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１．平成20年８月期第３四半期の業績（平成19年９月１日　～　平成20年５月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月期第３四半期 734 △14.6 △63 ― △78 ― △49 ―

19年８月期第３四半期 859 28.5 125 6.0 98 △12.4 77 16.8

19年８月期 1,074 ― 120 ― 89 ― 72 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月期第３四半期 △2,680 43 ― ―

19年８月期第３四半期 9,250 51 8,787 51

19年８月期 8,394 12 7,962 01

(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８月期第３四半期 3,825 1,267 33.1 68,530 62

19年８月期第３四半期 2,434 1,320 54.2 142,748 78

19年８月期 2,391 1,314 55.0 142,167 99

(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８月期第３四半期 △108 △1,156 1,366 701

19年８月期第３四半期 262 △368 451 580

19年８月期 377 △429 414 596

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年８月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

20年８月期 ― ― 0 00 ― ― ― ― ― ―

20年８月期（予想） ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

３．平成20年８月期の業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,260 17.3 140 16.6 120 34.8 72 0.0 3,892 73

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表につきましては、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半

期財務諸表等に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、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については、４ページ【定性的情報・

財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、『景気回復は足踏み状態にあるが、このところ一部に弱い動きがみられ

る。』という平成20年６月16日内閣府の月例経済報告に示されるように、企業収益は減少し、輸出と生産はこのところ弱

含んでおり、設備投資はおおむね横ばいとなっております。また、雇用情勢には、厳しさが残り、改善に足踏みがみられ

ます。先行きにつきましては、サブプライム住宅ローン問題を起点とするアメリカ経済の減速や、原油および原材料価格

の高騰などといった市場動向から、景気の下振れリスクが高まっていることに留意する必要があります。

当社の主な営業分野である液晶分野につきましては、停滞していた国内外液晶メーカーの設備投資は回復し始め、次世

代に向けた第10世代ガラス基板を使用する大型設備投資が具体化しました。また、第５世代から第８世代の各製造装置も

活発な需要があり全般的な好況期に入り始めております。太陽電池分野につきましては、洞爺湖サミットの開催をはじめ

として環境問題は地球規模のテーマとなっており、欧州を中心に需要の急拡大が始まっております。また、太陽電池パネ

ルの製造方法は、シリコン使用量の少ない薄膜シリコン法が材料コストの上でパネル価格低減に強みを持ち、薄膜系製造

装置の需要が急拡大しております。半導体分野につきましては、メモリ製品価格下落が続くなど一部の懸念材料もありま

したが、グローバルに増加している携帯電話出荷の恩恵を受ける通信機器向けと薄型テレビ大型化の進展などを背景に民

生機器向けが好調を維持し、半導体出荷数量そのものの増加基調も継続しました。半導体製造装置につきましては、平成

19年度前半の日本製半導体製造装置販売高は過去最高で推移しましたが、受注は一転して厳しい状況を迎えています。

このような経済環境の中、液晶製造装置関連部品分野につきましては、新規の設備投資計画に向けた引き合いが活発に

なり受注は急回復しておりますが、出荷検収に至らない受注が多く、売上は前年同期比で減少しております。太陽電池製

造装置関連部品分野につきましては、薄膜系太陽電池製造装置メーカーより活発な引き合いと新規装置に向けた製品の受

注を受けており、受注額も上がり始めました。しかし、全般的に各社とも設備投資計画が当初計画よりも遅れ気味で推移

しており、売上計上タイミングが後ズレ傾向にあります。半導体製造装置関連分野につきましては、業界の好調な生産と

設備投資動向を背景に装置部品の製造出荷が予定程度で推移したため第２四半期までは堅調に推移しましたが、第３四半

期は在庫調整の影響もあり売上が伸び悩んでおります。

また、今期より装置組立事業を開始し熊本事業所内に組立工場を新設しましたが、建築確認申請等の遅れ等により竣工

