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１．平成20年６月中間期の業績（平成20年１月１日～平成20年６月30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６月中間期 8,788 △36.6 △1,783 － △1,907 － △1,594 －

19年６月中間期 13,867 △16.1 △1,260 － △1,539 － △1,513 －

19年12月期 27,880 △19.0 △1,902 － △2,201 － △468 －

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６月中間期 △1,610 96 － －

19年６月中間期 △1,528 97 － －

19年12月期 △473 01 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12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６月中間期 48,242 43,936 90.7 44,223 60

19年６月中間期 64,057 44,324 69.2 44,792 03

19年12月期 59,491 45,347 76.1 45,734 55

（参考）自己資本 20年６月中間期 43,761百万円 19年６月中間期 44,324百万円 19年12月期 45,256百万円

(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６月中間期 1,968 40 △372 18,064

19年６月中間期 1,729 1,299 △5,370 15,087

19年12月期 3,953 5,794 △10,600 16,527

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12月期 － － － － －  

20年12月期 － － － －
－  

20年12月期（予想） － － － －

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 16,066 △42.4 △4,830 － △4,730 － △4,438 － △4,485 16

－ 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６月中間期 989,544株 19年６月中間期 989,544株 19年12月期 989,544株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 －株 19年６月中間期 －株 19年12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、27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

前項の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

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

ご覧下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当上半期（2008年1月1日～2008年6月30日）の我が国経済は、輸出は増加基調で推移したものの、前期（2007年1月

1日～12月31日）に引き続き、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカの景気後退懸念や、株式・為替市場

の動向、原油価格高騰などの影響を受けて、景気は足踏み状態となりました。

　半導体市場は、更なる市場規模の拡大が見込まれているものの、オリンピック需要も低調で、原料価格の高騰や、

販売単価の下落などの収益圧迫要因が影響し、全体的に横ばいに推移する結果となりました。

　また、設備投資も抑制傾向にあり、既存設備での生産性向上や、コスト削減に力を入れる方向でシフトしておりま

す。

　当社におきましては、当上半期（2008年1月1日～2008年6月30日）の業績は、売上高が8,788百万円（前年同期比

5,079百万円減）となり、営業損失は1,783百万円（前年同期比523百万円増）、経常損失は1,907百万円（前年同期比

368百万円増）、当期純損失は1,594百万円（前年同期比81百万円増）となっております。

　当期は、新事業戦略へ移行する過渡期であり、市場の需要低迷も予想されておりましたので、前年同期比では、損

失が拡大する結果となりました。

　通期の見通しにつきましては、同日発表いたしました「平成20年12月期通期（非連結）の業績予想の修正に関する

お知らせ」のプレスリリースをご参照願います。

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

　（資産）

　当中間会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べて11,249百万円減少し、48,242百万円となりました。こ

れは主に、社債の繰上償還に伴う投資有価証券（自己社債）の減少7,627百万円、売上の減少に伴う売掛金の減少2,890

百万円等によるものであります。

　（負債）

　当中間会計期間末の負債につきましては、前期末と比べて9,839百万円減少し、4,306百万円となりました。これは

主に、繰上償還を行なったことによる社債の減少7,840百万円等によるものであります。

　（純資産）

　当中間会計期間末の純資産につきましては、前期末と比べて1,411百万円減少し、43,936百万円となりました。これ

は主に、中間純損失1,594百万円を計上したこと等によるものであります。

 ②キャッシュ・フローの状況

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、18,064百万円（前事業年度末比1,537

百万円増）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）

 営業活動の結果得られた資金は1,968百万円（前年同期比239百万円増）となりました。これは主に、税引前中間

純損失1,592百万円を計上する一方で、減価償却費1,780百万円、売上債権の減少による増加額2,889百万円等を計上

し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）

 投資活動の結果得られた資金は40百万円（前年同期比1,259百万円減）となりました。これは主に固定資産の取得

による支出222百万円を計上する一方で、固定資産の売却による収入256百万円等を計上したことによるものであり

ます。

 　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は372百万円（前年同期は4,998百万円減）となりました。これは短期借入金の一部

を返済したことによるものであります。
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 　（参考）当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

