計    16,464 22.5  15,505 23.9 △958 

２ 無形固定資産         

(1)無形固定資産    321 0.4  354 0.5 33 

３ 投資その他の資産         

(1)投資有価証券    370   295  △75 

(2)長期貸付金   4   4  △0 

(3)長期前払費用   6   12  6 

(4)繰延税金資産   2,793   2,308  △485 

(5)その他    474   673  199 

(6)貸倒引当金   △5   △5  0 

投資その他の資産合計   3,644 5.0  3,288 5.1 △355 

固定資産合計   20,430 27.9  19,149 29.5 △1,281 

資産合計   73,196 100.0  64,994 100.0 △8,202 
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減
(百万円) 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金    21,682   14,096  △7,586 

２ 短期借入金 ※１  1,145   4,061  2,915 

３ 一年以内償還予定新株予約権
付社債   －   3,215  3,215 

４ 未払法人税等   353   710  356 

５ 未払消費税等   97   －  △97 

６ 未払費用   3,320   3,529  208 

７ 役員賞与引当金   12   31  18 

８ 受注損失引当金   373   398  25 

９ 設備未払金   1,065   －  △1,065 

10 その他   1,367   1,695  327 

流動負債合計   29,419 40.2  27,737 42.7 △1,682 

Ⅱ 固定負債         

１ 新株予約権付社債   3,215   －  △3,215 

２ 長期借入金   7,004   3,804  △3,200 

３ 退職給付引当金   4,779   4,715  △64 

４ 役員退職慰労引当金   158   188  29 

５ 修繕引当金   296   302  6 

６ 負ののれん   239   179  △59 

７ 預り保証金   3,000   3,022  22 

固定負債合計   18,693 25.5  12,212 18.8 △6,480 

負債合計   48,112 65.7  39,949 61.5 △8,162 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   6,761 9.2  6,761 10.4 － 

２ 資本剰余金   10,739 14.7  10,738 16.5 △0 

３ 利益剰余金   8,769 12.0  8,870 13.6 101 

４ 自己株式   △1,714 △2.3  △1,717 △2.6 △2 

株主資本合計   24,555 33.6  24,654 37.9 98 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券評価差額金   129 0.2  76 0.1 △52 

２ 為替換算調整勘定   98 0.1  54 0.1 △44 

評価・換算差額等合計   227 0.3  131 0.2 △96 

Ⅲ 少数株主持分   301 0.4  259 0.4 △41 

純資産合計   25,083 34.3  25,044 38.5 △39 

負債純資産合計   73,196 100.0  64,994 100.0 △8,202 
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

増減
(百万円) 

Ⅰ 売上高   74,662 100.0  66,441 100.0 △8,221 

Ⅱ 売上原価 ※２  65,321 87.5  52,070 78.4 △13,251 

売上総利益   9,340 12.5  14,371 21.6 5,030 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  10,970 14.7  12,724 19.1 1,753 

営業利益又は営業損失（△）   △1,630 △2.2  1,646 2.5 3,276 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息及び受取配当金  42   33    

２ その他営業外収益  544 586 0.8 280 314 0.4 △272 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  121   147    

２ その他営業外費用  562 684 0.9 332 479 0.7 △204

経常利益又は経常損失（△）   △1,727 △2.3  1,481 2.2 3,209 

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失（△）   △1,727 △2.3  1,481 2.2 3,209 

法人税、住民税及び事業税  540   1,137    

過年度法人税等      59    

法人税等調整額  △1,202 △661 △0.9 △117 1,078 1.6 1,740 

少数株主損失（△）   △18 △0.0  △23 0.0 △4 

当期純利益又は当期純損失（△）   △1,047 △1.4  426 0.6 1,473 
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(3）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注１）このうち、△181百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 （注２）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

      当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３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 自己株式 
株主資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定 

評価・ 
換算差額
等合計  

平成18年３月31日 残高
（百万円） 6,761 10,739 10,223 △214 27,509 125 34 159 328 27,998 

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当（注１）   △362  △362         △362 

