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                                                                                          （百万円未満切捨て） 
１．20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（１）経営成績                                                         （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円   ％ 

  20,083   (△12.9) 

    23,062   (  35.0) 

百万円   ％

      821   (△65.8)

     2,398   (  57.4)

百万円   ％

       516   (△76.4)

     2,192   ( 43.1)

百万円   ％

       101   (△91.1)

     1,140   (  26.1)

 
 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 

 
20年３月期 
19年３月期 

円 銭 

     1,019  35 

     12,673  29 

円 銭

－ 

－ 

％

1.3  

17.1  

％ 

1.6   

7.9   

％

4.1  

10.4  

(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 
 
（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

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 

34,629 

30,971 

百万円

9,064 

7,141 

％

26.2 

23.1 

円 銭

         90,641   60 

         79,354   06 

(参考)  自己資本  20年３月期       9,064百万円  19年３月期     7,141百万円 
 
（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 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 

△4,508 

  △239  

百万円

△2,555 

  △403 

百万円

6,804 

△189 

百万円

2,480 

2,740 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

 
配当性向 

 

純資産 
配当率 

 
19年３月期 
20年３月期 

円 銭 

－ 

－ 

円 銭

   2,500  00

      500  00

円 銭

   2,500  00

      500  00

百万円

 225 

  50 

％ 

19.7   

49.1   

％

3.4  

0.6  

21年３月期 

（予想） 
－    1,500 00    1,500 00

 
18.8   

 

 
３．21年３月期の業績予想（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） 

 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 
通  期 

8,500 (△28.6)

   29,000 (  44.4)

△600 ( － )

2,000 (143.6)

△800 ( － )

1,600 (209.5)

△800 ( － ) 

800 (689.8) 

△8,000  00 

8,000  00 

 － １ － 
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有  
② ①以外の変更                無 
（注）詳細は、16 ページ～18 ページ「重要な会計方針」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３月期 100,000株   19年３月期  90,000株 
② 期末自己株式数           20年３月期    －株    19年３月期    －株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、22 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。 

 － ２ － 
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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 

当事業年度におけるわが国経済は、原材料価格の上昇等により景気の減速傾向が見られる中、海外経済や

国際金融資本市場における不確実性の増大や原油価格を中心としたエネルギー・原材料価格の上昇を背景に、

景気は先行き不透明感を増しています。 

海外経済は、米国では、設備投資は緩やかながら拡大を続ける一方で、住宅市場の調整が長引き、金融機

関の与信管理が厳格化する中で、雇用及び個人消費に弱い動きがみられ、景気の減速傾向が一段と強まりを

見せています。欧州では、景気は緩やかに減速しつつも拡大基調で推移しました。アジア地域では、中国、

インドを中心に引き続き高い成長が続きました。当社が事業を行なう半導体業界においては、先端リソグラ

フィー関連製品の分野で、前年度より続いた半導体微細化設備投資により、年度のはじめには明るい兆しが

見えましたが、ＤＲＡＭ等のメモリー半導体の長引く価格低迷、一部ロジック半導体の次世代量産化の遅延

等により、半導体メーカー等における設備投資の見直しや先送りが行なわれ、年度を通して厳しい状況が続

きました。 

このような状況のもとで、当社は国内外市場での受注・売上確保に総力をあげて取り組みましたが、結果、

受注高は 12,899 百万円（前期比 53.8％減）、売上高は 20,083 百万円（前期比 12.9％減）となりました。 

損益面につきましては、事業全般にわたる経費の抑制・業務効率化その他経営努力をいたしましたが、当

期純利益は 101 百万円（前期比 91.1％減）を計上するにとどまりました。 

②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、米国経済の減速や原油価格の高騰等の懸念材料も多く、景気の先行きは不

透明な状況が続くものと考えられます。半導体業界では、北京オリンピックの開催によるデジタル家電向け

の半導体需要拡大が期待されておりますが、引き続き半導体価格の低迷も懸念されること等から、半導体メ

ーカーの設備投資につきましては、次期前半には依然として厳しい状況が予想されます。 

当社といたしましては、各事業の責任と権限をより一層明確にすること及び業務スピードの向上を図るた

め、平成 20 年４月１日付けで組織変更を実施しました。  

さらに、次期は描画装置、検査装置ともに次世代機を市場に投入することにより、顧客満足の拡充を図る

とともに、研究開発を推進し最先端半導体製造装置分野での競争力を強化し、受注の確保と売上の増大に努

めてまいります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における総資産の残高は、34,629 百万円（前事業年度末は、30,971 百万円）となり 3,658