2004年12月期 2005年12月 2006年12月 2007年12月
2008年12月
中間期

自己資本比率（％） 51.9 55.9 59.7 76.1 90.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
42.7 39.7 33.2 14.8 20.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
100.1 356.1 64.1 27.3 16.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
72.8 0.8 29.5 61.3 104.4

 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／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倍にしております。）

 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）株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式数をベースに計算しております。

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 （注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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の配当

　当社では、利益の用途は、企業体質の強化及び積極的な事業展開を可能とする体制の確保を優先的に考えておりま

す。

　収益の状況や市場の成熟度に応じて、配当等による株主様への利益還元も考えてまいりますが、当上半期は収益面

では依然として厳しい状況が続いておりますので、内部留保のため、無配とさせていただきました。

(4）事業等のリスク

当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを以下に記載致します。但し、これら

は当社事業リスクを必ずしも全て網羅するわけではないことにご留意下さい。

①　当社はＵＭＣグループの１社であります。従って、ＵＭＣグループ全体の経営方針の変化に影響を受ける可能

性があります。

②　当期の売上のうち、上位４社への売上が全体の66％を占めており、一部特定顧客への依存度が高くなっており

ます。その一部特定顧客の営業状況により、経営成績に影響が出る可能性があります。

③　半導体需要が大きく変動し、市場全体が供給力過多となった場合は、生産能力に見合った受注が困難となる可

能性があります。

④　ＵＭＣへのアウトソーシングをしておりますが、当社が所有する工場は館山の１ヶ所のみであり、何らかの理

由で操業が停止した場合、生産能力が著しく低下する可能性があります。

２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成20年３月21日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、優れたソリューションサービスを提供する会社として、利益体質への転換を目指しております。

　そのために、高付加価値ビジネスの獲得や、コスト低減の維持・継続に力を入れております。

　また、アカウンタビリティー（成果責任）と、生産効率アップを重視し、良い結果を導くための努力を続けてまい

ります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、企業収益性及び株主価値最大化を重視しておりますが、事業の性格上、売上の変動によって、各種指標は

大きく影響を受けます。従って、自社製造分について、稼働率100％の場合に売上総利益率10％を確保するコスト体質

を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、受託製造に特化した専業ファウンドリーであるため、自社製品を持つ半導体メーカーと異なり、全てのファ

ブレス（自社で工場を持たないお客様）やＩＤＭ（半導体を開発・製造・販売まで一貫して行うお客様）等に対して、

高度なサービスとキャパシティーを提供することができます。

　また、国内外の顧客との強いパートナーシップを築き、顧客のニーズに応じた供給力向上を進めております。

　今後は、市場基盤と顧客ベースの更なる拡大、ＡＳＰ（平均販売単価）の向上、親会社のＵＭＣへのアウトソーシ

ング事業の強化、オペレーションコストの継続的削減を行い、顧客満足度の向上、収益改善に努めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は、優れたソリューションサービスを提供する会社を目指し、以下の４点を課題として認識し、取組んでおり

ます。

①　国内で取引と顧客を拡大し、収益の最大化を図る

引き続き、国内顧客メインのビジネスを展開してまいります。

また、顧客ニーズに柔軟に対応し、顧客ベースの拡大を進めます。

さらに、ＩＣのトータルサービスの提供や、プロダクトミックス（製品構成）の改善により、高付加価値ビジ

ネスを獲得し、ＡＳＰ（平均販売単価）を向上させて、収益を拡大します。

　②　世界レベルの工場品質に向けた継続的な改善

館山工場の品質について、優れたソリューションサービスの提供を常に意識し、Time to Marketの精神で、歩

留りやサイクルタイムを初め、さまざまな点で改善を進めてまいります。

③　コスト低減の維持・継続

引き続き、製造コストの低減に積極的に取組みます。

④　アカウンタビリティー（成果責任）の意識の強化

上記①～③を実現し、良い結果を導くために、アカウンタビリティー（成果責任）を重視してまいります。

　（5）内部管理体制の整備・運用状況

　　　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。

　（6）その他、会社の経営上重要な事項

　　　該当事項はありません。
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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６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末の
要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金  15,087 18,064 16,527