役員賞与（注２）   △45  △45         △45 

当期純損失   △1,047  △1,047         △1,047 

自己株式の取得    △1,500 △1,500         △1,500 

自己株式の処分  △0  0 0         0 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

     3 63 67 △27 40 

連結会計年度中の変動額
合計（百万円） 

－ △0 △1,454 △1,500 △2,954 3 63 67 △27 △2,914 

平成19年３月31日 残高
（百万円） 6,761 10,739 8,769 △1,714 24,555 129 98 227 301 25,083 

 

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

為替換算
調整勘定 

評価・ 
換算差額
等合計  

平成19年３月31日 残高
（百万円） 6,761 10,739 8,769 △1,714 24,555 129 98 227 301 25,083 

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当   △370  △370         △370 

当期純利益   426  426         426 

新規連結に伴う増加高   46  46         46 

自己株式の取得    △2 △2         △2 

自己株式の処分  △0  0 0         0 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

     △52 △44 △96 △41 △138 

連結会計年度中の変動額
合計（百万円） 

－ △0 101 △2 98 △52 △44 △96 △41 △39 

平成20年３月31日 残高
（百万円） 6,761 10,738 8,870 △1,717 24,654 76 54 131 259 25,044 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     
１ 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前

当期純損失（△） 
 △1,727 1,481 3,209 

２ 減価償却費  1,165 1,245 79 
３ 負ののれん償却額  △59 △59 △0 
４ 貸倒引当金の増減額（減少：△）  △16 8 25 
５ 退職給付引当金の増減額（減少：△）  △58 △263 △204 
６ 受取利息及び受取配当金  △42 △34 7 
７ 支払利息  121 147 25 
８ 有形固定資産廃却損  37 54 16 
９ 有形固定資産売却損益（益：△）  △0 3 3 
10 投資有価証券売却損益（益：△）  △8 － 8 
11 為替差損益（差益：△）  △7 5 12 
12 前受金の増減額（減少：△）  △902 110 1,013 
13 売上債権の増減額（増加：△）  △699 3,596 4,295 
14 たな卸資産の増減額（増加：△）  △174 4,065 4,239 
15 仕入債務の増減額（減少：△）  △79 △7,289 △7,209 
16 未払消費税等の増減額（減少：△）  18 70 52 
17 役員賞与の支払額  △45 － 45 
18 その他  △711 641 1,353 

小計  △3,191 3,783 6,974 
19 利息及び配当金の受取額  40 36 △3 
20 利息の支払額  △122 △147 △24 
21 法人税等の支払額  △1,100 △754 345 
営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,373 2,917 7,290 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
１ 定期預金の預入による支出  △307 △113 194 
２ 定期預金の払戻による収入  150 202 51 
３ 有形固定資産の取得による支出  △1,645 △2,276 △630 
４ 有形固定資産の売却による収入  474 810 336 
５ 投資有価証券の売却による収入  9 － △9 
６ 連結子会社出資金の取得による支出  － △58 △58 
７ 長期貸付金の回収  1 0 △0 
８ その他  △43 △176 △133 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,361 △1,612 △251 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     
１ 短期借入金の純増減額  339 △257 △596 
２ 長期借入金の借入れによる収入  3,800 － △3,800 
３ 長期借入金の返済による支出  △2,670 － 2,670 
４ 自己株式の取得による支出  △1,500 △2 1,497 
５ 自己株式の売却による収入  0 0 △0 
６ 親会社による配当金の支払額  △362 △370 △8 
７ 少数株主への配当金の支払額  △22 △6 15 
財務活動によるキャッシュ・フロー  △415 △637 △222 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  23 △6 △30 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △6,125 660 6,786 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  14,336 8,210 △6,125 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高  － 188 188 
Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,210 9,059 849 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び連結子会社名 
７社……芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 
芝浦プレシジョン㈱ 
芝浦エンジニアリング㈱ 
芝浦ハイテック㈱ 
台湾芝浦先進科技(股) 
韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

