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１．平成20年３月中間期の業績（平成19年10月１日～平成20年３月31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３月中間期 4,667 △2.2 231 △51.9 192 △57.5 121 △57.5

19年３月中間期 4,771 5.4 482 △39.7 452 △37.9 286 △31.6

19年９月期 9,305  721  638  402  

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３月中間期 18 85 － －

19年３月中間期 44 35 － －

19年９月期 62 33 － －

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 －百万円 19年３月中間期 －百万円 19年９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３月中間期 13,232 4,795 36.2 750 81

19年３月中間期 10,161 4,682 46.1 725 98

19年９月期 12,290 4,797 39.0 743 85

（参考）自己資本 20年３月中間期 4,795百万円 19年３月中間期 4,682百万円 19年９月期 4,797百万円

(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３月中間期 △1,025 150 464 1,046

19年３月中間期 203 259 △244 1,049

19年９月期 △820 △68 1,514 1,456

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

円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 － － 15 00 15 00

20年９月期 － － － －
15 00

20年９月期（予想） － － 15 00

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30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 10,026 7.8 625 △13.3 535 △16.2 343 △14.6 53 30

－ 1 －



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　　　　　　　　無

 

(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月中間期 6,450,000株 19年３月中間期 6,450,000株 19年９月期 6,450,000株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 62,754株 19年３月中間期 －株 19年９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、26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

（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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の経営分析　

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題による株価の低迷と金融市場の

混乱による先行不透明感が拭えず、堅調に推移しておりました設備投資や輸出にも若干停滞感が見られるようになり

ました。

　このような環境に加えて、同業他社との競争激化という厳しい状況下、当社と致しましては引き続き営業効率の見

直しを行ってまいりましたが、当社の主力製品であります露光装置につきましては、中国、台湾への販売が不振であっ

たこと、特に中国市場で拡販を予定していた内層用両面同時露光装置の販売が不振であったことが大きく、また、客

先の希望納入時期が第３四半期へずれ込んだこと等により、販売台数が伸び悩み、売上高は前年同期末と比べ大幅減

となりました。第２の事業の柱であります自動成形ライン及び新たに販売を開始致しました塗工ライン、また、金型・

ランプ等の販売につきましては好調に推移し、売上高は前年同期末と比べ大幅増となりましたが、露光装置の売上高

減をカバーすることが出来ず、全体の売上高では前年同期末と比べ104,617千円減となりました。また、露光装置につ

きましては、客先の要求により原価率の高い売上機種構成になったこと、新たに販売を開始致しました塗工ラインの

売上原価の増加、人件費及び製品保証費の増加、平成18年12月に竣工致しました新工場（長岡第二工場）の減価償却

費の負担が大きく、利益を圧迫する結果となり、減収減益を余儀なくされました。

　以上の結果、当中間会計期間業績は、売上高につきましては4,667,249千円（前年同期比2.2％減）、営業利益231,812

千円（前年同期比51.9％減）、経常利益192,412千円（前年同期比57.5％減）、中間純利益121,423千円（前年同期比

57.5％減）となりました。 

 

②当期の見通し

　今後のわが国経済の見通しにつきましては、原油価格の高騰や米国におけるサブプライムローン問題による世界的

な景気減速の長期化が見込まれ、先行き不透明感は拭えず、設備投資や輸出にも陰りがでるものと予想され、引き続

き予断を許さない状況が続くと思われます。このような景気動向において、当社といたしましては、販売戦略を再考

し、引き続き営業努力を続けてゆく所存でありますが、客先における設備投資は厳しい状況が続くことが予想され、

当社の主力製品であります露光装置の販売につきましては、当初計画しておりました販売台数を下回ることが予想さ

れます。第２の事業の柱であります自動成形ライン及び当中間期より販売を開始いたしました塗工ラインにつきまし

ては、対計画どおりに推移する予定でありますが、全体の売上高は、当初の計画を1,135百万円下回る見込みとなりま

した。その結果、売上高の減少及び新製品の販売による売上原価の増加が利益の減少につながり、当初計画に対して、

営業利益については277百万円の減少、経常利益については256百万円の減少、当期純利益については159百万円の減少

となる見込みであります。

　なお、通期の業績見通しにつきましては、売上高10,026百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益625百万円（前年