売掛金 7,391 4,168 7,058

たな卸資産 2,113 1,432 1,846

その他 414 245 344

流動資産合計 25,005 39.0 23,909 49.6 25,774 43.3

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 ※１

建物 10,932 10,286 10,604

機械及び装置 14,974 8,869 10,360

土地 － 3,141 2,743

その他 4,336 1,314 1,399

有形固定資産合計 30,242 23,610 25,106

無形固定資産 668 395 651

投資その他の資産

投資有価証券 7,749 － 7,627

その他 393 327 334

貸倒引当金 △0 △0 △0

投資その他の資産
合計

8,142 327 7,961

固定資産合計 39,052 61.0 24,332 50.4 33,717 56.7

資産合計 64,057 100.0 48,242 100.0 59,491 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末の
要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

買掛金 3,293 2,308 3,214

短期借入金  1,171 638 1,079

未払金 1,318 699 1,025

未払法人税等 47 51 63

賞与引当金 120 50 117

修繕引当金 27 99 －

その他 552 392 674

流動負債合計 6,528 10.2 4,237 8.8 6,172 10.4

Ⅱ　固定負債

社債 13,070 － 7,840

繰延税金負債 9 － －

退職給付引当金 63 42 40

役員退職慰労引当
金

30 26 26

修繕引当金 33 － 66

固定負債合計 13,205 20.6 69 0.1 7,972 13.4

負債合計 19,733 30.8 4,306 8.9 14,145 23.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 27,140 42.4 27,140 56.3 27,140 45.6

資本剰余金

　資本準備金 20,218 10,218 20,218

　その他資本剰余金 － 7,940 －

資本剰余金合計 20,218 31.6 18,158 37.6 20,218 34.0

利益剰余金

　利益準備金 57 57 57

　その他利益剰余金

　繰越利益剰余金 △3,104 △1,594 △2,060

利益剰余金合計 △3,047 △4.8 △1,537 △3.2 △2,003 △3.4

株主資本合計 44,311 69.2 43,761 90.7 45,355 76.2

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

13 0.0 － － △99 △0.2

評価・換算差額等
合計

13 0.0 － － △99 △0.2

Ⅲ　新株予約権 － － 174 0.4 90 0.2

純資産合計 44,324 69.2 43,936 91.1 45,347 76.2

負債純資産合計 64,057 100.0 48,242 100.0 59,491 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,867 100.0 8,788 100.0 27,880 100.0

Ⅱ　売上原価 14,446 104.2 9,939 113.1 28,293 101.5

売上総損失 579 △4.2 1,152 △13.1 413 △1.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

681 4.9 631 7.2 1,489 5.3

営業損失 1,260 △9.1 1,783 △20.3 1,902 △6.8

Ⅳ　営業外収益

受取利息 23 28 44

その他 ※１ 127 121 131

営業外収益合計 150 1.1 149 1.7 175 0.6

Ⅴ　営業外費用

支払利息 33 18 65

その他 ※２ 396 255 409

営業外費用合計 429 3.1 273 3.1 474 1.7

経常損失 1,539 △11.1 1,907 △21.7 2,201 △7.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 323 2.3 337 3.8 2,132 7.6

Ⅶ　特別損失 ※４ 294 2.1 22 0.3 394 1.4

税引前中間(当期)
純損失

1,510 △10.9 1,592 △18.1 463 △1.7

法人税、住民税及
び事業税

 3 0.0  3 0.0  5 0.0

中間(当期)純損失 1,513 △10.9 1,594 △18.1 468 △1.7
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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19年１月１日　至　平成19年６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

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △1,592 △1,535 45,823

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △1,513 △1,513 △1,513

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
（百万円）

－ － － － △1,513 △1,513 △1,513

平成19年６月30日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △3,104 △3,047 44,311

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12月31日残高
（百万円）

19 19 45,842

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △1,513

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額
（純額）

△6 △6 △6

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△6 △6 △1,519

平成19年６月30日残高
（百万円）

13 13 44,324
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当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６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
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

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 － 20,218 57 △2,060 △2,003 45,355