(1）連結子会社の数及び連結子会社名 
８社……芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 
芝浦プレシジョン㈱ 
芝浦エンジニアリング㈱ 
芝浦ハイテック㈱ 
台湾芝浦先進科技(股) 
韓国芝浦メカトロニクス㈱ 
芝浦機電（上海）有限公司 

 芝浦機電（上海）有限公司について

は、重要性が増加したため、当連結会

計年度から連結の範囲に加えておりま

す。 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社 
 芝浦テクノロジー・インターナ
ショナル・コーポレーション 
 芝浦機電（上海）有限公司 

(2）主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社 
 芝浦テクノロジー・インターナ
ショナル・コーポレーション 

 （連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社合計の総資産、売上
高、純損益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）等は、い
ずれも連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしておりませんので連結の範囲から
除いております。 

（連結の範囲から除いた理由） 
同左 

２．持分法の適用に関する事
項 

 持分法を適用していない非連結子会社
（芝浦テクノロジー・インターナショナ
ル・コーポレーション、芝浦機電（上
海）有限公司）は、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等からみて、持分法の対象から除
いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重要性がな
いため持分法の適用範囲から除外してお
ります。 

 持分法を適用していない非連結子会社
（芝浦テクノロジー・インターナショナ
ル・コーポレーション）は、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持
分に見合う額）等からみて、持分法の対
象から除いても連結財務諸表に及ぼす影
響が軽微であり、かつ、全体としても重
要性がないため持分法の適用範囲から除
外しております。 

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社のうち、台湾芝浦先進科技
(股)、韓国芝浦メカトロニクス㈱の決算
日は、12月31日であります。 
 連結財務諸表の作成にあたっては、同
日現在の財務諸表を使用し、連結決算日
との間に生じ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。 
 なお、その他の連結子会社の決算日
は、連結決算日と一致しております。 

 連結子会社のうち、台湾芝浦先進科技
(股)、韓国芝浦メカトロニクス㈱、芝浦
機電（上海）有限公司の決算日は、12月
31日であります。 
 連結財務諸表の作成にあたっては、同
日現在の財務諸表を使用し、連結決算日
との間に生じ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。 
 なお、その他の連結子会社の決算日
は、連結決算日と一致しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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 

(イ)有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
 決算日の市場価格等に基づく時
価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）によっており
ます。 
時価のないもの 
 移動平均法による原価法によっ
ております。 

(イ)有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 
同左 

 (ロ)デリバティブ 
時価法によっております。 

(ロ)デリバティブ 
同左 

 (ハ)たな卸資産 
製品、商品及び原材料 
 主として移動平均法による原価法
によっております。 
半製品及び仕掛品 
 主として個別法による原価法によ
っております。 

(ハ)たな卸資産 
製品、商品及び原材料 

同左 

半製品及び仕掛品 
同左 

(2）重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 
主として定率法を採用しておりま
す。 
ただし、第86期取得の研究開発棟等
及び平成10年４月１日以降取得した建
物（建物附属設備を除く）については
定額法によっております。 
また、在外連結子会社については、
定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ２～17年 

(イ)有形固定資産 
主として定率法を採用しておりま
す。 
ただし、第86期取得の研究開発棟等
及び平成10年４月１日以降取得した建
物（建物附属設備を除く）については
定額法によっております。 
また、在外連結子会社については、
定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ２～17年 

（会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。これにより損益に与える

影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産について

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。これにより損益に与える影

響は軽微であります。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 (ロ)無形固定資産 
定額法を採用しております。 

ただし、自社利用分のソフトウェア

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

(ロ)無形固定資産 
同左 

(3）重要な引当金の計上基
準 

(イ)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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 
同左 