百万円の増加となりました。 

流動資産につきましては、28,777 百万円（前事業年度末は、26,961 百万円）となり、1,815 百万円の増加

となりました。これは主に、仕掛品の増加（12,914 百万円から 16,648 百万円へ 3,734 百万円の増加）、製品

の増加（前事業年度末０円から 909 百万円への増加）等に対し、受取手形の減少（2,371 百万円から 155 百

万円へ 2,216 百万円の減少）、売掛金の減少（8,436 百万円から 7,483 百万円へ 952 百万円の減少）等が相殺

されたことによるものであります。 

固定資産につきましては、5,851 百万円（前事業年度末は、4,009 百万円）となり、1,842 百万円の増加と

なりました。これは主に、有形固定資産の増加（3,270 百万円から 5,192 百万円へ 1,922 百万円の増加）に

 － ３ － 
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よるものであります。 

流動負債につきましては、21,655 百万円（前事業年度末は、21,634 百万円）となり、20 百万円の増加と

なりました。これは主に、短期借入金の増加（9,000 百万円から 12,500 百万円へ 3,500 百万円の増加）、支

払手形の増加（1,705 百万円から 1,900 百万円へ 195 百万円の増加）等に対し、買掛金の減少（8,459 百万

円から 5,631 百万円へ 2,828 百万円の減少）、未払法人税等の減少（780 百万円から当事業年度末０円への減

少）等が相殺されたことによるものであります。 

固定負債につきましては、3,909 百万円（前事業年度末は、2,194 百万円）となり、1,714 百万円の増加と

なりました。これは主に、長期借入金の増加（1,500 百万円から 3,000 百万円へ 1,500 百万円の増加）によ

るものであります。 

純資産につきましては、9,064 百万円（前事業年度末は、7,141 百万円）となり、1,922 百万円の増加とな

りました。これは主に、株式会社ジャスダック証券取引所への上場における新株式発行による増資資金 2,046

百万円に対し、利益剰余金からの配当金の支払 225 百万円が相殺されたことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

が 4,508 百万円の使用、投資活動によるキャッシュ・フローが 2,555 百万円の使用、財務活動によるキャッ

シュ・フローが 6,804 百万円の取得となったことにより、前事業年度末に比べ 259 百万円減少し、当事業年

度末の資金残高は、2,480 百万円（前期比 9.5％減）となりました。 

また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

      （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の営業活動の結果使用した資金は、4,508 百万円（前年同期は、239 百万円使用）となりまし

た。これは主に、税引前当期純利益 374 百万円、売上債権の減少 3,168 百万円等の資金取得に対し、たな卸

資産の増加 4,785 百万円、仕入債務の減少 2,840 百万円等が相殺されたことによるものです。 

    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の投資活動の結果使用した資金は、2,555 百万円（前年同期は、403 百万円使用）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 2,623 百万円によるものです。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の財務活動の結果取得した資金は、6,804 百万円（前年同期は、189 百万円使用）となりまし

た。 

これは主に、短期借入金の増加 3,500 百万円、長期借入金の増加 1,500 百万円、株式会社ジャスダック証

券取引所への上場における株式発行による収入 2,029 百万円の取得によるものです。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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（％） 16.8 21.3 25.5 23.1 26.2

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％） 298.0 － 624.2 － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 17.9 － 11.2 － －

 

 － ４ － 
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自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

 (注１)キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して 

おります。 

(注２)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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

    当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要な課題と認識しており、財務体質の改善及び収益力

の向上をはかりながら長期的かつ安定的な配当及び利益還元を実施することを基本方針としております。 

     

（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及びその他投

資者の正確な判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しています。当社は、

これらのリスクを認識したうえで、その発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針です。な

お、以下に記載する事項は本書提出日（平成 20 年５月 14 日）現在において当社で想定される範囲で記載

したものです。 

①製品別の事業環境について 

ア）電子ビームマスク描画装置は、全社売上高の約 83％（平成 20 年３月期）を占める主力製品であり、

装置１台の単価が高額である一方で、年間出荷台数は概ね 10 台前後であるため、受注又は売上の遅延、

取消し、減額、特定時期への集中が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、半導体業界における先端微細化プロセス開発コスト負担の増大や微細化ニーズの変化による製

品需要の減少、代替性を有する新技術が急速に出現する等による当製品の陳腐化が顕在化した場合、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、これらの状況に対応するため市場動向を注視するとともに、積極的な研究開発等による製

品付加価値の向上、製品コストの低減等による収益力の強化に努めておりますが、予期せぬ市場環境の

変化やコストの発生等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。   

イ）マスク検査装置は、平成 19 年３月期より本格的に事業を開始しました。既に当装置の販売を開始し

生産稼動実績もありますが、技術競争や新規参入等、今後の市場における競争は一段と厳しさを増す可

能性があります。 

また、当装置は、平成 20 年３月期現在において全社売上高の約 12％を占める製品ですが、今後にお

ける当社の中期的な成長事業として位置づけており、装置１台の単価が高額である当装置事業の成長の

成否が、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ウ）エピタキシャル成長装置は、平成 20 年３月期現在において全社売上高の約５％を占めており、今後

需要拡大が見込めるパワー半導体向け厚膜エピタキシャル成長装置の製品開発に注力し、市場シェア拡

大を目指していますが、量産技術の確立に時間を要しており、開発コストの継続的な発生等により当社

の業績への影響を与える可能性があります。 
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②研究開発に関するリスクについて 