中間会計期間中の変動額

資本準備金からその他資本剰余金へ
振替

△10,000 10,000 － －

その他資本剰余金から繰越利益剰余
金へ振替

△2,060 △2,060 2,060 2,060 －

中間純損失 △1,594 △1,594 △1,594

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
（百万円）

－ △10,000 7,940 △2,060 － 466 466 △1,594

平成20年６月30日残高
（百万円）

27,140 10,218 7,940 18,158 57 △1,594 △1,537 43,761

評価・換算差額等

新株予約権 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12月31日残高
（百万円）

△99 △99 90 45,347

中間会計期間中の変動額

資本準備金からその他資本剰余金へ
振替

－

その他資本剰余金から繰越利益剰余
金へ振替

－

中間純損失 △1,594

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額
（純額）

99 99 84 183

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

99 99 84 183

平成20年６月30日残高
（百万円）

－ － 174 43,936
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △1,592 △1,535 45,823

事業年度中の変動額

当期純損失 △468 △468 △468

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）

－ － － － △468 △468 △468

平成19年12月31日残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △2,060 △2,003 45,355

評価・換算差額等

新株予約権 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12月31日残高
（百万円）

19 19 － 45,842

事業年度中の変動額

当期純損失 △468

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△118 △118 90 △28

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△118 △118 90 △496

平成19年12月31日残高
（百万円）

△99 △99 90 45,347
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間(当期)純損失 △1,510 △1,592 △463

減価償却費 2,696 1,780 4,783

株式報酬費用 － 86 90

引当金の減少額 △206 △31 △230

社債償還益 △178 △114 △178

受取利息及び受取配当金 △27 △28 △47

支払利息 33 18 65

為替差損（△差益） 29 31 △12

たな卸資産評価損 171 226 127

たな卸資産除売却損 180 21 211

固定資産除売却損 78 22 178

固定資産売却益 △144 △117 △1,884

新株予約権戻入益 － △2 －

売上債権の減少額 1,955 2,889 2,288

たな卸資産減少額 265 166 530

仕入債務の減少額 △1,121 △906 △1,200

未払金及び未払費用の減少額 △366 △564 △312

その他 △72 81 117

小計 1,783 1,968 4,063

利息及び配当金の受取額 28 25 49

利息の支払額 △33 △19 △64

法人税等の支払額 △50 △5 △94

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,729 1,968 3,953

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入 3,500 － 3,500

固定資産の取得による支出 △328 △222 △631

固定資産の売却による収入 438 256 5,237

投資有価証券の取得による支出 △2,806 － △2,806

投資有価証券の償還による収入 500 － 500

その他 △5 7 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,299 40 5,794

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 － △372 －

社債の償還による支出 － － △5,230

転換社債の償還による支出 △5,370 － △5,370

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,370 △372 △10,600

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △100 △40

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

△2,332 1,537 △893

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 17,419 16,527 17,419

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高

15,087 18,064 16,527
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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）

(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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

移動平均法による低価法

(3）たな卸資産

同左

(3）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…定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　8～50年

　機械及び装置　　5年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産…定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における使用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(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

能性を勘案し、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

　従業員に対する賞与の支出にあ

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）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、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　なお、会計基準変更時差異

（420百万円）については、９年

による均等額を費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は、各期の発

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（９年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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

（420百万円）については、９年

による均等額を費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は、各期の発

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（９年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、当社内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。

なお、平成19年３月から役員退職

慰労金制度を凍結し、以降引当金

計上をおこなっておりません。す

でに計上している役員退職慰労引

当金は、役員の退任時まで凍結し

ております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、当社内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

なお、平成19年３月から役員退職

慰労金制度を凍結し、以降引当金

計上をおこなっておりません。す

でに計上している役員退職慰労引

当金は、役員の退任時まで凍結し

ております。

(5）修繕引当金

　受変電設備の定期点検に要する

支出に備えるため、その支出見込

額のうち、当中間会計期間に負担

すべき費用を計上しております。

(5）修繕引当金

同左

(5）修繕引当金

　受変電設備の定期点検に要する

支出に備えるため、その支出見込

額のうち、当期において負担すべ

き費用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．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。