 (ロ)役員賞与引当金 
 役員賞与の支出に備えるため、当連
結会計年度における支給見込額を計上
しております。 

(ロ)役員賞与引当金 
 役員賞与の支出に備えるため、当連
結会計年度における支給見込額を計上
しております。 

 （会計方針の変更） 
 当連結会計年度より、「役員賞与に
関する会計基準」（企業会計基準第４
号 平成17年11月29日）を適用してお
ります。これにより損益に与える影響
は軽微であります。 

 

 (ハ)受注損失引当金 
 受注契約に係る将来の損失に備える
ため、当連結会計年度末における受注
契約に係る損失見込額を計上しており
ます。 

(ハ)受注損失引当金 
同左 

 (ニ)退職給付引当金 
 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
及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。 
 数理計算上の差異は、各連結会計年
度の発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定
額法により、それぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理することとしてお
ります。 

(ニ)退職給付引当金 
同左 

 (ホ)役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金支給に充てるた
め、内規による必要額を計上しており
ます。 

(ホ)役員退職慰労引当金 
同左 

 (ヘ)修繕引当金 
 第86期連結会計年度取得の研究開発
棟について、将来実施する修繕に係る
支出に備えるため、支出見積額を支出
が行われる年度に至るまでの期間に配
分計上しております。 

(ヘ)修繕引当金 
同左 

(4）重要な外貨建の資産又
は負債の本邦通貨への
換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。 
 なお、在外子会社等の資産及び負債
は、在外子会社等の決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は
在外子会社等の期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は純資産の部におけ
る為替換算調整勘定及び少数株主持分に
含めて計上しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

(5）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 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処理の
要件を満たしているので、特例処理を
採用しております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (ハ)ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行っており
ます。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満
たしているため、有効性の判定を省略
しております。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．負ののれんの償却に関す

る事項 

 負ののれんの償却については、その効

果の発現する期間（５年）で均等償却し

ております。 

同左 

７．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

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 
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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 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は24,782百

万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

────── 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

１ 「設備未払金」は、前連結会計年度まで、流動負

債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、負債純資産合計額の100分の

１を超えたため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度末の「設備未払金」は29百

万円であります。 

２ 前連結会計年度において、「連結調整勘定」とし

て記載されていたものは、当連結会計年度から「負

ののれん」と表示しております。 

（連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未

払消費税等」（当連結会計年度末は167百万円）は、

負債純資産合計額の100分の１以下となったため、流

動負債の「その他」に含めて表示することにいたし

ました。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「設

備未払金」（当連結会計年度末は15百万円）は、負

債純資産合計額の100分の１以下となったため、流動

負債の「その他」に含めて表示することにいたしま

した。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

※１ 担保に供している資産    ※１ 担保に供している資産    

資産の種類 金額 

現金及び預金 13百万円 

  (105百万WON) 

資産の種類 金額 

現金及び預金   27百万円 

  (225百万WON) 

上記の現金及び預金は、短期借入金294百万円

（2,300百万WON）に対する担保に供しておりま

す。 

上記の現金及び預金は、在外連結子会社の借入金

等の包括担保に供しております。 

資産の種類 金額 

建物 567百万円 

  (4,424百万WON) 

資産の種類 金額 

建物   1,021百万円 

  (8,398百万WON) 

上記の物件は、輸入信用状の開設限度額309百万円

（2,600千US$）に対する担保に供しております。 

上記の物件は、短期借入金85百万円(700百万WON)

