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1.  21年8月期の業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期 2,007 71.5 △546 ― △500 ― △700 ―
20年8月期 1,170 9.0 △39 ― △65 ― 7 △90.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年8月期 △37,876.44 ― ― ― ―
20年8月期 402.88 383.18 ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 21年8月期  ―百万円 20年8月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年8月期 3,575 621 17.4 33,602.39
20年8月期 4,317 1,328 30.8 71,792.76

（参考） 自己資本   21年8月期  621百万円 20年8月期  1,322百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年8月期 496 △605 325 575
20年8月期 △239 △1,508 1,487 342

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
21年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年8月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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

600 46.2 △110 ― △120 ― △120 ― ―

通期 1,640 81.7 86 ― 50 ― 50 ― 2,701.24
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、22ページ「表示方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、39ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期 18,510株 20年8月期 18,506株
② 期末自己株式数 21年8月期  ―株 20年8月期  ―株

※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、上記予想に関する事項は添付資料3ページをご参照ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融危機や急激な円高の進行が実体経済に影響を与え、輸

出、生産や個人消費には一部に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益と設備投資は大幅に減少し、失業率が過

去 高水準となるなど厳しい状況で推移しました。 

太陽電池業界では、金融危機による経済環境の急変によって、世界各地で大規模発電用途を中心とした設備投資計

画が中止又は延期されるなど市場環境は混乱しました。しかし、年度後半は政府をはじめとする各国の打ち出してい

る施策により、家庭向け及び教育機関向け等の需要に新たな動きが出始めました。液晶業界では、年度前半は世界的

に液晶パネルの在庫調整による設備投資の抑制が顕著で、急激に受注環境が悪化しました。後半中国や日本の家電振

興策による薄型テレビの需要増加傾向を受けてアジア地区において第５世代から第８世代の設備投資計画が再始動し

始めました。半導体業界では、半導体メーカーの設備投資計画が急減しましたが、年度後半には低調ながらも各メー

カーの稼働率が回復し始めました。 

このような経済環境の中、装置組立事業の太陽電池分野では今期より製造装置出荷が始まりましたが年度の途中で

市場環境の悪化による受注キャンセルが発生するなど年度を通して市場環境の低迷が続きました。液晶分野において

は国内大手パネルメーカー向け案件で低調ながらも第10世代の新規受注と装置出荷が行われました。精密加工事業で

は、積極的な営業活動により太陽電池分野での新規顧客において太陽電池製造用電極等の試作品受注が好調に推移す

るなど再拡大に向けた活動を展開しました。液晶分野では、国内液晶パネルメーカー向けの製造装置部品の受注と生

産が低調ながらも順調に進んだ他、新たな装置組立案件の引き合いが増えるなどの動きが出始めました。 

総合的には、各分野の市場の低迷を受けて、年度後半からは受注環境回復は見え始めながらも実生産は低調な推移

となりました。 

売上高につきましては、当期より装置組立事業の売上高を計上したことと、国内液晶パネルメーカー向け部品の増

加によって、対前年増減率71.5％の増加となりました。しかしながら、利益面につきましては、売上高の約半数を占

める装置組立事業において、急激な円高に関連して、円安時に購入した海外購入部材で棚卸評価損が発生すると共に

製品原価を押し上げたほか、実質的な受注額減少が利益を圧迫しました。また、昨年秋以降の景気後退局面を受け、

減損会計を適用し、当社の保有する土地建物や機械設備等の固定資産と設備投資計画が凍結された建設仮勘定につき

まして、事業所及び個別設備毎に将来の回収可能性と時価評価値の精査を保守的に行った結果、固定資産の減損損失

(特別損失)を266百万円計上いたしました。 

この結果、当事業年度の業績は、売上高は2,007百万円(対前年同期増減率71.5％)、営業損失は546百万円(前年同期

の営業損失は39百万円)、経常損失は500百万円(前年同期の経常損失は65百万円)、当期純損失は700百万円(前年同期

の当期純利益は7百万円)となりました。  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、FPD分野において第１四半期から中国向け案件を中心に徐々に受注が増加し始め第２