（1）ヘッジ会計の方法

同左

（1）ヘッジ会計の方法

同左

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建資産、負債の為替変動リ

スクをヘッジするために為替予約

を利用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する内部

規定に基づき、ヘッジ対象に係る

為替相場変動リスクを一定の範囲

内でヘッジしております。

（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

　ヘッジ対象の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価してお

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

　消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は四半期毎に相殺のうえ、当

該未収還付消費税等は流動資産の

「その他」に、当該未払消費税等

は流動負債の「その他」に含めて

表示することとしております。

　消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。

ユー・エム・シー・ジャパン㈱（6939）　平成 20 年 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 14 －



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

　該当事項はありません。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

 

──────

（中間貸借対照表）

前中間会計期間末まで有形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「土地」は、資産の総額の100分の

５を超えることとなったため、区分掲記することに変更い

たしました。

なお、前中間会計期間末の「土地」の金額は、2,743百

万円であります。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　────── （自己株式の取得）　

当社は平成20年６月25日開催の取

締役会において、機動的な資本政策

の遂行のため、会社法第165条第３項

の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株

式の取得について決議しております。

自己株式取得に関する取締役会の決

議内容

　(1) 取得する株式の種類

　普通株式

　(2) 取得する株式の総数

　300,000株(上限)

　(3) 取得価格の総額

　3,000百万円(上限)

　(4) 取得の期間

　平成20年６月26日から

　次期定時株主総会開催日の前日

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度末

（平成19年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
76,318百万円 71,444百万円 70,230百万円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．営業外収益の「その他」

のうち主要なもの

為替差益 37百万円 － －

有価証券利息 3百万円 － 3百万円

デザインサポート料 44百万円 21百万円 74百万円

　新規製品受注の際に当該

新規製品の設計に関して、

当社設計技術部門の役務提

供の対価として受注先から

受領した報酬であります。

同左 同左

※２．営業外費用の「その他」

のうち主要なもの

為替差損 － 7百万円 　   10百万円

たな卸資産評価損 171百万円 226百万円 127百万円

たな卸資産除却損 164百万円 21百万円 211百万円

※３．特別利益のうち主要な

もの

機械及び装置売却益 144百万円 117百万円 1,884百万円

社債償還益 178百万円 114百万円 178百万円

※４．特別損失のうち主要な

もの

補償金 216百万円 －  216百万円

機械及び装置売却損 － 18百万円  －

機械及び装置除却損 32百万円 3百万円 178百万円

工具器具備品除却損 43百万円 1百万円 －

　５．減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

計

2,677百万円

19百万円

2,696百万円

1,760百万円

21百万円

1,780百万円

4,740百万円

43百万円

4,783百万円
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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19年１月１日　至　平成19年６月30日）

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 989,544 － － 989,544

合計 989,544 － － 989,544

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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 989,544 － － 989,544

合計 989,544 － － 989,544

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己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
（百万円）

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

 

平成15年11月　転換社債型新

株予約権付社債（注）
普通株式 41,813 － 41,813 － －

 ストックオプションとしての

新株予約権
普通株式 － － － － 174

 （注）平成15年11月転換社債型新株予約権の当事業年度減少は、転換社債型新株予約権の繰上償還によるものであ

ります。

３．配当金に関する事項

該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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 989,544 － － 989,544

合計 989,544 － － 989,544

自己株式

普通株式　（注） － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己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） 
当事業年度
末残高
（百万円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成14年３月　転換社債

（注１）
普通株式 13,425 － 13,425 － －

平成15年11月　転換社債型新

株予約権付社債（注２）
普通株式 92,480 － 50,667 41,813 －

 ストックオプションとしての

新株予約権
普通株式 － － － － 90

 （注）１．平成14年11月転換社債の当事業年度減少は、転換社債の満期償還によるものであります。

２．平成15年11月転換社債型新株予約権の当事業年度減少は、転換社債型新株予約権の繰上償還によるもの

であります。

３．配当金に関する事項

該当事項はありません。
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（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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に記載されている