に対する担保に供しております。 

 ２ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の住宅資金借入金に対する債務保証 

 ２ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の住宅資金借入金に対する債務保証 

従業員   58百万円

保証債務計   58百万円

従業員     51百万円

保証債務計     51百万円

 ３ 当社は、資金調達の安定化及び効率化を図るた

め、取引銀行７行と総額100億円、契約期間３年の

特定融資枠契約（シンジケーション方式によるコ

ミットメントライン）を締結しております。 

 ３ 当社は、資金調達の安定化及び効率化を図るた

め、取引銀行７行と総額100億円、契約期間３年の

特定融資枠契約（シンジケーション方式によるコ

ミットメントライン）を締結しております。 

特定融資枠契約の総額   10,000百万円

当連結会計年度末借入実行残高 －百万円

当連結会計年度末未使用枠残高   10,000百万円

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

当連結会計年度末借入実行残高 －百万円

当連結会計年度末未使用枠残高 10,000百万円

※４ 連結会計年度末日満期手形    ────── 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日

であったため、次の連結会計年度末日満期手形が

連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形   305百万円

支払手形 745百万円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額

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、主要な費目と金額

は次のとおりであります。 

荷造費発送費 280百万円

販売手数料 268百万円

広告宣伝費 44百万円

従業員給与及び手当 4,243百万円

役員賞与引当金繰入額 12百万円

退職給付引当金繰入額 314百万円

役員退職慰労引当金繰入額 55百万円

減価償却費 157百万円

賃借料 991百万円

研究開発費 2,705百万円

荷造費発送費 288百万円

販売手数料 179百万円

広告宣伝費 53百万円

従業員給与及び手当 4,956百万円

役員賞与引当金繰入額 22万円

退職給付引当金繰入額 269百万円

役員退職慰労引当金繰入額 46百万円

減価償却費 173百万円

賃借料 982百万円

研究開発費 3,151百万円

※２ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含ま

れる研究開発費は、2,713百万円であります。 

※２ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含ま

れる研究開発費は、3,184百万円であります。 

- 20 -

芝浦メカトロニクス㈱(6590)　平成20年３月期決算短信



（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,300千株は、取締役会決議による自己株式の取得2,299千株、単元未

満株式の買取りによる増加１千株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

２．新株予約権及び自己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 

(1）配当金支払額 

(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 

 
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 51,926 － － 51,926 

合計 51,926 － － 51,926 

自己株式     

普通株式（注）１，２ 200 2,300 0 2,500 

合計 200 2,300 0 2,500 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月15日 

定時株主総会 
普通株式 181 3.5 平成18年３月31日 平成18年６月15日 

平成18年10月25日 

取締役会 
普通株式 181 3.5 平成18年９月30日 平成18年12月４日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月16日 

取締役会 
普通株式 172 利益剰余金 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月１日

- 21 -

芝浦メカトロニクス㈱(6590)　平成20年３月期決算短信



当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

２．新株予約権及び自己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 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 51,926 － － 51,926 

合計 51,926 － － 51,926 

自己株式     

普通株式（注）１，２ 2,500 4 0 2,504 

合計 2,500 4 0 2,504 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月16日 

取締役会 
普通株式 172 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月１日 

平成19年10月25日 

取締役会 
普通株式 197 4.0 平成19年９月30日 平成19年12月４日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月14日 

取締役会 
普通株式 197 利益剰余金 4.0 平成20年３月31日 平成20年５月30日

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１ 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 

※１ 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 

現金及び預金勘定 8,598百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△387百万円

現金及び現金同等物 8,210百万円

現金及び預金勘定 9,346百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△286百万円

現金及び現金同等物 9,059百万円
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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 

 （注）１ 事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主要な事業内容 

①ファインメカトロニクス  フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリ

ードボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、ア

ッシング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、

フリップチップボンディング装置、半導体検査装置）、非破壊検査事業、鉄

道線路保守用機器等 

②電子・真空機器      レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッ

タリング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装

置、精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

③流通機器システム     自動販売機、自動券売機等 

④不動産賃貸        不動産賃貸及び管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の394百万円は、当社の研究開発費のうち全

社共通に係る要素開発費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,836百万円であり、その主なものは、当社での

余資運転資金（現金及び有価証券）及び繰延税金資産であります。 

５ 減価償却費には長期前払費用に係る償却費が含まれております。 

 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ファインメカ
トロニクス 
（百万円） 

電子・真空
機器 
（百万円） 

流通機器 
システム 
（百万円） 

不動産賃貸 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 59,118 9,527 4,192 1,823 74,662 － 74,662 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
131 130 － － 261 (261) － 