当社顧客が属する半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、半導体製造装置に求められる技

術は高度且つ多岐にわたっています。当社では、技術動向の調査や顧客との協議を基に製品開発ロード

マップを策定し研究開発活動を行なっています。また、自社独自の研究開発に加えて、必要に応じて顧

客等の第三者との共同開発又は開発委託を実施しており、多額の研究開発費を計上しています。 

しかしながら、当社が取組むこれらの研究開発による成果の全てが必ずしも顧客に受け入れられる保

証はなく、業界における技術進歩への対応に支障が生じ、あるいは偶発的又は予見不可能な新技術の開

発及びその浸透により、顧客の要求に適合することが困難となった場合には、当社の事業へ影響を及ぼ

す可能性があります。 

さらに、当社は、今後も研究開発活動への積極的な投資を継続していく計画ですが、当社が想定する

以上に研究開発が必要となった場合、追加投資に対応できる資金調達が可能である保証はなく当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

③知的財産権に関するリスクについて 

当社は、半導体製造装置業界において、先端分野での技術開発競争力を維持及び発展させていくため

には特許を含む知的財産権の確保が極めて重要であると認識しており、国内外において知的財産権を保

有するとともに、当社の事業上必要であり第三者が保有する知的財産権についても当該知的財産権の実

施許諾を受ける等必要な措置を講じています。しかしながら、既に当社が保有する知的財産権について、

他者による代替技術の開発或いは新技術の開発により当該技術の知的財産権の権利化が他社により実

施された場合、当社が保有する知的財産権が将来においても技術的な優位性を維持する保証はありませ

ん。また、当社が現在出願中の知的財産権について、適時に登録を受けられる確証はなく、これらの出

願案件について必要な知的財産の保護を受けられない可能性もあります。 

また、当社が使用する要素技術等に関して、当社が認識していない第三者により既に知的財産化が完

了している場合、当社が第三者より当該技術の使用差止め及び損害賠償請求等の訴訟をおこされる可能

性があります。当該特許の使用差止めや当該技術の継続使用にかかる対価等に多額な費用又は非金銭的

な損失が発生する可能性があります。 

④為替変動リスクについて 

当社の全社売上高に占める海外売上高比率は、平成 20 年３月期現在 54％と高水準となっています。

このため当社は、為替変動リスクを回避する観点から円建て決済取引を主体としておりますが、一部外

貨建て決済取引において、当社の想定を大きく上回る為替市場の変動が生じた場合、当社の事業へ影響

を及ぼす可能性があります。 

⑤人材確保におけるリスクについて 

当社は、事業を維持及び発展させるためには技術、生産、製造、営業、経営管理その他の業務プロセ

スにおいて優秀な人材の確保が重要であると認識しており、人材の採用や教育、人事制度の改革等に取

組んでいますが、景気拡大や少子化傾向により人材獲得競争は厳しさを増しています。このため、当社

においても、人材の採用が困難となる可能性があります。 

⑥その他のリスクについて 

当社が事業を遂行する過程では、前述に挙げたリスクに加え、同業他社及び他業種企業と同様に、世

界各国及び地域における経済情勢、自然災害、戦争、テロ、感染症、金融・資本市場、法令及び政府に

よる規制、部品等の供給体制、原材料市況、標準規格化競争、製品の欠陥、情報セキュリティ等の影響

を個々或いは複合的に受けた場合に、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２． 企業集団の状況 

当社は、電子線を用いてＬＳＩの原版となるフォトマスクを描画する電子ビームマスク描画装置を主力とした

半導体製造装置の開発設計、製造、販売、保守サービスを行なっておりますが、当社独自の企業集団は有してお

りません。 

なお、当社がジャスダック証券取引所に平成 19 年４月 25 日に上場する以前は東芝機械株式会社を親会社とす

る企業集団に属しておりましたが、平成 19 年４月 24 日を払込期日とする募集により、当社普通株式を 10,000

株発行したことと、東芝機械株式会社が当社普通株式 8,500 株の売り出しを行なったことにより東芝機械株式会

社は親会社に該当しなくなっております。 

株式会社東芝は平成 20 年２月 25 日をもって、その他の関係会社から親会社に異動しております。 

 

（事業系統図） 

（保守サービス） 

 

仕

国 内 ユ ー ザ ー 海 外 ユ ー ザ ー

当 社

（親会社） 
株式会社東芝 

（その他の関係会社） 
東芝機械株式会社 

得 意 先

（発注）（部品） 

海外業務委託会社

（業務委託）
（業務委託） （土地・ 

建物の賃貸） 

（土地の賃貸）

（技術援助） （製品・部品）

（製品・部品・保守サービス） （製品・部品・ 
保守サービス）

（業務委託料金・口銭）

 

 

 

 

 

 － 
入先・外注先 
７ － 
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３． 経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、人間尊重を基本として、豊かな価値の創造により、産業の基盤づくりに寄与し、世界の人々の

生活・文化の向上に貢献することを経営理念としています。その下に当社が実際に事業活動を展開してい

くにあたって、法令を遵守し社会規範・企業倫理に従って行動するという観点から、経営理念を補完する

企業の具体的「行動基準」を定め、周知徹底を図っております。 

また、地球環境保全、社会貢献、人権尊重などについて企業としての社会的責任を果たすと共に、ＣＳ

（顧客満足）を基盤として企業価値の最大化を図り、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などの全て