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記載されている

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

貸借対照表に記載されている科目の金

額との関係

現金及び預金勘定 15,087百万円

現金及び現金同等物 15,087百万円

現金及び預金勘定 18,064百万円

現金及び現金同等物 18,064百万円

現金及び預金勘定 16,527百万円

現金及び現金同等物 16,527百万円

２．重要な非資金取引の内容

 自己社債の償還による非資金取引

２．重要な非資金取引の内容

 自己社債の償還による非資金取引

２．重要な非資金取引の内容

 自己社債の償還による非資金取引

投資有価証券の減少 4,092百万円

社債の償還益 178百万円

社債の減少 4,270百万円

投資有価証券の減少 7,726百万円

社債の償還益 114百万円

社債の減少 7,840百万円

投資有価証券の減少   4,092百万円

社債の償還益 178百万円

社債の減少 4,270百万円

（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運
搬具

10 5 5

工具器
具及び
備品

22 6 16

合計 32 11 21

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運
搬具

4 1 3

工具器
具及び
備品

19 7 12

合計 23 8 15

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運
搬具

10 6 4

工具器
具及び
備品

19 5 14

合計 29 11 18

取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

同左 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

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 6百万円

１年超 15百万円

合計 21百万円

１年内 5百万円

１年超   10百万円

合計 15百万円

１年内 5百万円

１年超 13百万円

合計 18百万円

未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

３．支払リース料

（減価償却費相当額）
3百万円

３．支払リース料

（減価償却費相当額）
 3百万円

３．支払リース料

（減価償却費相当額）
7百万円

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

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

有価証券

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券

社債 7,726 7,749 22

当中間会計期間末（平成20年６月30日現在）

該当事項はありません。

 

前事業年度（平成19年12月31日現在）

有価証券

１.その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券

社債 7,726 7,627 △99

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

 当中間会計期間末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。

 

当中間会計期間末（平成20年６月30日現在）

 当中間会計期間末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。

 

前事業年度末（平成19年12月31日現在）

 当期末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

１.　ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる株式報酬費用　　86百万円

２.　権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名

新株予約権戻入益　　2百万円

３.　当会計期間において付与したストックオプションは、以下のとおりであります。

平成19年　その９
ストック・オプション

平成19年　その10
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役会が定めた以下の者 当社取締役会が定めた以下の者

当社の顧問 ４名 当社の顧問 ４名

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注）
普通株式　1,250株 普通株式　1,250株

付与日 平成20年１月９日 平成20年１月９日

権利確定条件

付与日（平成20年１月９日）以降、

権利確定日（平成20年７月８日）ま

で継続して勤務していること。

付与日（平成20年１月９日）以降、

権利確定日（平成21年１月８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１月９日

至　平成20年７月８日

自　平成20年１月９日

至　平成21年１月８日

権利行使期間
平成20年７月９日から

平成24年９月10日。

平成21年１月９日から

平成24年９月10日。

権利行使価格（円） 8,800 8,800

付与日における公正な評価単

価（円）
3,004 3,053

　※株式数に換算して記載しています。
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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

 売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる株式報酬費用　　90百万円

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

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　 12名

当社従業員　　727名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　396名

当社取締役　 　７名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　467名

株式の種類別のストック・

オプションの数　※
普通株式　 10,932株 普通株式　 12,412株 普通株式　　8,128株

付与日 平成14年４月24日 平成15年３月28日 平成15年３月28日

権利確定条件

付与日（平成14年４月24

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成15

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成14年４月１日

　至平成16年３月31日）

６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成15年９月30日）

１年間

（自平成15年４月１日

　至平成16年３月31日）

権利行使期間 権利確定後８年以内。 権利確定後５年以内。 同左

権利行使価格（円） 390,000 63,500 63,500

付与日における公正な評価

単価（円）
－ － －

※株式数に換算して記載しています。

 
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年 その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　625名

当社取締役　 　11名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　735名

当社取締役　 　５名

当社監査役　 　１名

当社従業員 　　80名

株式の種類別のストック・

オプションの数　※
普通株式　　9,436株 普通株式 　17,091株 普通株式　　3,715株

付与日 平成15年３月28日 平成15年３月28日 平成15年10月６日

権利確定条件

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成17

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年10月６

日）以降、確定日（平成17

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成16年９月30日）

２年間

（自平成15年４月１日

　至平成17年３月31日）

２年間

（自平成15年10月１日

　至平成17年９月30日）

権利行使期間 権利確定後５年以内。 同左 同左

権利行使価格（円） 63,500 63,500 140,000

付与日における公正な評価

単価（円）
－ － －

※株式数に換算して記載しています。
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平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　 　９名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　747名