が遅れ、営業活動に影響が出ております。

利益面につきましては、急増する液晶分野と太陽電池分野の今後の受注に対応するために、当初想定を超える大幅な社

員採用と設備投資を行っておりますが、現時点では減価償却費と人件費が先行し売上高と利益へ効果が表れるには至って

おりません。また、当四半期に関東事業所を取得し、早期立ち上げのために生産設備は中古機械を中心に設備しましたが、

中古機械は償却期間が２年から３年と短い事から、新造機械に比べると当期から来期にかけては減価償却費が多く発生す

る状況になっております。

これらの結果、当第３四半期における経営成績は、売上高734百万円（対前年同期増減率△14.6%）、経常損失78百万円

（前年同期は経常利益98百万円）、第３四半期純損失49百万円（前年同期は第３四半期純利益77百万円）の減収減益とな

りました。

２．財政状態に関する定性的情報

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、701百万円となり、前事業年度末と

比較して104百万円増加しております。

  増加の主な要因は、液晶製造装置関連分野等の受注が低迷したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローが108

百万円のマイナスでありましたが、設備投資資金及び運転資金として調達した長期借入金の1,500百万円の当第３四半期会

計期間おける有形固定資産及び無形固定資産への支出額が、取得時期が第４四半期となるものがあるため、1,151百万円と

なったことによるものであります。

当第３四半期会計期間中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、108百万円（前年同期は262百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前第３四半

期純損失77百万円、減価償却費193百万円を計上したこと、売上債権の減少による資金の増加59百万円、棚卸資産の増加に

よる資金の減少94百万円、仕入債務の増加による資金の増加18百万円、未収消費税等の増加による資金の減少47百万円、

利息の支払額14百万円及び法人税等の支払額65百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、1,156百万円（前年同期比788百万円増)となりました。これは主に、本社の第4工場新

設、熊本事業所の工場増設及び関東事業所開設などに伴い、有形固定資産の取得による支出1,146百万円、ＣＡＤ／ＣＡＭ

ソフト、人事給与システムの導入等に伴う無形固定資産の取得による支出４百万円並びに従業員長期貸付金の貸付による

支出30百万円及び従業員長期貸付金の回収による収入25百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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財務活動の結果獲得した資金は、1,366百万円（前年同期比914百万円増)となりました。これは、短期借入による収入

200百万円、短期借入金の返済による支出200百万円、長期借入による収入1,500百万円、長期借入金の返済による支出133

百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

当期は、太陽電池製造装置の好調な受注環境と液晶業界の急激な需要回復を背景に、熊本事業所組立工場の新設や関東

事業所の開設など積極的な設備投資と人員の採用を進めてきました。また、新規雇用した人員の教育活動におきましても

早期戦力化に向けて取り組んでおります。

このように切削加工事業に関しましては、減価償却費と人件費などが先行して増加していくなか、生産管理体制を整備

し需要増に対応しつつある状況です。また、装置組立事業に関しましては、新規事業であることと、装置出荷が期末間際

に納期設定されていることで納期遅延のリスクあることから予断を許さない状況であり、納期遵守に向けて全社を挙げて

取り組んでおります。

以上の状況から、今期の見通しにおきましては、平成20年３月12日に発表いたしました通期の売上高1,260百万円（対前

期増減率17.3%）、営業利益140百万円（対前期増減率16.6%）、経常利益120百万円（対前期増減率34.8%）、当期純利益72

百万円（対前期増減率0.0%）の予想を維持しますが、今後の業績動向を踏まえ、修正が必要と判断された場合には速やか

に開示することといたします。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   580,000   701,702   596,946  

２．受取手形
※５

　
 298,344   212,899   211,082  

３．売掛金   78,837   160,651   102,811  

４．たな卸資産   48,436   133,401   39,053  

５．その他
※４

　
 15,785   105,492   17,788  

貸倒引当金   △251   △239   △201  

流動資産合計   1,021,154 42.0  1,313,907 34.3  967,481 40.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２  352,633   681,945   346,792  