同期比13.3％減）、経常利益535百万円（前年同期比16.2％減）、当期純利益343百万円（前年同期比14.6％減）であ

ります。 

 

(2）財政状態に関する分析

 ①財政状態の分析

a 資産　

  資産合計は、13,232,721千円（前期末と比べ942,452千円増）となりました。

流動資産の増加（前期末と比べ1,060,210千円増）は、決算期直近の売上高増加に伴う売掛金の増加（前期末と比べ

1,130,212千円増）並びにたな卸資産が増加（前期末と比べ702,355千円増）したことと、現金及び預金の減少（前期

末と比べ640,649千円減）並びに未収還付消費税等が還付されたことによる減少（前期末と比べ195,432千円減）が主

な要因となっております。

  固定資産の減少（前期末と比べ117,758千円減）は、主に有形固定資産の減価償却による減少（前期末と比べ62,975

千円減）が主な要因となっております。

ｂ負債

  負債合計は、8,437,143千円（前期末と比べ944,735千円増）となりました。

  流動負債の増加（前期末と比べ533,997千円増）は、仕入債務の増加（前期末と比べ140,005千円増）並びに運転資

金の調達による短期借入金の増加（前期末と比べ416,000千円増）が主な要因となっております。

ｃ純資産

  純資産合計は、4,795,577千円（前期末と比べ2,283千円減）となりました。

主たる要因は、中間純利益121,423千円を計上したことによる増加及び配当金の支払い96,750千円並びに自己株式の取

得25,368千円による減少によるものであります。
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②キャッシュ・フローの状況  

  当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益192,857千円の計上並

びに運転資金の調達による借入金収入937,589千円及び社債の償還による支出350,000千円等がありましたが、売上債

権が1,134,209千円並びにたな卸資産が702,355千円増加したことにより、当中間会計期間末の残高は1,046,320千円と

なりました。

　また、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）

　当中間会計期間において営業活動の結果支出した資金は1,025,484千円（前年同期は203,128千円の資金増加）とな

りました。

  これは、主に税引前中間純利益192,857千円の利益計上並びに仕入債務140,005千円及び減価償却費159,239千円の増

加並びに未収還付消費税等の還付195,432千円等の増加要因はありましたが、売上債権が1,134,209千円、たな卸資産

が702,355千円増加したこと等が主な要因であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は150,828千円（前年同期は259,219千円の資金増加）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86,230千円がありましたが、定期預金満期収入230,000千円が主な要因

であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は464,006千円（前年同期は244,125千円の資金減少）となり

ました。

　これは、主に配当金の支払額95,567千円並びに社債の償還による支出350,000千円がありましたが、運転資金の調達

により短期借入金及び長期借入金が937,589千円増加したことが主な要因であります。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年９月期    平成19年９月期
平成20年３月

中間期

自己資本比率（％） 44.9 39.0 36.2

時価ベースの自己資本比率（％） 99.9 27.8 17.3

債務償還年数（年） 3.8 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.1 － －

 （注）自己資本比率：自己資本／総資本

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

 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

 

 １．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

 ２．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債の内、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．営業キャッシュ・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。

 ４．利払いは、損益計算書の支払利息、社債利息を使用しております。

 ５．平成19年９月期及び平成20年３月期の営業活動によるキャッシュ・フローは損失（マイナス）のため、債務償還年数

とインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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 (3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主への長期的かつ総合的な利益還元を経営上の重要な課題と位置付けておりますが、配当政策につ

いては、企業体質の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた配当を継続的に

行うこととし、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰

余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

　当期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり15円の配当を予定しておりますが、平成20年９月期

中間に係る配当は行いません。

　内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開を踏まえて、研究開発、生産機器及び設備投資等に有効

に活用し、業績の一層の向上に努めてまいります。

 

２．企業集団の状況
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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

 　平成18年９月期決算短信（平成18年11月15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

略しております。

 

(3) 中長的な会社の経営戦略、(4) 会社の対処すべき課題 

 　平成19年９月期決算短信（平成19年11月15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

略しております。

 

 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.adtec.com 

 （ジャスダック証券取引所ホームページ）

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況　

　本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所に平成19年11月15日付で開示致しました「コー

ポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。
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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３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30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 ※２ 1,683,840   1,512,320    2,152,969   