計 59,249 9,658 4,192 1,823 74,924 (261) 74,662 

営業費用 61,628 9,338 4,090 1,101 76,160 132 76,292 

営業利益又は営業損失（△） △2,379 319 102 721 △1,235 (394) △1,630 

Ⅱ 資産・減価償却費及び資本的支

出 
       

資産 44,567 8,123 3,434 9,235 65,360 7,836 73,196 

減価償却費 423 92 85 563 1,165 － 1,165 

資本的支出 2,438 15 88 4 2,547 － 2,547 
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 （注）１ 事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主要な事業内容 

①ファインメカトロニクス  フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリ

ードボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、ア

ッシング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、

フリップチップボンディング装置、半導体検査装置）、非破壊検査事業、鉄

道線路保守用機器等 

②電子・真空機器      レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッ

タリング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装

置、精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

③流通機器システム     自動販売機、自動券売機等 

④不動産賃貸        不動産賃貸及び管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の581百万円は、当社の研究開発費のうち全

社共通に係る要素開発費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,637百万円であり、その主なものは、当社での

余資運転資金（現金及び有価証券）及び繰延税金資産であります。 

５ 減価償却費には長期前払費用等に係る償却費が含まれております。 

 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

ファインメカ
トロニクス 
（百万円） 

電子・真空
機器 
（百万円） 

流通機器 
システム 
（百万円） 

不動産賃貸 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 47,559 9,588 7,470 1,823 66,441 － 66,441 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
135 77 － － 213 (213) － 

計 47,695 9,666 7,470 1,823 66,654 (213) 66,441 

営業費用 47,107 9,519 6,584 1,214 64,426 367 64,794 

営業利益 587 146 885 608 2,228 (581) 1,646 

Ⅱ 資産・減価償却費及び資本的支

出 
       

資産 34,634 7,923 4,122 8,677 55,357 9,637 64,994 

減価償却費 519 87 65 572 1,245 － 1,245 

資本的支出 469 162 42 19 693 － 693 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至

平成20年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計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90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

①北東アジア………台湾、大韓民国、中華人民共和国 

②その他の地域……アメリカ、ポーランド 

当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

①北東アジア………台湾、大韓民国、中華人民共和国 

②その他の地域……メキシコ、アメリカ 

 北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,953 4,332 32,286 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   74,662 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
37.4 5.8 43.2 

 北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 16,135 6,625 22,761 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   66,441 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
24.3 10.0 34.3 
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（１株当たり情報） 

（注） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度は１株当たり当期純損失のため記載

しておりません。 

 １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等に関する注記事項については、ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額（円） 501.41 501.50 

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額（△）（円） 
△20.60 8.62 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額（円） 
－ 8.06

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
△1,047 426 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
△1,047 426 

期中平均株式数（千株） 50,831 49,422 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） － 3,409 

（うち新株予約権付社債） (－) (3,409)  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 ──────  ────── 
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５．個別財務諸表 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減
(百万円) 

（資産の部）         
Ⅰ 流動資産         
１ 現金及び預金   3,805   5,654  1,848 
２ 受取手形    105   80  △25 

３ 売掛金    21,188   16,066  △5,122 

４ 製品   4,912   2,675  △2,237 

５ 半製品・仕掛品   7,800   6,634  △1,166 

６ 原材料   110   110  0 
７ 繰延税金資産   1,229   1,787  558 
８ 未収入金   992   753  △238 

９ その他   75   182  107 
10 貸倒引当金   △21   △20  0 

流動資産合計   40,199 67.1  33,924 64.7 △6,275 

Ⅱ 固定資産         
１ 有形固定資産         
(1）建物   26,548   26,549  0 
(2）構築物   1,006   997  △9 

(3）機械及び装置   550   560  10 
(4）工具器具及び備品   39   46  7 
(5）土地   68   68  0 
(6）建設仮勘定   183   231  48 
(7) 減価償却累計額   △13,802   △14,649  △847 