当社顧問　 　　５名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　749名

当社顧問　 　　６名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　749名

当社顧問　　 　６名

株式の種類別のストック・

オプションの数　※
普通株式 　19,980株 普通株式 　14,164株 普通株式 　13,764株

付与日 平成16年３月26日 平成17年４月６日 平成17年４月６日

権利確定条件

付与日（平成16年３月26

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成19

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成16年４月１日

　至平成18年３月31日）

１年間

（自平成17年４月１日

　至平成18年３月31日）

２年間

（自平成17年４月１日

　至平成19年３月31日）

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後退職した場

合は、退職日より１ヶ月間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利行使価格（円） 87,000 45,800 45,800

付与日における公正な評価

単価（円）
－ － －

※株式数に換算して記載しています。
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平成18年

ストック・オプション
平成19年　その1

ストック・オプション 
平成19年　その2 

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　 10名

当社監査役　 　５名

当社従業員　　730名

当社顧問　　 　５名

当社取締役　 　５名

当社監査役　 　４名

 当社従業員　　687名

株式の種類別のストック・

オプションの数　※
普通株式　 14,525株  普通株式　11,400株  普通株式 　28,361株

付与日 平成18年４月４日  平成19年9月11日  平成19年9月11日

権利確定条件

付与日（平成18年４月４

日）以降、確定日（平成20

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年9月11

日）以降、確定日（平成20

年３月18日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年9月11

日）以降、確定日（平成20

年３月18日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成18年４月１日

　至平成20年３月31日）

 ６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成20年３月18日）

 ６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成20年３月18日）

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

 権利確定後４年半以内。  権利確定後４年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

権利行使価格（円） 37,300 10,480 10,480

付与日における公正な評価

単価（円）
－ 3,550 3,550

※株式数に換算して記載しています。
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平成19年　その３

ストック・オプション
平成19年　その４

ストック・オプション 
平成19年　その５

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数  当社取締役　　 ４名  当社従業員　　 ３名  当社取締役　　 ４名

株式の種類別のストック・

オプションの数　※
 普通株式　　4,500株  普通株式　　　871株  普通株式　　4,500株

付与日 平成19年９月11日  平成19年９月11日  平成19年９月11日

権利確定条件

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年９月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年９月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年３月10日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年間

（自平成19年９月11日

　至平成20年９月10日）

１年間

（自平成19年９月11日

　至平成20年９月10日）

１年６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成21年３月10日）

権利行使期間

 権利確定後４年以内。  権利確定後４年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

 権利確定後３年半以内。

権利行使価格（円） 10,480 10,480 10,480

付与日における公正な評価

単価（円）
3,671 3,671 3,762

※株式数に換算して記載しています。
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平成19年　その６

ストック・オプション
平成19年　その７

ストック・オプション 
平成19年　その８

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数  当社従業員　 　３名  当社取締役 　　４名  当社従業員　 　３名

株式の種類別のストック・

オプションの数　※
 普通株式　　　864株  普通株式　　4,500株  普通株式　　　864株

付与日  平成19年９月11日  平成19年９月11日  平成19年９月11日

権利確定条件

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年３月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年９月11日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年９月11日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成21年３月10日）

２年間

（自平成19年９月11日

　至平成21年９月11日）

２年間

（自平成19年９月11日

　至平成21年９月11日）

権利行使期間

 権利確定後３年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

 権利確定後３年以内。  権利確定後３年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

権利行使価格（円） 10,480 10,480 10,480

付与日における公正な評価

単価（円）
3,762 3,954 3,954

※株式数に換算して記載しています。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額

44,792円03銭

１株当たり純資産額

44,223円60銭

１株当たり純資産額

45,734円55銭

１株当たり中間純損失金額

1,528円97銭

１株当たり中間純損失金額

1,610円96銭

１株当たり当期純損失金額

    473円01銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権付社

債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権等潜

在株式が存在しておりますが、１株

当たり中間純損失が計上されている

ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、新株予約権付社

債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（百万円） 1,513 1,594 468

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（百万円）
1,513 1,594 468

期中平均株式数（千株） 990 990 990

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権付社債１銘

柄（新株予約権の数

92,480個）、新株予約

権５種類（新株予約権

の数75,482個）、新株

引受権１種類（目的た

る株式の数588株）。

新株予約権６種類（新

株予約権の数129,201個）、

新株引受権１種類（目

的たる株式の数588株）。

新株予約権付社債１銘

柄（新株予約権の数

41,813個）、新株予約

権５種類（新株予約権

の数128,494個）、新株

引受権１種類（目的た

る株式の数588株）。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

機械及び装置の売却

資産の効率化を図るため、現在の

余剰生産設備の売却契約を平成19年

７月27日に締結いたしました。

１.譲渡する相手先の名称

KING VIRTUE ELECTRON CO., LTD.