２．受取手形 ※５ 36,101   120,131    49,427   

３．売掛金  1,547,354   3,571,979    2,441,767   

４．たな卸資産  2,563,151   3,752,125    3,049,770   

５．繰延税金資産  185,107   200,389    184,250   

６．未収還付消費税等 ※３ 204,781   97,664    293,097   

７．その他  56,618   110,868    133,986   

流動資産合計   6,276,955 61.8  9,365,481 70.8 3,088,525  8,305,270 67.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 2,383,080   2,314,087    2,397,900   

(2）機械及び装置 ※２ 172,041   259,322    228,497   

(3）土地 ※２ 571,287   571,287    571,287   

(4）その他 ※２ 324,153   293,206    303,194   

有形固定資産合計  3,450,563   3,437,904   △12,658 3,500,880   

２．無形固定資産  52,870   39,504   △13,366 46,023   

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  14,538   11,438    13,395   

(2）繰延税金資産  166,370   151,774    149,885   

(3）その他 ※２ 199,990   226,617    274,813   

投資その他の資産
合計

 380,899   389,830   8,931 438,094   

固定資産合計   3,884,332 38.2  3,867,239 29.2 △17,093  3,984,998 32.4

資産合計   10,161,288 100.0  13,232,721 100.0 3,071,432  12,290,268 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※５ 1,663,546   2,024,615    1,947,422   

２．買掛金  440,481   531,963    469,151   

３．短期借入金 ※２ 260,000   1,148,000    732,000   

４．一年以内返済予定
長期借入金

※２ 680,414   984,821    904,333   

５．一年以内償還予定
社債

 400,000   100,000    400,000   

６．未払法人税等  154,860   97,240    36,120   

７．賞与引当金  137,000   139,500    136,300   

８．製品保証引当金  65,260   77,546    77,451   

９．その他  231,391   386,940    253,850   

流動負債合計   4,032,953 39.7  5,490,626 41.5 1,457,672  4,956,629 40.3

Ⅱ　固定負債            

１．社債  250,000   150,000    200,000   

２．長期借入金 ※２ 1,013,753   2,583,928    2,142,827   

３．退職給付引当金  －   14,695    －   

４．役員退職慰労引当
金

 182,012   197,893    192,951   

固定負債合計   1,445,765 14.2  2,946,517 22.3 1,500,751  2,535,778 20.7

負債合計   5,478,718 53.9  8,437,143 63.8 2,958,424  7,492,407 61.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,438,220 14.2  1,438,220 10.8 －  1,438,220 11.7

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  1,822,015   1,822,015    1,822,015   

資本剰余金合計   1,822,015 17.9  1,822,015 13.8 －  1,822,015 14.8

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  5,400   5,400    5,400   

(2）その他利益剰余
金

           

別途積立金  588,561   788,561    588,561   

繰越利益剰余金  825,950   766,592    941,919   

利益剰余金合計   1,419,911 14.0  1,560,553 11.8 140,642  1,535,880 12.5

４．自己株式   － －  △25,368 △0.2 △25,368  － －

株主資本合計   4,680,146 46.1  4,795,420 36.2 115,273  4,796,115 39.0

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券評
価差額金

  2,423 0.0  584 0.0 △1,838  1,745 0.0

２．繰延ヘッジ損益   － －  △427 △0.0 △427  － －

　　評価・換算差額等合
計

  2,423 0.0  157 0.0 △2,265  1,745 0.0

純資産合計   4,682,569 46.1  4,795,577 36.2 113,007  4,797,861 39.0

負債純資産合計   10,161,288 100.0  13,232,721 100.0 3,071,432  12,290,268 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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   4,771,866 100.0  4,667,249 100.0 △104,617  9,305,169 100.0

Ⅱ　売上原価   3,062,058 64.2  3,171,487 68.0 109,428  6,086,936 65.4

売上総利益   1,709,808 35.8  1,495,761 32.0 △214,046  3,218,232 34.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,227,789 25.7  1,263,948 27.0 36,159  2,496,557 26.8

営業利益   482,019 10.1  231,812 5.0 △250,206  721,674 7.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,621 0.1  12,010 0.2 7,388  7,531 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  33,643 0.7  51,410 1.1 17,767  90,485 1.0