のステークホルダーの期待に応えていきます。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、技術・品質に優れた製品・サービスを提供し、売上高経常利益率 10％以上を目標とします。ま

た、研究開発活動への積極的な投資を継続することによる高度な製品付加価値の維持及び発展が極めて重

要であるとの認識の下、売上高の 10％を目処に研究開発投資を実施いたします。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社は、「NuFlare, Beyond The Leading Edge」（最先端の半導体製造装置を通じて、半導体産業と人類、

社会の発展に貢献するとの意）を経営ビジョンとして掲げ、「技術及び品質に優れた製品及びサービスの

提供により、事業の持続的成長と高収益化」を目指し、これを実現するため以下の課題に対処し企業価値

の向上に努めてまいります。 

①成長戦略に関する取組みについて 

ア）電子ビームマスク描画装置については、半導体の微細化プロセス開発負担の増大から、製品市場規模

は中長期的に漸減していく見通しでありますが、高機能・高品質な製品開発による製品の高付加価値化

とともに、一段の市場シェアの拡大を進め、引き続き事業収益の基盤として安定高収益化を目指します。 

イ）マスク検査装置については、製品の最終開発の完了に時間を要しましたが、中期的な成長事業として

製品の拡販活動を積極的に行ない事業基盤の強化を目指します。 

ウ）エピタキシャル成長装置については、厚膜エピタキシャル成長を高速かつ高平坦性で実現可能な独自

技術を量産化技術につなげることで当製品市場でのトップシェアを目指し、損益の改善をはかります。 

エ）中長期的な事業成長及び収益基盤の拡大の観点から、新規事業に関する検討を行なっていきます。 

②成長を実現するための製品付加価値の向上に関する取組みについて 

ア）マーケティングの強化により、半導体市場動向や顧客ニーズに対応するとともに、タイムリーな製品

供給による製品の市場シェア拡大を目指します。また、今後、半導体産業においても成長が見込める中

国市場に関して、本格参入を検討するためのマーケティング活動を進めます。 

イ）技術開発においては、顧客ニーズに応えるべく積極的な研究活動を推進し、市場における優位性ある

高付加価値製品の開発を目指します。 

ウ）製品信頼性の向上及び生産効率の向上による製造期間の短縮及び製造コストの削減、サービス体制の

強化を継続的に進めることでメーカーとしてのものづくり力及びサービス力を強化し、お客様のフォト

マスクあるいはウエハ生産性の向上をもって、お客様と当社が共存共栄による関係構築を実現し、製品

の拡販を目指します。 
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③財務体質の改善に関する取組みについて 

ア）製品付加価値の向上とともに、部品等の調達コスト低減や生産効率の向上による製造コストの削減等

による収益力の強化を目指します。 

イ）たな卸資産の削減や売上債権等の運転資金の圧縮を進め、財務体質を強化しキャッシュフローを重視

した経営を目指します。 

④人材の獲得及び育成に関する取組みについて 

中長期的な成長の観点から、人材の獲得及び育成の強化に努めるほか、開発及び生産設備の拡充を行な

うとともに、経営品質の向上を目的とした情報インフラの整備及び充実を目指します。また、新たに製品

別に事業統括部門を新設し、製品毎の損益管理を強化するほか、意思決定の迅速化等、機動的な経営の推

進を目指します。 

⑤生命・安全とコンプライアンスに関する取組みについて 

当社は、生命・安全とコンプライアンス（法令、社会規範、倫理の遵守）を最優先することを基本に事

業を行なっています。また、安全で環境に調和した製品の継続的な開発と市場への提供を通し、人々の健

康と安心、地球資源と環境保護への貢献を目指します。 

 

（４）内部管理体制の整備・運用状況 

当社は平成 18 年５月 24 日開催の取締役会において、内部統制基本方針を決議し、平成 20 年５月 14 日

開催の取締役会においてその基本方針の一部改定を決議しております。この基本方針は次の通りであり、

これに基づき、業務の適正化を図っております。 

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役は、各分担領域に関連する法令の遵守等を実現するための体制を構築する権限及び責任を有す

るとともに、取締役会で定期的にその職務の遂行状況を報告しております。取締役は、内部通報体制を

採用することにより、問題の早期発見と適切な対応を行なっております。また、代表取締役社長直轄の

内部監査専任部門である考査室を設置し、使用人の職務の執行状況の適正さを把握し、その改善を図る

ために、年度計画に基づく定期監査を実施しております。 

②取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 

取締役は、「取締役会規程」「トップ会議運営要領」等に基づき、取締役会、経営戦略会議、月次報告

会等を運営し、規則等に定める適切な手続に則って業務を執行し、職務執行の効率化を図っております。

また、取締役会は、取締役の権限、責任の分担を行ない、取締役は「業務分掌」、「決裁権限基準」、「組

織規程」、「役職者職務規程」等に基づき、使用人の権限及び責任を明確にするとともに各部門、各使用

人の具体的な目標、役割を設定しております。 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、「リスク・コンプライアンス・マネージメント規程」を制定し、全社のリスク・コンプライ