から第３四半期以降は韓国・台湾・中国向けの第８世代ガラス基板を使用した設備投資が急拡大する見通しを持って

おります。年度後半には中国向け案件が増大する見通しですが、日本国内及び韓国台湾向け受注は大型ガラス基板を

使用する設備投資案件を除き一時停滞する見通しを持っております。その後、第４四半期後半から徐々に大型案件が

拡大し始める見通しです。太陽電池分野につきましては、大型ガラス基板を使用する薄膜系太陽電池の計画は現時点

でも複数ありますが、計画の進捗は発電効率の向上に大きく左右されるなど変動が大きく、見通しを立てにくい環境

となっております。そのような中でも、当社は既に国内外の複数の太陽電池製造用装置メーカー開拓に成功している

ことから、精密切削加工事業における電極や真空チャンバーなどの高付加価値案件を中心に営業展開を進めていく方

針です。半導体分野につきましては、第１四半期までは半導体メーカー各社の設備稼働率は回復しながらも、設備投

資に予算が付きにくい状況が続き、本格的な設備投資回復は第３四半期以降と想定しております。しかし、当社は受

注閑散期に新規顧客拡大と既存客先内シェア拡大活動を続けてきたことで、市場が本格回復に至らない第２四半期か

ら好調な受注状況へ回復できる見通しをもっております。 

これらの見通しを基に、売上高につきましては、前期の損失原因の多くがドル建ての装置受注にあったことから、

一部戦略的な受注案件を除き採算性を慎重に検討する受注方針により装置組立事業の受注見通しを大幅に除外し、部

品調達リスクが少なく、比較的採算性の良い受注案件及び太陽電池分野で若干の戦略的受注のみを計画計上いたしま

した。精密切削加工事業につきましては、既に引き合いの出ている案件を慎重に検討し計上いたしました。また、客

先からは装置組立までの引き合いを頂いている案件につきましても、装置組立専門企業と協調関係を築き部品加工の

みの受注とする計画としております。全体的には、受注リスクの高い案件は保守的に除外した売上計画といたしまし

た。 

費用につきましては、前期決算に追加計上した固定資産の減損効果もあって、減価償却費が前期比約1.6億円減少し

約3.3億円に圧縮できることや役員報酬減額の継続など管理費用等で低減に努めます。また、設備投資は中長期で目論

む技術開発に関連する５百万円程度にとどめる計画です。   

収益の推移につきましては、第１四半期では受注に回復感がありながらも完全な生産回復に至らないことから営業

損失が発生し、第２四半期には月次の収支が均衡し始めますが第１四半期に発生した損失を回復するには至らない予

想を立てております。年度後半につきましては、各分野で好調な生産が見込まれる事から年度前半の損失を取り戻

し、３期ぶりの通期営業利益を計上できる見通しとなっております。 

以上の状況から、次期の見通しにつきましては、売上高は1,640百万円(対前年同期増減率△18.3％)、営業利益は86

百万円(前年同期の営業損失は546百万円)、経常利益は50百万円(前年同期の経常損失は500百万円)、当期純利益は50

百万円(前年同期の当期純損失は700百万円)を予想しております。 

１．経営成績
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(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） 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて742百万円減少して3,575百万円となりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べて491百万円減少して1,083百万円となりました。これは主に、装置組立事業の海

外向け出荷検収が進んだことによる製品、原材料、仕掛品、未着品の棚卸資産の減少（前期比377百万円減）、装置組

立事業の売上債権を回収したこと及び下期の売上高の減少による受取手形及び売掛金の減少（前期比180百万円減）、

補助金収入計上等による未収入金の減少（前期比91百万円減）、未収消費税等の減少（前期比38百万円減）及び現金

預金の増加（前期比233百万円増）によるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて251百万円減少して2,491百万円となりました。これは主に、熊本事業所加工工

場の増設に伴う建物及び機械装置等への設備投資363百万円、本社での本社隣接の土地の取得33百万円及び車輌運搬具

等のリース資産の取得28百万円による増加と減価償却費497百万円、本社、熊本事業所及び関東事業所で固定資産の減

損損失266百万円計上によるものであります。 

（負債）  

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べて35百万円減少し、2,953百万円になりました。当事業年度におい

て、熊本事業所加工工場の増設に伴う建物及び機械装置等への設備投資資金として長期借入金380百万円、長期運転資

金として長期借入金400百万円を調達しております。 

 流動負債は、前事業年度末に比べて334百万円減少し、806百万円になりました。これは主に短期借入金の減少（前

期比100百万円減）、１年以内返済予定長期借入金の増加（前期比96百万円増）、買掛金の減少（前期比117百万円

減）、未払金（前期比129百万円減）及び未払法人税等の減少（前期比43百万円減）によるものであります。  

 固定負債は、前事業年度末に比べて299百万円増加し、2,146百万円になりました。これは主に設備投資及び長期運

転資金調達に伴う長期借入金の増加（前期比332百万円増）によるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末の純資産合計は、 前事業年度末に比べて706百万円減少して621百万円となりました。 

 これは主に利益剰余金の減少（前期比700百万円減）、新株予約権の減少（前期比５百万円減）によるものでありま

す。総資産に占める自己資本比率の割合は17.4%となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、575百万円となり、前事業年度末と比較し

て233百万円増加しております。 

 主な要因は、金融危機の発生により受注が激減したものの、組立事業の売上債権の回収と棚卸資産の減少により営

業活動によるキャッシュ・フローが496百万円となったこと、熊本加工工場増設など投資活動によるキャッシュ・フロ

ーが△605百万円でありましたが、設備投資資金及び運転資金として長期借入金を780百万円調達したことによるもの

であります。 

当事業年度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） 

営業活動の結果獲得した資金は、496百万円（前期は239百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純損