経常利益   452,997 9.5  192,412 4.1 △260,584  638,720 6.9

Ⅵ　特別利益 ※３  2,822 0.1  444 0.0 △2,378  50,012 0.5

Ⅶ　特別損失 ※４  2,458 0.1  － － △2,458  41,614 0.4

税引前中間（当
期）純利益

  453,361 9.5  192,857 4.1 △260,504  647,119 7.0

法人税、住民税及
び事業税

 144,367   89,130    204,350   

法人税等調整額  22,959 167,327 3.5 △17,696 71,433 1.5 △95,893 40,765 245,116 2.7

中間（当期）純利
益

  286,034 6.0  121,423 2.6 △164,610  402,002 4.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

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

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成18年９月30日　残
高（千円）

1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 88,561 1,168,916 1,262,877 4,523,112

中間会計期間中の変動
額

        

別途積立金の積立     500,000 △500,000 － －

剰余金の配当      △129,000 △129,000 △129,000

中間純利益      286,034 286,034 286,034

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

       －

中間会計期間中の変動
額合計(千円）

－ － － － 500,000 △342,965 157,034 157,034

平成19年３月31日　残
高（千円）

1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 588,561 825,950 1,419,911 4,680,146

 

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９月30日　残
高（千円）

2,368 2,368 4,525,481

中間会計期間中の変動
額

   

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △129,000

中間純利益   286,034

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

54 54 54

中間会計期間中の変動
額合計（千円）

54 54 157,088

平成19年３月31日　残
高（千円）

2,423 2,423 4,682,569
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当中間会計期間（自　平成19年10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
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９月30日　残
高（千円）

1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 588,561 941,919 1,535,880 － 4,796,115

中間会計期間中の変動
額

         

別途積立金の積立     200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当      △96,750 △96,750  △96,750

中間純利益      121,423 121,423  121,423

自己株式の取得        △25,368 △25,368

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

        －

中間会計期間中の変動
額合計(千円）

－ － － － 200,000 △175,326 24,673 △25,368 △695

平成20年３月31日　残
高（千円）

1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 788,561 766,592 1,560,553 △25,368 4,795,420

 

 評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

平成19年９月30日　残
高（千円）

1,745 － 1,745 4,797,861

中間会計期間中の変動
額

    

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △96,750

中間純利益    121,423

自己株式の取得    △25,368

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

△1,160 △427 △1,587 △1,587

中間会計期間中の変動
額合計（千円）

△1,160 △427 △1,587 △2,283

平成20年３月31日　残
高（千円）

584 △427 157 4,795,577
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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本

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

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成18年９月30日　残
高（千円）

1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 88,561 1,168,916 1,262,877 4,523,112

事業年度中の変動額         

別途積立金の積立     500,000 △500,000 － －

剰余金の配当      △129,000 △129,000 △129,000

当期純利益      402,002 402,002 402,002

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（千円）

－ － － － 500,000 △226,997 273,002 273,002

平成19年９月30日　残
高（千円）

1,438,220 1,822,015 1,822,015 5,400 588,561 941,919 1,535,880 4,796,115

 

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９月30日　残
高（千円）

2,368 2,368 4,525,481

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △129,000

当期純利益   402,002

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

△623 △623 △623

事業年度中の変動額合
計（千円）

△623 △623 272,379

平成19年９月30日　残
高（千円）

1,745 1,745 4,797,861
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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

 453,361 192,857  647,119

減価償却費  111,195 159,239  275,493

賞与引当金の増加額
(△:減少額)
 

 △5,500 3,200  △6,200

製品保証引当金の増
加額（△：減少額）

 △544 95  11,647

退職給付引当金の増
加額

 － 14,695  －

前払年金費用の減少
額(△:増加額)

 1,025 20,779  △15,616

役員退職慰労引当金
の増加額

 7,990 4,941  18,929

受取利息及び受取配
当金

 △2,145 △2,962  △3,628

支払利息  25,745 43,648  57,896

社債利息  2,004 1,515  3,867

固定資産除却損  2,458 －  8,527

事故保険金収入  － －  △47,190

事故による損失  － －  33,086

売上債権の増加額  △101,993 △1,134,209  △1,012,679

たな卸資産の増加額  △197,141 △702,355  △716,000

未収還付消費税等の
減少額（△：増加
額）

 △43,823 195,432  △132,139

仕入債務の増加額  273,103 140,005  597,238

その他  △80,221 65,229  △89,702

小計  445,516 △997,886 △1,443,402 △369,350
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前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