アンス・マネージメントを掌るリスク・マネージメント・オフィサー（ＲＭＯ）を任命し、ＲＭＯのミ

ッション遂行に必要な事項の審議及び答申等を行なうリスク管理委員会を設置しております。 

④企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、独立性を維持・確保する中で、親会社と適切な連携を図りながら、業務の適正を確保するた

めの体制を整備しております。 
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⑤取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行なわれること

を確保するための体制 

取締役及び使用人は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、経営又は業績に対し、重大

な影響を及ぼすと思われる事象が発生した場合は、その都度、可及的速やかに監査役に対して報告して

おります。また、その他必要な事項を監査役に報告するとともに、監査役からの求めに応じてヒアリン

グ等を通じて職務執行状況を報告しております。また、代表取締役は、定期的に監査役と情報交換を行

なうとともに、監査役に対し、監査役が必要と考える重要な会議への出席を確保する等、監査役の監査

が効果的に行なわれるための体制を整備しております。 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

①株式の上場について 

当社は、平成 19 年４月 25 日にジャスダック証券取引所に上場いたしました。 

②本社の移転について 

当社は、平成 19 年 10 月１日をもって、本社を神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２番地６に移転い

たしました。 
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４．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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,740,784 2,480,845 

２．受取手形 ※１ 2,371,247 155,130 

３．売掛金  8,436,555 7,483,769 

４．製品  － 909,132 

５．仕掛品  12,914,116 16,648,877 

６．前払費用  39,620 58,549 

７．繰延税金資産  240,807 172,739 

８．未収法人税等  － 300,298 

９．未収消費税等  166,559 554,701 

10．その他流動資産  52,137 13,779 

流動資産合計  26,961,828 87.1 28,777,824 83.1 1,815,996

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物  1,625,083 4,093,733  

減価償却累計額  640,362 984,720 969,415 3,124,317 

(2) 構築物  75,746 89,607  

減価償却累計額  39,787 35,959 46,603 43,004 

(3) 機械及び装置  2,568,317 2,816,993  

減価償却累計額  857,281 1,711,036 1,197,566 1,619,426 

(4) 車両運搬具  833 833  

減価償却累計額  792 41 800 33 

(5) 工具、器具及び 
備品 

 149,984 180,000  

減価償却累計額  95,748 54,235 121,942 58,057 

(6) 建設仮勘定  484,193 347,861 

有形固定資産合計  3,270,187 10.6 5,192,700 15.0 1,922,513

２．無形固定資産   

(1) 特許権  95,572 82,447 

(2) 商標権  1,716 1,516 

(3) ソフトウェア  63,464 123,648 

(4) その他の無形固 
定資産 

 72 72 

(5) ソフトウェア仮 
勘定 

 17,287 990 

無形固定資産合計  178,114 0.5 208,675 0.6 30,561

３．投資その他の資産   

(1) 長期前払費用  520,834 337,500 

(2) 繰延税金資産  16,798 65,117 

(3) その他投資  23,422 47,499 

投資その他の資産
合計 

 561,054 1.8 450,116 1.3 △110,938

固定資産合計  4,009,356 12.9 5,851,492 16.9 1,842,136

資産合計  30,971,184 100.0 34,629,316 100.0 3,658,132
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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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※１ 1,705,273 1,900,437 

２．買掛金  8,459,430 5,631,113 

３．短期借入金  9,000,000 12,500,000 

４．未払金  261,120 281,235 

５．未払費用  988,122 747,117 

６．未払法人税等  780,973 － 

７．前受金  365,098 505,442 

８．預り金  25,471 21,011 

９．製品保証引当金  34,594 68,279 

10．その他流動負債  14,700 1,005 

流動負債合計  21,634,783 69.8 21,655,641 62.5 20,858

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  1,500,000 3,000,000 

２．退職給付引当金  694,535 879,761 

３．役員退職慰労引当金  － 29,753 

固定負債合計  2,194,535 7.1 3,909,515 11.3 1,714,980

負債合計  23,829,319 76.9 25,565,156 73.8 1,735,837

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  4,500,000 14.5 5,523,000 15.9 1,023,000

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  － 1,023,000  

資本剰余金合計  － 1,023,000 3.0 1,023,000

３．利益剰余金   

(1)利益準備金  22,000 44,500  

(2)その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  2,619,865 2,473,660  

利益剰余金合計  2,641,865 8.6 2,518,160 7.3 △123,705

株主資本合計  7,141,865 23.1 9,064,160 26.2 1,922,295

 純資産合計  7,141,865 23.1 9,064,160 26.2 1,922,295

 負債及び純資産合計  30,971,184 100.0 34,629,316 100.0 3,658,132
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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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高  23,062,328 100.0 20,083,207 100.0 △2,979,121

Ⅱ 売上原価   

１．製品期首たな卸高  61,645 －  

２．当期製品製造原価 ※２ 14,564,763 13,037,366  

合計  14,626,408 13,037,366  

３．他勘定振替高  61,645  

４．製品期末たな卸高  － 14,564,763 63.2 909,132 12,128,233 60.4 △2,436,530

売上総利益  8,497,564 36.8 7,954,973 39.6 △542,591

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1,2 6,098,568 26.4 7,133,811 35.5 1,035,243