２．機械及び装置 ※２  690,179   1,230,998   650,494  

３．土地 ※２  308,310   487,284   369,507  

４．その他 ※２  46,320   93,516   42,413  

有形固定資産合計   1,397,444 57.4  2,493,744 65.2  1,409,207 58.9

(2）無形固定資産   10,819 0.4  13,891 0.4  10,082 0.4

(3）投資その他の資産   4,719 0.2  3,898 0.1  4,901 0.2

固定資産合計   1,412,983 58.0  2,511,533 65.7  1,424,191 59.5

資産合計   2,434,138 100.0  3,825,441 100.0  2,391,672 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形   58,111   39,512   46,439  

２．買掛金   20,040   41,193   15,939  

３．１年以内返済予定長

期借入金
※２  147,856   319,216   147,856  

４．未払金   12,941   159,790   12,449  

５．未払法人税等   60,045   1,828   67,694  

６. 賞与引当金   2,000   9,000   1,382  

７. 受注損失引当金   4,900   28,000   10,000  

８．その他 ※４  25,071   29,789   31,962  

流動負債合計   330,966 13.6  628,330 16.4  333,723 14.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  716,732   1,874,906   679,768  

２．繰延税金負債   66,299   54,662   63,411  

固定負債合計   783,031 32.2  1,929,568 50.5  743,179 31.0

負債合計   1,113,997 45.8  2,557,898 66.9  1,076,903 45.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   507,150 20.8  507,150 13.3  507,150 21.2

２．資本剰余金           

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

資本剰余金合計   497,150 20.4  497,150 13.0  497,150 20.8

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  500   500   500   

(2）その他利益剰余金           

特別償却準備金  97,028   79,968   92,763   

繰越利益剰余金  218,311   180,424   217,205   

利益剰余金合計   315,840 13.0  260,892 6.7  310,469 13.0

株主資本合計   1,320,140 54.2  1,265,192 33.0  1,314,769 55.0

Ⅱ　新株予約権   －   2,350 0.1  －  

純資産合計   1,320,140 54.2  1,267,542 33.1  1,314,769 55.0

負債純資産合計   2,434,138 100.0  3,825,441 100.0  2,391,672 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   859,102 100.0  734,063 100.0  1,074,106 100.0

Ⅱ　売上原価   598,934 69.7  610,849 83.2  777,353 72.4

売上総利益   260,168 30.3  123,213 16.8  296,753 27.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   134,323 15.6  186,419 25.4  176,350 16.4

営業利益又は営業損

失(△)
  125,844 14.7  △63,205 △8.6  120,402 11.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,593 0.5  4,870 0.7  5,458 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  32,401 3.8  20,043 2.7  36,070 3.3

経常利益又は経常損

失(△)
  98,037 11.4  △78,378 △10.6  89,790 8.4

Ⅵ　特別利益 ※３  23,288 2.7  3,869 0.5  23,330 2.1

Ⅶ　特別損失 ※４  2,553 0.3  2,814 0.4  2,553 0.2

税引前第３四半期

（当期）純利益又は

税引前第3四半期純

損失(△)

  118,772 13.8  △77,322 △10.5  110,567 10.3

法人税、住民税及び

事業税
 59,276   2,755   64,012   

法人税等還付額  △9,354   △863   △9,354   

法人税等調整額  △8,751 41,170 4.8 △29,637 △27,745 3.7 △16,321 38,336 3.6

第３四半期（当期）

純利益又は第3四半

期純損失(△)

  77,602 9.0  △49,577 △6.8  72,231 6.7
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238

第３四半期中の変動額

新株の発行 435,650 435,650 435,650    － 871,300 871,300

特別償却準備金の取崩     △10,423 10,423 － － －

第３四半期純利益      77,602 77,602 77,602 77,602

第３四半期中の変動額合計
（千円）

435,650 435,650 435,650 － △10,423 88,026 77,602 948,902 948,902

平成19年５月31日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 97,028 218,311 315,840 1,320,140 1,320,140

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31日）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成19年８月31日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 92,763 217,205 310,469 1,314,769 － 1,314,769