利息及び配当金の受
取額

 3,858 2,932  4,268

利息の支払額  △26,687 △50,162  △57,332

事故に伴う支出  － －  △846

事故保険金の受取額  － 47,190  －

消費税等の還付額  377 741  377

法人税等の支払額  △219,935 △28,300  △397,948

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 203,128 △1,025,484 △1,228,612 △820,831

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

 
定期預金の純増減額 

 804,500 230,000  742,525

貸付による支出  － －  △100,000

貸付金の回収による
収入 

 220,300 10,000  220,300

有形固定資産の取得
による支出

 △740,662 △86,230  △903,376

無形固定資産の取得
による支出

 △25,003 △357  △25,003

無形固定資産の売却
による収入

 10,000 －  10,000

ゴルフ会員権の取得
による支出

 △52,047 －  △52,047

その他  42,132 △2,583  38,952

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 259,219 150,828 △108,390 △68,649
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前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の純増減
額

 260,000 416,000  732,000

長期借入れによる収
入

 250,000 1,050,000  1,950,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △572,030 △528,411  △919,037

社債の償還による支
出

 △50,000 △350,000  △100,000

自己株式の取得によ
る支出

 － △25,630  －

配当金の支払額  △126,615 △95,567  △127,573

その他  △5,479 △2,384  △20,530

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △244,125 464,006 708,132 1,514,858

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額(△:減少額)
 

 218,221 △410,649 △628,871 625,377

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 831,592 1,456,969 625,377 831,592

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 1,049,814 1,046,320 △3,493 1,456,969
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）を採用しております。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

　　　　同左

時価のないもの

　　　　同左

(2）たな卸資産

　商品・仕掛品は、個別法による

原価法を採用しております。

　原材料は、移動平均法による原

価法を採用しております。

(2）たな卸資産

　　　　　　同左

　

(2）たな卸資産

　　　　　　同左

　

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法によってお

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（建物付属設備含む）

13年～60年

機械及び装置　　４年～12年

有形固定資産のその他

３年～15年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法によってお

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（建物付属設備含む）

13年～60年

機械及び装置　　４年～12年

有形固定資産のその他

３年～15年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法によってお

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（建物付属設備含む）

13年～60年

機械及び装置　　４年～12年

有形固定資産のその他

３年～15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日以後

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は、それ

ぞれ2,630千円減少しております。

 ―――

 

 

 （追加情報）

法人税の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却に含めて計上

しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ2,664千円減少しております。

 ―――
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用分のソフトウエ

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。

(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

　売掛債権等の貸倒損失に備える

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。

　なお、貸倒実績率が零であるた

め貸倒引当金は計上しておりませ

ん。

(1）貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒損失に備える

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

計上することとしております。

　なお、貸倒実績率及び回収不能

見込額が零であるため貸倒引当金

は計上しておりません。　　　　

　

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(2）賞与引当金

　　　　　　同左

(2）賞与引当金

　　　　　　同左

(3）製品保証引当金

　販売済製品に係る一定期間の無

償サービスに要する費用の発生に

備えるため、実績率を基礎とした

会社所定の基準により計上してお

ります。

(3）製品保証引当金

　　　　　　同左

 

(3）製品保証引当金

　　　　　　同左

 

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

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。

　ただし、当中間会計期間末にお

ける年金資産見込額が退職給付債

務を超過しているため、前払年金

費用（4,137千円）を投資その他

の資産の「その他」に計上してお

ります。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

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。

　

(4) 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。

　ただし、当事業年度末における

年金資産見込額が退職給付債務を

超過しているため、前払年金費用

（20,779千円）を投資その他の資

産の「その他」に計上しておりま

す。 

　

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しております。

　

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

 ―――

 

 （追加情報）

　当制度は、平成19年12月末を

もって廃止となり「役員退職慰労

引当金」は制度適用期間中から在

任している役員に対する支給予定

額であります。 

 ―――

 

 