営業利益  2,398,995 10.4 821,162 4.1 △1,577,833

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  1,977 7,459  

２．為替差益  71,460 55,984  

３．受取販売手数料  9,522 13,521  

４．受取特許料  28,272 －  

５．受取賃貸料  － 26,756  

６．その他  14,771 126,002 0.5 3,905 107,628 0.5 △18,374

Ⅴ 営業外費用   
 

１．支払利息  134,535 196,088   

２．たな卸資産廃却損  77,571 83,508  
 

３．退職給付会計基準変
更時差異償却 

 40,152 40,152  
 

４．事業所新設関連費用  59,700 －   

５．その他  20,445 332,405 1.4 92,045 411,794 2.0 79,389

経常利益  2,192,592 9.5 516,995 2.6 △1,675,597

Ⅵ 特別利益    

 １．固定資産売却益   － 441 0.0 441

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※３ 833 123,606   

２．役員退職慰労引当金
（過年度相当額） 

 － 833 0.0 19,700 143,307 0.7 142,474

税引前当期純利益  2,191,759 9.5 374,130 1.9 △1,817,629

法人税、住民税及び
事業税 

 1,069,971 253,087   

法人税等調整額  △18,809 1,051,162 4.6 19,749 272,836 1.4 △778,326

当期純利益  1,140,596 4.9 101,294 0.5 △1,039,302
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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） 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他 

利益 

剰余金 

 
資本金 

資本 

準備金 

利益 

準備金
繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

純資産 

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

         （千円） 
4,500,000 － 2,000 1,693,388 1,695,388 6,195,388 6,195,388

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当（注）  △189,000 △189,000 △189,000 △189,000

 利益処分による役員賞与  

 （注） 
 △5,120 △5,120 △5,120 △5,120

 当期純利益  1,140,596 1,140,596 1,140,596 1,140,596

 利益準備金の積立（注）  20,000 △20,000 － － －

事業年度中の変動額合計 

         （千円） 
－ － 20,000 926,476 946,476 946,476 946,476

平成 19 年３月 31 日 残高 

         （千円） 
4,500,000 － 22,000 2,619,865 2,641,865 7,141,865 7,141,865

（注） 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 

剰余金 
利益剰余金 

その他 

利益 

剰余金 

 
資本金 

資本 

準備金 

利益 

準備金
繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

純資産 

合計 

平成 19 年３月 31 日 残高 

         （千円） 
4,500,000 － 22,000 2,619,865 2,641,865 7,141,865 7,141,865

事業年度中の変動額    

 新株式の発行 1,023,000 1,023,000  2,046,000 2,046,000

 剰余金の配当  △225,000 △225,000 △225,000 △225,000

 当期純利益  101,294 101,294 101,294 101,294

 利益準備金の積立  22,500 △22,500 － － －

事業年度中の変動額合計 

         （千円） 
1,023,000 1,023,000 22,500 △146,205 △123,705 1,922,294 1,922,294

平成 20 年３月 31 日 残高 

         （千円） 
5,523,000 1,023,000 44,500 2,473,660 2,518,160 9,064,160 9,064,160
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

  
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（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー                                            
税引前当期純利益  2,191,759 374,130 

減価償却費  292,104 820,246 

長期前払費用償却額  212,500 183,334 

固定資産除却損  833 123,606 

固定資産売却益  － △441 

製品保証引当金の増加額  16,594 33,685 

退職給付引当金の増加額  222,681 185,225 

役員退職慰労引当金の増加額  － 29,753 

受取利息及び受取配当金  △1,977 △7,459 

支払利息  134,535 196,088 

売上債権の増減額（増加：△）  △4,033,177 3,168,902 

前受金の増加額  252,230 140,343 

たな卸資産の増加額  △3,766,368 △4,785,375 

仕入債務の増減額（減少：△）  4,389,274 △2,840,421 

未収消費税等の増減額 

（増加：△） 
 251,025 △388,141 

役員賞与の支払額  △5,120 － 

その他  468,514 △261,937 

          小計  625,409 △3,028,461 △3,653,870

利息及び配当金の受取額  1,977 7,459 

利息の支払額  △131,158 △186,644 

法人税等の支払額  △735,463 △1,300,592 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △239,235 △4,508,238 △4,269,003

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  △674,364 △2,623,274 

有形固定資産の除却による支出  － △14,900 

有形固定資産の売却による収入  997,799 184,124 

無形固定資産の取得による支出  △116,307 △77,838 

長期前払費用の取得による支出  △600,000 － 

その他  △10,274 △24,077 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △403,145 △2,555,966 △2,152,821

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増減額  △1,500,000 3,500,000 

長期借入金の借入による収入  1,500,000 1,500,000 

株式発行による収入  － 2,029,266 

    配当金の支払額  △189,000 △225,000 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △189,000 6,804,266 6,993,266

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △831,380 △259,938 571,442

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  3,572,165 2,740,784 △831,381