第３四半期中の変動額

特別償却準備金の取崩     △12,795 12,795 － －  －

第３四半期純損失      △49,577 △49,577 △49,577  △49,577

株主資本以外の項目の第
３四半期会計期間中の変
動額（純額）

        2,350 2,350

第３四半期中の変動額合
計（千円）

－ － － － △12,795 △36,781 △45,977 △45,977 2,350 △47,227

平成20年５月31日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 79,968 180,424 260,892 1,265,192 2,350 1,267,542
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前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238

事業年度中の変動額

新株の発行 435,650 435,650 435,650    － 871,300 871,300

特別償却準備金の取崩     △14,688 14,688 － － －

当期純利益      72,231 72,231 72,231 72,231

事業年度中の変動額合計
（千円）

435,650 435,650 435,650 － △14,688 86,920 72,231 943,531 943,531

平成19年８月31日　残高
（千円）

507,150 497,150 497,150 500 92,763 217,205 310,469 1,314,769 1,314,769
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前第３四半期（当期）純利益又は税

引前第3四半期純損失(△)
 118,772 △77,322 110,567

減価償却費  130,647 193,079 183,119

固定資産売却益  △2,264 － △2,264

固定資産除却損  174 2,814 174

貸倒引当金の増減額  8 38 △42

賞与引当金の増減額  △2,065 7,618 △2,683

受注損失引当金の増減額  2,700 18,000 7,800

株式報酬費用　  － 2,350 －

為替差益　  － △4,011 －

受取利息及び配当金  △143 △596 △492

支払利息  12,645 13,808 16,087

株式交付費  10,623 － 10,727

売上債権の増減額  △11,371 △59,657 51,917

たな卸資産の増減額  △1,806 △94,347 7,576

仕入債務の増減額  △3,952 18,326 △19,211

未収消費税等の増減額  14,983 △47,593 14,983

未払消費税等の増減額  3,567 △9,911 9,911

その他  8,475 4,694 1,973

小計  280,996 △32,710 390,145

利息及び配当金の受取額  143 582 492

利息の支払額  △12,362 △14,173 △15,772

法人税等の還付による収入  － 3,051 9,354

法人税等の支払額  △6,268 △65,720 △6,337

営業活動によるキャッシュ・フロー  262,508 △108,970 377,881
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前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △405,318 △1,146,971 △466,678

有形固定資産の売却による収入  44,712 － 44,712

無形固定資産の取得による支出  △7,556 △4,910 △7,556

従業員長期貸付金の貸付による支出  － △30,000 －

従業員長期貸付金の回収による収入  － 25,099 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △368,163 △1,156,782 △429,522

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  － 200,000 －

短期借入金の返済による支出  △30,000 △200,000 △30,000

長期借入れによる収入  － 1,500,000 －

長期借入金の返済による支出  △379,112 △133,502 △416,076

株式の発行による収入  860,676 － 860,572

財務活動によるキャッシュ・フロー  451,564 1,366,498 414,496

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － 4,011 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  345,909 104,755 362,856

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  234,090 596,946 234,090

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）

残高
※１ 580,000 701,702 596,946
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

たな卸資産

製品、仕掛品 

　個別法による原価法

　原材料

　移動平均法による原価法

たな卸資産

製品、仕掛品 

同左

原材料

同左

たな卸資産

製品、仕掛品 

同左

原材料

同左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

建物（附属設備を除く）…定額法

上記以外……………………定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　３年～34年

機械及び装置　２年～13年

（会計処理方法の変更）  

  当第３四半期会計期間より、法

人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降取得の有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規定す

る償却方法により減価償却費を計

上しております。  

  なお、この変更による損益への

影響は軽微であります。   

(1) 有形固定資産

建物（附属設備を除く）…定額法

上記以外……………………定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　３年～34年

機械及び装置　２年～13年

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

（会計処理方法の変更）  

  当期より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降取得の

有形固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により

減価償却費を計上しておりま

す。  

  なお、この変更による損益への

影響は軽微であります。   

(2) 無形固定資産

自社利用目的のソフトウェア

　社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

おります。

(2) 無形固定資産

同左

　