２.譲渡前の使途

生産設備（余剰設備）

３.譲渡の時期及び価格

平成19年７月 　　1,600百万円

平成19年８月 　　1,260百万円

 平成19年９月　 　1,532百万円

合　計　　　　　 4,392百万円

売却資産の簿価は、2,687百万円

(契約日時点)であります。

──────────── 資本準備金の減少

当社は、平成20年２月15日開催の

取締役会において、平成20年３月19

日開催予定の当社の定時株主総会に、

資本準備金を取崩し欠損補填及びそ

の他資本剰余金に振り替える議案を

付議することを決議いたしました。

１．資本準備金減少の目的

会社法第448条第１項の規程に基づ

き、資本準備金の取崩しを行い、資

本の欠損の補填に充当するとともに、

今後の機動的な資本政策に備えるた

めのものであります。

２．資本準備金減少の方法

資本準備金の取り崩し額は、欠損

補填に2,060百万円、その他資本剰余

金に7,940百万円を振り替える予定で

あります。

 ３．資本準備金減少の額

平成19年12月31日時点での資本準

備金の額20,218百万円のうち10,000

百万円が減少いたします。

４．資本準備金減少のスケジュール

①取締役会決議日

2008年2月15日

②株主総会決議日

2008年3月19日（予定）

③債権者異議申述公告

2008年2月25日（予定）

 ④債権者異議申述最終期日

2008年3月25日（予定）

⑤効力発生日

2008年3月26日（予定）
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　①当中間会計期間の生産実績は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック製品 4,736 △43.9

メモリー製品 990 ＋41.7

合計 5,726 △37.3

　（注）　金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。

　②当中間会計期間の商品仕入実績は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック商品 2,843 △39.1

合計 2,843 △39.1

　（注）　金額は、仕入価格（消費税等抜き）により算出しております。

(2）受注状況

　当中間会計期間の受注状況は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

受注高 受注残高

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック製品 4,068 △45.5 1,545 △57.4

メモリー製品 704 △39.1 283 △64.6

仕入商品 3,092 △42.8 1,222 △45.2

合計 7,865 △43.9 3,050 △54.1

　（注）　金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。

(3）販売実績

　当中間会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

品目別

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

ロジック製品 4,798 　△41.2

メモリー製品 970 ＋26.4

ロジック商品 3,019 △38.9

その他売上高　 1 －

合計 8,788 △36.6

　（注）１．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。

（　）内は総販売実績に対する輸出の割合であります。

輸出先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

東南アジア 2,793 99.7 2,083 100.0

ヨーロッパ 12 0.4 － －

アメリカ △2 △0.1 － －

計
2,803

(20.2％)
100.0

2,083

(23.7％)
100.0
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２．前中間会計期間及び当中間会計期間の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。

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

川崎マイクロエレクトロニクス株

式会社
4,366 31.5 2,019 23.0

株式会社日立ディスプレイズ 2,294 16.5 1,752 19.9

シャープ株式会社 1,810 13.1 1,061 12.1

Amic Technology Corporation　 － － 970 11.0

計 8,470 61.1 5,802 66.0

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

その他

平成19年　譲渡済生産設備の搬出・復旧工事

　平成19年にKING VIRTUE ELECTRON CO,.LTDに対して譲渡いたしました生産装置の搬出・復旧工事につきましては、総額

197百万円を見込んでおりました。

　復旧工事について、外注へ委託することを計画していた事案について工事の自前化、及び合理化を推進した結果、当中

間期末において総額125百万円となり、71百万円を削減しました。

　この削減額71百万円につきましては、当期の特別利益に計上されております。
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