2,740,784 2,480,845 △259,939Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 
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重要な会計方針 

項目 
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） 

１．たな卸資産の評

価基準及び評

価方法 

製品、仕掛品 

個別法による原価法を採用しております。

 

製品、仕掛品 

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、建物（建物附属設備は除く）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    3年～60年 

  機械及び装置、車両運搬具   

                         7年～17年 

  

(1)有形固定資産 

 建物（建物附属設備は除く） 

  ① 平成19年３月31日までに取得し 

     たもの・・・旧定額法 

        ② 平成19年４月１日以降に取得し 

       たもの・・・定額法 

   建物以外 

① 平成19年３月31日までに取得し 

     たもの・・・旧定率法 

        ② 平成19年４月１日以降に取得し 

       たもの・・・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    3年～60年 

    機械及び装置、車両運搬具   

                              7年～17年 

 

   （会計方針の変更） 

    法人税法の改正に伴い、当事業年度よ 

 り、平成19年４月１日以降に取得した有 

 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。 

    これにより営業利益、経常利益及び税 

 引前当期純利益が47,531千円減少してお 

 ります。 

   

   （追加情報） 

    法人税法改正に伴い、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。 

    当該変更に伴う損益に与える影響は軽 

 微であります。 
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項目 
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） 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

   定額法 同左 

 ただし、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）

で償却しております。 

 

３．繰延資産の処理 

方法 

――――― 株式交付費用 

 支出時に全額費用として処理しております。

４．引当金の計上基 

準 

(1)製品保証引当金 

  製品納入後の保証期間内に発生する補 

  修費用の支出に充てるため、過去の実 

績に将来の見込を加味した額を計上し 

ております。 

(1)製品保証引当金 

同左 

 

 

 

  (2)退職給付引当金  (2)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

  なお、会計基準変更時差異については、

  15年による按分額を費用処理しており 

   ます。  

   数理計算上の差異は、各事業年度の発 

   生時における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 

  額法により按分した額をそれぞれ発生 

  の翌事業年度から費用処理しておりま 

  す。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)役員退職慰労引当金  (3)役員退職慰労引当金 

 ――――――     役員の退職慰労金の支出に備えるため、

  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。 
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項目 
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） 

   （会計方針の変更） 

    役員退職慰労金は、従来、支出時の

費用として処理しておりましたが、

「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退

職慰労引当金等に関する監査上の取り

扱い」（日本公認会計士協会 平成19年

４月13日 監査・保証実務委員会同委員

会報告第42号）の公表に伴い、当事業

年度より内規に基づく期末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更しております。 

  これにより営業利益及び経常利益は

10,053千円、税引前当期純利益が

29,753千円減少しております。 

５．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．ヘッジ会計の方

法 

(1)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を充たしている金利ス

ワップについて、特例処理を採用して

おります。 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・金利の変動による損

失の可能性があり、

ヘッジ取引によりキ

ャッシュ・フローが

固定され、その変動

が回避されるもの。 

 

同左 

 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

 当社の管理方針に基づき、借入金金利

の変動によるリスクを回避する目的

で、特例処理の要件を充たす金利スワ

ップ取引を利用しております。   

 

同左 
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項目 
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） 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについての特例処理の要

件を充たしているため、ヘッジ有効性

評価を省略しております。 

 

同左 

 

７．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 

 

８．その他財務諸表

作成のための

基本となる重

要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

 

 

会計処理方法の変更 

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） 

（役員賞与に関する会計基準） ―――――― 

  当事業年度より、「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。 

 この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は4,775千円減少しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ―――――― 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成 17 年 12 月９日）を適用しております。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は

7,141,865 千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

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） 

  
※１．期末日満期手形 

    期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しております。なお、当期

   末日が金融機関の休日であったため、次の期末日

   満期手形が期末残高に含まれております。 

    受取手形             7,130 千円

        支払手形                       4,640 千円

――――― 

 

（損益計算書関係） 

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） 

※１． 販売費に属する費用のおおよその割合は37 

％、一般管理費に属する費用のおおよその割 

合は63％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１． 販売費に属する費用のおおよその割合は36 

％、一般管理費に属する費用のおおよその割 

合は64％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

    特許使用料         356,475千円 

    給料手当         1,189,922 

    退職給付費用        148,898 

    減価償却費         82,869 

    製品保証引当金繰入額     16,594 

外注費           677,439 

    研究開発費        2,137,304 

    給料手当         1,373,459千円 

    退職給付費用         59,839 

    減価償却費         338,486 

    製品保証引当金繰入額      68,279 

    外注費           563,675 

研究開発費        2,357,958 

     

※２． 研究開発費の総額 ※２． 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

   開発費 

                2,252,623千円  

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

   開発費 

                2,423,461千円  

※３． 固定資産除却損は、建物102千円、機械及 

び装置471千円、工具、器具及び備品259千円 

     であります。 

 

※３． 固定資産除却損の主なものは、建物3,108千円、

機械及び装置2,962千円、工具、器具及び備品77

千円及び建設仮勘定からの除却105,458千円で

あります。                 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度増加株式

数（千株） 

当事業年度減少株式

数（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

発行済株式     

 普通株式 90 － － 90

合計 90 － － 90
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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