有形固定資産合計   14,595 24.3  13,805 26.3 △789 

２ 無形固定資産         
(1) 無形固定資産   272 0.5  253 0.5 △19 

３ 投資その他の資産         
(1）投資有価証券   289   218  △71 

(2）子会社株式・出資金   1,415   1,474  58 
(3）子会社長期貸付金   260   130  △130 

(4）従業員長期貸付金   4   4  △0 

(5）長期前払費用   6   7  1 
(6）繰延税金資産   2,565   2,097  △467 

(7）その他   342   560  217 
(8）貸倒引当金   △5   △5  0 

投資その他の資産合計   4,878 8.1  4,487 8.5 △390 

固定資産合計   19,746 32.9  18,546 35.3 △1,199 

資産合計   59,945 100.0  52,470 100.0 △7,475 
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減
(百万円) 

（負債の部）         
Ⅰ 流動負債         
１ 支払手形    3,565   1,584  △1,980 

２ 買掛金    12,779   8,211  △4,568 

３ 一年以内返済予定長期借入金   0   3,200  3,200 
４ 一年以内償還予定新株予約権
付社債   －   3,215  3,215 

５ 未払金   58   8  △50 

６ 未払費用    2,770   2,870  100 
７ 未払法人税等   46   55  9 
８ 前受金   218   452  233 
９ 預り金   65   55  △10 

10 役員賞与引当金   9   22  12 
11 受注損失引当金   373   213  △159 

12 設備未払金   1,065   －  △1,065 

13 その他   173   73  △100 

流動負債合計   21,127 35.2  19,961 38.1 △1,165 

Ⅱ 固定負債         
１ 新株予約権付社債   3,215   －  △3,215 

２ 長期借入金   7,004   3,804  △3,200 

３ 退職給付引当金   4,138   4,071  △66 

４ 役員退職慰労引当金   122   150  27 
５ 修繕引当金   296   302  6 
６ 預り保証金    3,000   3,022  22 

固定負債合計   17,777 29.7  11,351 21.6 △6,425 

負債合計   38,904 64.9  31,313 59.7 △7,590 

（純資産の部）         
Ⅰ 株主資本         
１ 資本金   6,761 11.3  6,761 12.9 － 

２ 資本剰余金         
(1）資本準備金  6,939   6,939    
(2）その他資本剰余金   3,799   3,799    
資本剰余金合計    10,739 17.9  10,738 20.5 △0 

３ 利益剰余金         
(1）利益準備金  353   353    
(2）その他利益剰余金         
別途積立金  300   300    
繰越利益剰余金  4,486   4,654    
利益剰余金合計    5,139 8.6  5,307 10.1 168 

４ 自己株式   △1,714 △2.9  △1,717 △3.3 △2 

株主資本合計    20,924 34.9  21,090 40.2 165 
Ⅱ 評価・換算差額等         
１ その他有価証券評価差額金   116 0.2  66 0.1 △49 

評価・換算差額等合計    116 0.2  66 0.1 △49 

純資産合計    21,041 35.1  21,156 40.3 115 

負債純資産合計    59,945 100.0  52,470 100.0 △7,475 
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ 売上高    58,143 100.0  47,076 100.0 △11,066 

Ⅱ 売上原価   54,115 93.1  39,082 83.0 △15,033 

売上総利益   4,028 6.9  7,994 17.0 3,966 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    7,435 12.8  8,474 18.0 1,039 

営業利益又は営業損失（△）   △3,407 △5.9  △480 △1.0 2,927 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息及び配当金  805   1,395    

２ その他営業外収益  480 1,285 2.2 329 1,724 3.7 439 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  104   120    

２ その他営業外費用  537 642 1.1 419 539 1.2 △102 

経常利益又は経常損失（△）   △2,764 △4.8  704 1.5 3,468 

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失（△）   △2,764 △4.8  704 1.5 3,468 