(2) 無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備える

ため、支給見込額のうち第３四半

期会計期間に負担すべき金額を計

上しております。

(2) 賞与引当金

　            同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備える

ため、支給見込額のうち当期に負

担すべき金額を計上しております。

(3）受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失の発

生に備えるため、当第３四半期会

計期間末における受注契約に係る

損失見込額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

同左

(3) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失の発

生に備えるため、当期末における

受注契約に係る損失見込額を計上

しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
　至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年９月１日

至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

荷造運送費は、従来、販売費及び一般管理

費として処理しておりましたが、当第３四半

期会計期間より売上原価に計上しております。

これは、液晶関連製造装置部品の大型化等

により、売上高との個別対応関係が強い荷造

運送費の金額的重要性が高まってきたことを

契機に費用収益の対応をより適切に図るため

原価計算制度をより一層精緻化したことに伴

い変更したものであります

この変更により、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ売上原価は24,802千円増加し、

売上総利益は同額減少しますが、販売費及び

一般管理費が25,110千円減少するため、営業

利益、経常利益及び税引前第３四半期純利益

が307千円増加しております。  

────── 製品にかかる荷造運賃は、従来、販売費及

び一般管理費として処理しておりましたが、

当期より売上原価に計上しております。　 

これは、液晶関連製造装置部品の大型化等

により、売上高との個別対応関係が強い荷造

運賃の金額的重要性が高まってきたことを契

機に費用収益の対応をより適切に図るため原

価計算制度をより一層精緻化したことに伴い

変更したものであります。　 

この変更により、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ売上原価は28,403千円増加し、

売上総利益は同額減少しますが、販売費及び

一般管理費が29,237千円減少するため、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が834

千円増加しております。  

追加情報

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

（重要な設備投資）

　平成19年５月15日の取締役会において太陽

電池分野における製造装置の大型化と液晶分

野における第10 世代ガラス基板の製造装置

に対応するため、大型高精度加工機械を導入

する旨を決定しました。

１．投資予算：620百万円

　（既支出額　－ 百万円） 

２．導入時期 

着工時期：平成19年８月

完成予定：平成20年９月

（重要な設備投資）

  平成20年５月14日の取締役会において、製

造装置メーカーからのさらなる需要拡大およ

び大型化要望に対応するために、当社熊本事

業所の工場用地に、加工工場を増築し大型溶

接装置を導入する旨を決議いたしました。 

１．投資内容及び投資予算

　　工場及び付帯工事 102百万円

　　生産設備　       538百万円

 　　 合計　　　　　 640百万円

     　　（既支出額　－ 百万円） 

２．導入時期

着工時期：平成20年６月

稼動時期：平成21年７月

（重要な設備投資）

  平成19年５月15日の取締役会において太陽

電池分野における製造装置の大型化と液晶分

野における第10世代ガラス基板の製造装置に

対応するため大型高精度加工機械を導入する

旨を決議しました。なお、平成19年９月３日

の取締役会において投資予算及び導入時期を

変更し、下記のとおりとなっております。

１．投資予算（変更前）：620百万円

（変更後）：890百万円

（既支出額   60百万円） 

２．導入時期

着工時期：平成19年10月

（変更前 平成19年８月）

完成予定：平成20年６月

（変更前 平成20年９月）
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成19年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

369,393千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

608,625千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

421,128千円

※２．担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２．担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

担保資産 担保資産 担保資産

建物 209,975千円(204,620千円)

構築物 8,564千円(　7,662千円)

　

機械及び装置 312,845千円(312,845千円)

土地 86,299千円( 68,250千円)

合計 617,685千円(593,379千円)

担保債務

１年以内返済

予定長期借入

金

58,176千円( 38,976千円)

長期借入金 471,452千円(317,406千円)

合計 529,628千円(356,382千円)