（千円） 

1 株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18年６月 27日 

定時株主総会 
普通株式 189,000 2,100.00 平成18年３月31日 平成18年６月28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 

決議 
株式の 

種類 

配 当 金

の総額 

（千円）

配当の原資

1株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 225,000 利益剰余金 2,500.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

 

当事業年度（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 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度増加株式

数（千株） 

当事業年度減少株式

数（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

発行済株式     

 普通株式 90 10 － 100

合計 90 10 － 100

 

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

（千円） 

1 株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 19年６月 27日 

定時株主総会 
普通株式 225,000 2,500.00 平成19年３月31日 平成19年６月28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 

決議 
株式の 

種類 

配 当 金

の総額 

（千円）

配当の原資

1株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 50,000 利益剰余金 500.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

※ 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３月31日現在）

※ 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20年３月31日現在）
 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,740,784 

現金及び現金同等物 2,740,784 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,480,845 

現金及び現金同等物 2,480,845 
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（１株当たり情報） 

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） 

 

１株当たり純資産額 79,354.06円 

１株当たり当期純利益金額 12,673.29円 

  

 

１株当たり純資産額 90,641.60円 

１株当たり当期純利益金額 1,019.35円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在してい

ないため記載しておりません。 

同左 

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

当期純利益（千円） 1,140,596 101,294 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,140,596 101,294 

期中平均株式数（株） 90,000 99,372 

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 

                       

－ 

 

                       

－ 

 

 

（開示の省略等） 

   リース取引関係、デリバティブ取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、退職給付関係に関する注記事 

  項につきましては、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。    

    また、有価証券関係、持分法損益等、ストック・オプション等、企業結合等、重要な後発事象につきましては、該当事 

 項はありません。 
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５．その他 

 （１）役員の異動（平成 20 年６月 25 日付の予定） 

① 新任取締役候補 

代表取締役社長 三 浦
み う ら

 康 明
やす あ き

 （現、株式会社東芝セミコンダクター社メモリ事業部第４

棟構築プロジェクトチームプロジェクトマネージャー） 

 

取 締 役 内 野
う ち の

 健 治
け ん じ

 （現、東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 

経理部グループ（管理担当）グループ長） 

取 締 役 森
も り

  裕 史
ゆ う じ

 （現、東芝機械株式会社経理部グループ（資金担当） 

（非 常 勤）               グループマネージャー）  

 

② 新任監査役候補 

監 査 役 丹 羽
に わ

 淳
じゅん

 （現、株式会社東芝セミコンダクター社経理部グループ(管 

（非 常 勤）               理企画担当)グループ長兼東芝コンポーネンツ株式会社 

監査役） 

 

③ 退任予定取締役 

代表取締役社長 井 入
い い り

 正 博
まさ ひ ろ

 （当社顧問に就任予定） 

常 務 取 締 役 山 下
やま し た

 数 高
かず た か

 （東芝機械株式会社関係会社役員に就任予定） 

常 務 取 締 役 小 川
お が わ

 洋 司
よ う じ

 （当社顧問に就任予定） 

常 務 取 締 役 水 野
み ず の

 國 雄
く に お

 （当社顧問に就任予定） 

 

④ 退任予定監査役 

監 査 役 田 中
た な か

 道 則
みち の り

 （東芝機械株式会社関係会社役員に就任予定） 

（非 常 勤） 

 

⑤ 昇格予定取締役 

常 務 取 締 役 吉 川
よし か わ

 良 一
りょういち

 （現、取締役） 

 

（注１）新任取締役候補三浦康明氏は平成 20 年６月１日付当社入社予定、内野健治氏は平成 20 年５月 16 日付 

当社入社予定であります。 

（注２）新任取締役候補の森裕史氏は、会社法第 2条第 15 号に定める社外取締役候補であります。 

（注３）新任監査役候補の丹羽淳氏は、会社法第 2条第 16 号に定める社外監査役候補であります。 
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（２）生産、受注及び販売の状況 

   ①生産実績 

   当事業年度の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
当事業年度 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

前年同期比（％） 

電子ビームマスク描画装置（千円） 17,594,647 88.7 

マスク検査装置（千円） 2,389,199 131.9 

エピタキシャル成長装置（千円） 1,008,493 71.8 

合計（千円） 20,992,340 91.0 

（注１）金額は販売価格によっております。 

（注２）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

  ②受注状況 

   当事業年度の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
当事業年度 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

前年同期比（％） 

電子ビームマスク描画装置（千円） 9,227,799 38.3 

マスク検査装置（千円） 2,638,912 124.5 

エピタキシャル成長装置（千円） 1,032,371 59.4 

合計（千円）   12,899,083 46.2 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

   ③販売実績 

   当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
当事業年度 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

前年同期比（％） 

電子ビームマスク描画装置（千円） 16,685,514 84.1 

マスク検査装置（千円） 2,389,199 131.9 

エピタキシャル成長装置（千円） 1,008,493 71.8 

合計（千円） 20,083,207 87.1 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

以  上 
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