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　為替予約が付されている外貨建

金銭債権等については、振当処理

を行っております。

　また、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場

合は特例処理を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権等については、

振当処理を行っております。

　また、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場

合は特例処理を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

　為替予約が付されている外貨建

金銭債権等については、振当処理

を行っております。

　また、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場

合は特例処理を行っております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建金銭債権

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッジ対

象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……外貨建金銭債権

債務及び外貨

建予定取引 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

 

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……外貨建金銭債

権 

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金 

(3）ヘッジ方針

　当社は通常の営業過程における

輸出取引に関する将来の為替相場

等の変動リスクを回避することを

目的で為替予約取引を行い、また、

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。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

　         同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、か

つ、ヘッジ開始時及びその後も継

続して相場変動又はキャッシュ・

フロー変動を完全に相殺するもの

と想定できるため、ヘッジ有効性

の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同左

６．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

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　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。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左
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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３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
1,318,397千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
 1,621,080千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
 1,468,717千円

※２　担保に供与されている資産及び対応す

る債務は、次のとおりであります。

(1）担保に供与されている資産

※２　担保に供与されている資産及び対応す

る債務は、次のとおりであります。

(1）担保に供与されている資産

※２　担保に供与されている資産及び対応す

る債務は、次のとおりであります。

(1）担保に供与されている資産

現金及び預金 200,000千円

建物 343,174千円

機械及び装置 89,414千円

土地 390,017千円

有形固定資産のその

他
41,452千円

計 1,064,057千円

現金及び預金  200,000千円

建物    380,919千円

機械及び装置    178,936千円

土地    390,017千円

有形固定資産のその

他
   28,646千円

計  1,178,519千円

現金及び預金 200,000千円

建物 396,608千円

機械及び装置    139,906千円

土地    390,017千円

有形固定資産のその

他
  33,305千円

計  1,159,838千円

上記のうち工場抵当法第２条による

根抵当権分

上記のうち工場抵当法第２条による

根抵当権分

上記のうち工場抵当法第２条による

根抵当権分

建物 317,369千円

機械及び装置 89,414千円

土地 378,095千円

有形固定資産のその

他
41,411千円

計 826,290千円

建物    356,209千円

機械及び装置    178,936千円

土地   378,095千円

有形固定資産のその

他
28,609千円

計  941,850千円

建物  371,366千円

機械及び装置 139,906千円

土地 378,095千円

有形固定資産のその

他
 33,264千円

計   922,633千円

(2) 対応する債務 (2) 対応する債務 (2) 対応する債務

一年以内返済予定

長期借入金
274,364千円

長期借入金 646,253千円

計 920,617千円

一年以内返済予定

長期借入金
   277,658千円

長期借入金    460,255千円

計    737,913千円

一年以内返済予定

長期借入金
   266,754千円

長期借入金    520,489千円

計    787,243千円

上記のうち工場抵当法第２条による

根抵当権分

上記のうち工場抵当法第２条による

根抵当権分

上記のうち工場抵当法第２条による

根抵当権分

一年以内返済予定

長期借入金
274,364千円

長期借入金 646,253千円

計 920,617千円

一年以内返済予定

長期借入金
   277,658千円

長期借入金    460,255千円

計 737,913千円

一年以内返済予定

長期借入金
   266,754千円

長期借入金   520,489千円

計    787,243千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ流動資産の「未収還付消費税等」

として表示しております。

※３　消費税等の取扱い

　　　　　　　　同左

※３　　　　　　　―――

　　　　　　　

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額 150,000千円

貸出コミットメント

の総額
2,500,000千円

借入実行残高 40,000千円

差引額 2,610,000千円

当座貸越極度額    150,000千円

貸出コミットメント

の総額
 2,500,000千円

借入実行残高    916,000千円

差引額  1,734,000千円

当座貸越極度額    150,000千円

貸出コミットメント

の総額
 2,500,000千円

借入実行残高 536,000千円

差引額  2,114,000千円

※５　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たとして処理しております。当中間会計

期間末日満期手形の金額は、次のとおり

であります。

　　　受取手形　　　　724千円

　　　支払手形　　517,711千円    

※５　　　　　―――

　  

※５　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

当事業年度の末日は金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたとして処

理しております。期末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。

　　　受取手形　　　10,161千円

　　　支払手形　　 535,929千円    
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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