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに

当該債務を示しております。

建物 681,945千円 (598,437千円)

構築物 48,091千円 ( 47,374千円)

機械及び

装置

777,910千円 (777,910千円)

土地 487,284千円 (351,457千円)

合計 1,995,231千円 (1,775,179千円)

担保付債務

１年以内返

済予定長期

借入金

124,186円 (　98,976千円)

長期借入金 1,837,266千円(1,208,430千円)

合計 1,961,452千円(1,307,406千円)

建物 206,627千円(201,372千円)

構築物 8,024千円(  7,177千円)

機械及び装置 293,790千円(293,790千円)

土地 86,299千円( 68,250千円)

合計 594,741千円(570,590千円)

担保付債務

１年以内返済

予定長期借入

金

58,176千円( 38,976千円)

長期借入金 456,908千円(307,662千円)

合計 515,084千円(346,638千円)

　上記のうち（　）内書は工場抵当並びに当該

債務を示しております。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに

当該債務を示しております。

　３．　  　 ──────

 

  ３．　  　 ────── 　３．　  　 ──────

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含て表示しております。

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産

の「その他」に含て表示しております。

※４．　  　 ──────

※５．　  　 ──────

 

※５．第３四半期末日満期手形

　第３四半期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理をしております。

なお当第３四半期会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の第３四半期末日満

期手形が第３四半期末日残高に含まれており

ます。

受取手形　　 20,999千円

※５．　  　 ──────

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取助成金 3,750千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

為替差益 3,039千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取助成金 3,750千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 12,645千円

株式交付費 10,623千円

株式公開関連費用 9,057千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 13,808千円

支払手数料 5,984千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 16,087千円

株式交付費 10,727千円

株式公開関連費用 9,057千円

※３．特別利益のうち主要なもの

補助金収益 21,024千円

固定資産売却益 2,264千円

※３．特別利益のうち主要なもの

保険解約益 3,869千円

※３．特別利益のうち主要なもの

補助金収入 21,024千円

固定資産売却益 2,264千円

※４．特別利益のうち主要なもの

損害賠償金 2,378千円

固定資産除却損 174千円

※４．特別利益のうち主要なもの

固定資産除却損 2,814千円

※４．特別損失のうち主要なもの

損害賠償損失 2,378千円

固定資産除却損 174千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 128,666千円

無形固定資産 1,981千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 190,392千円

無形固定資産 2,687千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 180,400千円

無形固定資産 2,719千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

前事業年度末株式数

（株）

当第３四半期会計期間増加

株式数

（株）

当第３四半期会計期間減少

株式数

（株）

当第３四半期会計期間末株

式数

（株）

発行済株式

普通株式 7,230 2,018 － 9,248

合計 7,230 2,018 － 9,248

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

行使による新株の発行による増加18株でありあます。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会計

期間末残高

（千円）

前事業

年度末

当中間会計

期間増加

当中間会計

期間減少

当中間会計

期間末

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  －  －  －  － 2,350

 合計  －  －  －  －  － 2,350

３．配当に関する事項　　　　　　該当事項はありません。

 

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

前事業年度末株式数

（株）

当第３四半期会計期間増加

株式数

（株）

当第３四半期会計期間減少

株式数

（株）

当第３四半期会計期間末株

式数

（株）

発行済株式

普通株式 9,248 9,248 － 18,496

合計 9,248 9,248 － 18,496

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

よるものであります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会計

期間末残高

（千円）

前事業

年度末

当中間会計

期間増加

当中間会計

期間減少

当中間会計

期間末

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  －  －  －  － －

 合計  －  －  －  －  － －

３．配当に関する事項　　　　　　該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 7,230 2,018 － 9,248

合計 7,230 2,018 － 9,248

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

行使による新株の発行による増加18株でありあます。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会計

期間末残高

（千円）

前事業

年度末

当中間会計

期間増加

当中間会計

期間減少

当中間会計

期間末

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  －  －  －  － －

 合計  －  －  －  －  － －

３．配当に関する事項　　　　　　該当事項はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※１．現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と四半期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５月31日現在）