法人税、住民税及び事業税  25   175    

過年度法人税等  －   59    

法人税等調整額  △1,369 △1,344 △2.4 △68 166 0.4 1,510 

当期純利益又は当期純損失（△）   △1,419 △2.4  538 1.1 1,958 
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(3）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注１）このうち、△181百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 （注２）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 合計 資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 6,761 6,939 3,800 10,739 353 300 6,303 6,956 △214 24,242 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注１）             △362 △362   △362 

役員賞与（注２）             △36 △36   △36 

当期純損失             △1,419 △1,419   △1,419 

自己株式の取得                 △1,500 △1,500 

自己株式の処分     △0 △0         0 0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）                     

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － △0 △0 － － △1,817 △1,817 △1,500 △3,317 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 6,761 6,939 3,799 10,739 353 300 4,486 5,139 △1,714 20,924 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 117 117 24,360 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注１）     △362 

役員賞与（注２）     △36 

当期純損失     △1,419 

自己株式の取得     △1,500 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△0 △0 △0 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△0 △0 △3,318 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 116 116 21,041 
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当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 合計 資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 6,761 6,939 3,799 10,739 353 300 4,486 5,139 △1,714 20,924 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当             △370 △370   △370 

当期純利益             538 538   538 

自己株式の取得                 △2 △2 

自己株式の処分     △0 △0         0 0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）                     

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － △0 △0 － － 168 168 △2 165 

平成20年３月31日 残高 
（百万円） 6,761 6,939 3,799 10,738 353 300 4,654 5,307 △1,717 21,090 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 116 116 21,041 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当     △370 

当期純利益     538 

自己株式の取得     △2 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△49 △49 △49 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△49 △49 115 

平成20年３月31日 残高 
（百万円） 66 66 21,156 
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６．その他 
(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

 ・退任予定取締役 

 ・昇格予定取締役 

 ・役職の異動 

③ 就任予定日 

平成20年６月19日開催の第99期定時株主総会後の取締役会で正式決定予定。 

 以上 

相談役   森田茂樹  （現 代表取締役社長）  

代表取締役社長  南 健治  （現 専務取締役、社長補佐、生産・調達本部長、環境保全

担当）  

取締役 

技術本部長 
 安部正泰  （現 技術本部副部長）  

取締役 

生産・調達本部副部長 

兼さがみ野事業所長 

 嶋田修一 （現 生産・調達本部副部長兼さがみ野事業所長） 

取締役 

インクジェット事業推進

プロジェクトチーム 

プロジェクトリーダー 

 原 暁 （現 インクジェット事業推進プロジェクトチームプロジェ

クトリーダー）  

取締役 

ファインメカトロニクス

事業部長 

 藤田茂樹 （現 ファインメカトロニクス事業部長）  

取締役 

半導体装置事業部長 
 吉田幸正 （現 半導体装置事業部副事業部長）  

取締役 

ボンディング装置事業部長 
 岸本俊一 （現 ボンディング装置事業部長）  

常務取締役  石井道郎  （顧問 就任予定）  

常務取締役  田村 昇  （芝浦自販機㈱社長 就任予定）  

常務取締役  横山邦彦  （顧問 就任予定）  

取締役  藤森康朝  （嘱託を委嘱予定）  

取締役  渡辺 修  （嘱託を委嘱予定）  

専務取締役 

社長補佐（営業関係）、

真空・レーザシステム 

事業部長 

 山浦信行 （現 取締役、真空・レーザシステム事業部長） 

常務取締役 

総務部長、危機管理担当 
 河辺亮三  （現 取締役、総務部長、危機管理担当） 

常務取締役 

生産・調達本部長兼横浜

事業所長、環境保全担当 

 平岡 博 （現 生産・調達本部副部長兼横浜事業所長）  

取締役 

営業本部長兼輸出管理部長 
 高橋和雄 （現 取締役、社長附）  

- 32 -

芝浦メカトロニクス㈱(6590)　平成20年３月期決算短信