受取利息 1,423千円

受取配当金 722千円

保険返戻金 1,130千円

雇用開発助成金 384千円

受取利息     2,024千円

受取配当金    938千円

原子力立地給付金      5,625千円

保険金収入 1,942千円

受取利息     2,687千円

受取配当金 941千円

受取手数料  983千円

保険金収入    1,731千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 25,745千円

手形売却損 709千円

社債利息 2,004千円

コミットメントフィー 2,808千円

支払利息     43,648千円

社債利息 1,515千円

為替差損  2,691千円

コミットメントフィー      2,232千円

支払利息  57,896千円

手形売却損     1,932千円

社債利息      3,867千円

シンジケートローン

手数料

   15,000千円

コミットメントフィー     5,164千円

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

役員退職慰労引当金

戻入益

2,822千円 役員退職慰労引当金

戻入益

    444千円 事故保険金収入  47,190千円

       

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　　　　　　　――― ※４　特別損失のうち主要なもの

建物除却損 2,458千円     建物除却損    7,866千円

工具器具備品除却損      661千円

事故による損失     33,086千円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 104,736千円

無形固定資産 6,459千円

有形固定資産    152,362千円

無形固定資産      6,876千円

有形固定資産    262,187千円

無形固定資産     13,306千円
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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10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に関する事項

 株式の種類
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 6,450,000 － － 6,450,000

 

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12月26日

定時株主総会
普通株式 129,000 20 平成18年９月30日 平成18年12月27日

当中間会計期間（自　平成19年10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

 
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 6,450,000 － － 6,450,000

　　　合計 6,450,000 － － 6,450,000

自己株式     

　普通株式 (注) － 62,754 － 62,754

　　　合計 － 62,754 － 62,754

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加62,754株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加62,500株、単元未

満株式の買取りによる増加254株であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 平成19年12月26日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議しております。

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12月26日

定時株主総会
普通株式 96,750 15 平成19年９月30日 平成19年12月27日

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 株式の種類
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）

普通株式 6,450,000 － － 6,450,000
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２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　  平成18年12月26日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議しております。

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12月26日

定時株主総会
普通株式 129,000 20 平成18年９月30日 平成18年12月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの。

 　　平成19年12月26日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議しております。　　　　　

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12月26日

定時株主総会
普通株式 96,750  利益剰余金 15 平成19年９月30日 平成19年12月27日

 

（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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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

※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

※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３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,683,840千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△434,025千円

担保差入定期預金 △200,000千円

現金及び現金同等物 1,049,814千円

現金及び預金勘定  1,512,320千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
 △266,000千円

担保差入定期預金  △200,000千円

現金及び現金同等物  1,046,320千円

現金及び預金勘定   2,152,969千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
　△496,000千円

担保差入定期預金 △200,000 千円

現金及び現金同等物  1,456,969 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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額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 161,579 97,710 63,868

有形固定資産
のその他

91,364 40,150 51,213

無形固定資産 79,510 63,539 15,971

合計 332,454 201,400 131,053

 

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 124,929 83,932 40,996

有形固定資産
のその他

72,064 32,133 39,931

無形固定資産 27,943 7,048 20,894

合計 224,936 123,113 101,822

 

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 124,929 73,768 51,160

有形固定資産
のその他

99,564 50,570 48,993

無形固定資産 71,655 63,110 8,544

合計 296,148 187,450 108,698

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 51,564千円

１年超 85,005千円

合計 136,569千円

１年内       40,521千円

１年超       65,512千円

合計     106,034千円

１年内   41,267千円

１年超 71,997千円

合計   113,265千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 34,082千円

減価償却費相当額 30,992千円

支払利息相当額 2,719千円

支払リース料 24,478千円

減価償却費相当額  22,598千円

支払利息相当額      1,990千円

支払リース料   67,681千円

減価償却費相当額 61,547千円

支払利息相当額      5,074千円

(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無いた

め、項目等の記載は省略しております。

（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）

前中間会計期間末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 8,452 12,538 4,085

合計 8,452 12,538 4,085

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,000

当中間会計期間末（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 8,452 9,438 985

合計 8,452 9,438 985

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,000

前事業年度末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 8,452 11,395 2,943

合計 8,452 11,395 2,943

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,000
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　外貨建為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので

注記の対象から除いております。

当中間会計期間末（平成20年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　外貨建為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので

注記の対象から除いております。

前事業年度末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　外貨建為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので

注記の対象から除いております。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

当中間会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

当中間会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

当事業年度に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度において、該当事項はありません。

（企業結合等関係）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 725円98銭

１株当たり中間純利益 44円35銭

１株当たり純資産額  750円81銭

１株当たり中間純利益  18円85銭

１株当たり純資産額 743円85銭

１株当たり当期純利益  62円33銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在していないため記載しておりませ

ん。

同左　 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在していないため記載しておりませ

ん。

(注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益    

 中間（当期）純利益（千円） 286,034 121,423 402,002

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

（千円）
286,034 121,423 402,002

期中平均株式数（株） 6,450,000 6,440,736 6,450,000

（重要な後発事象）

 　 該当事項はありません。　
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５ 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別に示すと次のとおりであります。　

製品別

当中間会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

 

前年同期比（％） 

 

露光装置（千円） 1,609,390 78.1

検査装置（千円） － －

その他装置（千円） 6,941 82.1

部品他（千円） 1,531,235 159.7

          合計（千円） 3,147,567 103.4

 (注)１．金額は製造原価によっております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 (2) 商品仕入実績

  当中間会計期間の商品仕入実績を商品別に示すと次のとおりであります。

商品別

当中間会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

 

前年同期比（％） 

 

粉末成形プレス機他（千円） 30,513 87.6

          合計（千円） 30,513 87.6

 (注)１．金額は仕入金額によっております。

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

  (3) 受注実績

   当中間会計期間の受注状況を製品、商品別に示すと次のとおりであります。

製品・商品別

当中間会計期間 

（自 平成19年10月１日

    至 平成20年３月31日）

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

露光装置（千円） 3,012,055 131.0 1,250,940 177.7

検査装置（千円） 34,840 562.8 34,840 －

製品 その他装置（千円） － － － －

部品他（千円） 2,726,969 197.1 1,226,810 219.1

　　 小計（千円） 5,773,865 155.2 2,512,590 196.4

商品 粉末成形プレス機他（千円） 34,703 84.5 1,557 18.0

     合計（千円） 5,808,568 154.5 2,514,147 195.2

 (注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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  (4) 販売実績

      当中間会計期間の販売実績を製品、商品別に示すと次のとおりであります。

製品・商品別

当中間会計期間

（自 平成19年10月１日

    至 平成20年３月31日）

前年同期比（％）

露光装置（千円） 2,565,068 75.7

検査装置（千円） － －

製品 その他装置（千円） 15,000 102.7

部品他（千円） 2,053,496 158.1

      小計（千円） 4,633,564 97.9

商品 粉末成形プレス機他（千円） 33,684 90.4

      合計（千円） 4,667,249 97.8

  (注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

       ２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な輸出先別の輸出販売高及び総販売実績に対する輸出高の割合並

び に輸出高の総額に対する主な輸出先別の割合は、次のとおりであります。

輸出先

前中間会計期間

（自 平成18年10月１日

    至 平成19年３月31日）

当中間会計期間

（自 平成19年10月１日

    至 平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

  韓国 1,250,554 44.7 1,237,947 54.3

  中国 1,548,277 55.3 1,040,193 45.7

合計 
2,798,831

(58.7％)
100.0

2,278,140

(48.8％)
100.0

 ３．前中間会計期間及び当中間会計期間における主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。なお、本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

相手先

前中間会計期間

（自 平成18年10月１日

　　 至 平成19年３月31日） 

当中間会計期間

（自 平成19年10月１日

    至 平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 大船国際有限公司 1,505,928 31.6 466,453 10.0

 大船企業日本株式会社 188,692 3.9 73,286 1.6

 小計 1,694,621 35.5 539,740 11.6

 キヤノン化成株式会社 657,716 13.8 1,241,510 26.6

※日本サムスン株式会社 546,548 11.4 － －

合計 2,898,886 60.7 1,781,250 38.2

 ※ 当中間会計期間における日本サムスン株式会社に対する販売実績は、当該割合が100分の10未満であったため記

載を省略しております。
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