現金及び預金 580,000千円

現金及び現金同等物 580,000千円

※１．現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と四半期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５月31日現在）

現金及び預金 701,702千円

現金及び現金同等物 701,702千円

※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18年８月31日現在）

現金及び預金 596,946千円

現金及び現金同等物 596,946千円
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間 
 （自　平成18年９月１日
 至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　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、減損損失累計額相当額及び第

３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び第

３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械及び装

置
131,350 19,220 112,129

合計 131,350 19,220 112,129

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械及び装

置
131,350 37,984 93,365

合計 131,350 37,984 93,365

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装

置
131,350 23,911 107,438

合計 131,350 23,911 107,438

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額等 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

１年内 17,748千円

１年超 95,610千円

合計 113,359千円

１年内 18,222千円

１年超 77,388千円

合計 95,610千円

１年内 17,866千円

１年超 91,100千円

合計 108,966千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 15,393千円

減価償却費相当額 14,073千円

支払利息相当額 2,362千円

支払リース料 15,393千円

減価償却費相当額 14,072千円

支払利息相当額 2,038千円

支払リース料 20,524千円

減価償却費相当額 18,764千円

支払利息相当額 3,093千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について） 

 同左

（有価証券関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。 

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。 

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日） 

　該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日） 

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

該当事項はありません。

 

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

製造費用　　　　　　　　　　　822千円

販売管理費及び一般管理費　　1,527千円

２．当第３四半期会計期間において付与したストック・オプションの内容

 
第７回

平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役４名及び従業員27名

ストック・オプション数（注１） 普通株式　200株

付与日 平成20年４月10日

権利確定条件
付与日（平成20年4月10日）以降、権利確定日（平成22年３月25日）

まで継続して勤務していること。

対象勤務期間
自：平成20年４月11日

至：平成22年３月25日

権利行使期間

自：平成22年３月26日

至：平成30年３月25日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職日まで行使可。

権利行使価格（円) 353,430

付与日における公正な評価単価（円）（注２） 141,005.63

　（注１）　株式数に換算して記載しております。

　（注２）　付与日における公正な評価単価は１株当たりの金額を記載しております。

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当事業年度において存在したストック・オプションの内容

 
第１回

平成16年ストック・オプション
第２回

平成16年ストック・オプション

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

ストック・オプション数（注） 普通株式　650株 普通株式　133株

付与日 平成16年10月26日 平成17年７月１日

権利確定条件

付与日（平成16年10月26日）以降、権利確

定日（平成18年10月25日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年７月１日）以降、権利確

定日（平成18年10月25日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
自：平成16年10月26日

至：平成18年10月25日

自：平成17年７月１日

至：平成18年10月25日

権利行使期間

自：平成18年10月26日

至：平成26年10月25日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

自：平成18年10月26日

至：平成26年10月25日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

権利行使価格（円)  100,000  100,000

付与日における公正な評価単

価（円）
 ―  ―

　（注）　株式数に換算して記載しております。
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第３回

平成16年ストック・オプション
第４回

平成17年ストック・オプション

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

名

ストック・オプション数（注） 普通株式　17株 普通株式　63株

付与日 平成17年10月20日 平成18年２月１日

権利確定条件

付与日（平成17年10月20日）以降、権利確

定日（平成18年10月25日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成18年２月１日）以降、権利確

定日（平成19年11月19日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
自：平成17年10月20日

至：平成18年10月25日

自：平成18年２月１日

至：平成19年11月19日

権利行使期間

自：平成18年10月26日

至：平成26年10月25日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

自：平成19年11月20日

至：平成27年11月19日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

権利行使価格（円) 360,000 421,000

付与日における公正な評価単

価（円）
 ―  ―

　（注）　株式数に換算して記載しております。

 
第５回

平成17年ストック・オプション
第６回

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員21名 当社従業員１名

ストック・オプション数（注） 普通株式　41株 普通株式　３株

付与日 平成18年４月20日 平成18年４月28日

権利確定条件

付与日（平成18年４月20日）以降、権利確

定日（平成19年11月19日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成18年４月28日）以降、権利確

定日（平成19年11月19日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
自：平成18年４月20日

至：平成19年11月19日

自：平成18年４月28日

至：平成19年11月19日

権利行使期間

自：平成19年11月20日

至：平成27年11月19日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

自：平成19年11月20日

至：平成27年11月19日

ただし、権利確定後退職した場合は、退職

日まで行使可。

権利行使価格（円)  431,000 431,000

付与日における公正な評価単

価（円）
 ―  ―

　（注）　株式数に換算して記載しております。

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目

前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成20年５月31日）

前事業年度

（自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 142,748円78銭 　　68,530円62銭 　　142,167円99銭

１株当たり第３四半期（当期）純利益又は

１株当たり第３四半期純損失
9,250円51銭 △2,680円43銭 8,394円12銭

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益

8,787円51銭   なお、潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益について

は、潜在株式は存在するものの

1株当たり第３四半期純損失で

あるため、記載しておりませ

ん。 

 　当社は、平成19年12月１日

付で、株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報についてはそれぞ

れ以下のとおりとなります。

7,962円01銭

  前第３四半期
会計期間

前事業年度

１株当たり

純資産額

１株当たり

純資産額

 71,374円39銭  71,083円99銭

１株当たり

第３四半期純

利益

１株当たり

当期純利益

 4,625円25銭  4,196円81銭

潜在株式調整

後１株当たり

第３四半期純

利益

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

 4,393円76銭 3,980円13銭

 

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益及び１株当たり第３四半期純損失並びに潜在株式調整後１株当たり第３

四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第３四半期会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日)

当第３四半期会計期間

(自　平成19年９月１日

至　平成20年５月31日)

前事業年度

(自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日)

１株当たり第３四半期（当期）純利益又は１株当

たり第３四半期純損失（△）
   

第３四半期（当期）純利益又は第３四半期純損失

（△）（千円）
77,602 △49,577 72,231

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益又は第

３四半期純損失（△）（千円）
77,602 △49,577 72,231

期中平均株式数（株） 8,389 18,496 8,605
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項目

前第３四半期会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日)

当第３四半期会計期間

(自　平成19年９月１日

至　平成20年５月31日)

前事業年度

(自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日)

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純

利益
   

第３四半期（当期）純利益調整額 － － －

普通株式増加数 442 － 467

 （うち新株予約権） (442) (－) (467)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第３四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

―――― 　新株予約権

(新株予約権の数753個)

 ――――
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 1. 新事業に係る重要な事象

　平成19年9月3日の取締役会において、液晶及

び太陽電池製造装置の組立てに取り組み、付帯

する装置部品の受注によってシナジー効果を生

み出すことにより、将来の収益拡大を図るため

に新たな事業である液晶及び太陽電池装置の

「装置組立事業」を開始する旨を決議しました。

(1) 新たな事業の内容

液晶及び太陽電池製造装置などの装置組

立事業

(2) 投資予算

　　　160百万円

(3) 開始時期

　　　着　　工：平成19年10月

　　　事業開始：平成20年２月

２．平成19年11月７日開催の取締役会において

次のとおり株式分割を決議いたしました。

(1) 分割の方法

　平成19年11月30日(金曜日)最終の株主名

簿に記載された株主に対し、その所有株式

数１株につき2株の割合をもって分割する。

(2) 分割により増加する株式の種類および数

　　普通株式　9,248株

(3) 株式分割の日

　　平成19年12月1日

　当該株式の分割が当期首において行われたと

仮定した場合の第20期における１株当たり情報

は、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　 71,083円99銭

１株当たり当期純利益　　  4,196円81銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 

                     　　 3,980円13銭

(6）事業部門別売上高

  当社は、同一セグメントに属する、精密加工部品を製造する切削加工事業を主たる業務としており、他に開示すべきセ

グメントはないため、当該事業以外に事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。
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