失731百万円、減価償却費497百万円、減損損失266百万を計上したこと、売上債権の減少による資金の増加180百万

円、たな卸資産の減少による資金の増加377百万円、未収消費税等の減少による資金の増加38百万円、仕入債務の減少

による資金の減少143百万円、利息の支払額39百万円及び法人税等の支払額45百万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、605百万円（前期比902百万円減)となりました。これは主に、熊本事業所加工工場

の増設に伴う設備投資、本社での本社隣接の土地の取得等に伴う有形固定資産の取得による支出597百万円、ＣＡＤ／

ＣＡＭソフトの導入等に伴う無形固定資産の取得による支出７百万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） 

財務活動の結果得られた資金は、325百万円（前期比1,162百万円減)となりました。これは主に、設備資金380百万

円及び運転資金400百万円のための長期借入金の借入による収入780百万円、長期借入金の返済による支出350百万円、

短期借入金の返済による支出100百万円（純額）、ファイナンス・リース債務の返済による支出４百万円によるもので

あります。 
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（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総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、営業活動キャッシュ・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。 

（注４）平成17年８月期及び平成18年８月期については、非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は記載して

おりません。 

（注５）平成20年８月期については、キャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子負債

比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は現在のところ、高成長の持続に向けた設備投資を優先するために、配当は実施しておりません。 

しかしながら、株主に対する利益還元につきましては、重要な経営課題と認識しており、当面は内部留保の充実に

注力する方針であるものの、事業規模や収益が安定成長段階に入ったと判断される適切な時期において、経営成績及

び財務状況を勘案しつつ、配当による株主への利益還元に努める所存です。 

当社は、「取締役会の決議によって、毎年２月末日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定

めております。 

(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を記載しております。ま

た、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判断上重要と

考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

なお、ここに記載の項目は当社が現時点で認識しているものに限られており、当社の事業又は本株式への投資に関

するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご注意ください。また、当社はこれらのリスク発生の可能性

を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針ですが、本株式に対する投資判断は、以下の記

載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。 

なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において当社が判断したものであります。 

①主要市場での需要の急激な変動について 

当社は、主に液晶業界及び半導体業界を対象として、その生産ラインで用いられる各種生産設備部品の製造・販売

を行っていますが、液晶業界におきましてクリスタルサイクル、半導体業界におきましてシリコンサイクルと呼ばれ

る業界特有の好不況の波が存在します。 

  また、太陽電池分野におきましても、急激な市場拡大の中で過大な需要見込み等によって大幅な市場変動が起こる

可能性があります。 

 当社におきましては、メーカーの設備投資動向に左右されない消耗品などの安定的な販売が見込める分野の受注に注

力するなどの対策を行い、業績への影響を 小限にすべく努力しております。 

 しかしながら、これらの景気変動によって、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

②価格競争について 

当社の属する精密機械加工部品の分野は、多数の同業他社がひしめく、非常に参入業者の多い分野です。それらの

加工部品群の中でも当社は、高付加価値部品を得意分野としております。 

 しかしながら、今後は、設備があるだけでは受注量を増やすことは難しく、付加価値の低い製品分野だけでなく、高

品位な製品分野においても、低コスト化への対応が重要となっております。 

 また、他社における大型の加工機械設備の導入に伴い、さらに競争が激しくなり、価格の下落を加速させる可能性が

あります。あるいは、為替相場の変動によって海外の同業他社との競争力が落ちる可能性があります。 

 これら競争の激化により、価格競争力を維持できなくなった場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性が

あります。 

③有利子負債依存度の上昇について 

当社は、当事業年度において、長期借入金780百万円の資金調達、短期借入金100百万円（純額）の返済を行ってお

ります。この結果、有利子負債依存度が大幅高くなっております。また変動金利での資金調達であるため、金利上昇

により支払利息負担が増大する場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

  
平成17年 
８月期 

平成18年 
８月期 

平成19年 
８月期 

平成20年 
８月期 

平成21年８
月期 

自己資本比率（％）  31.3  19.9  55.0  30.7  17.4

時価ベースの自己資本比率（％）  ― ―  181.0  132.4  46.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  4.1  22.8  2.2 －  4.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  16.3  3.7  24.0 －  12.5
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近３年間の有利子負債残高及び同残高の総資産に占める割合は下記の通りであります。 

④特定の人物への依存について 

当社代表取締役社長である前田俊一は、経営方針の策定、技術の革新、発想、人的ネットワーク等において中心的

な役割を果たしております。当社では、同氏に過度に依存しない経営体質の構築を進めておりますが、何らかの理由

により同氏が経営から退いた場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

⑤人材について 

当社は、高度な切削加工技術が要求される製品に対する顧客のニーズに着目し、ＯＪＴなど独自の現場主義教育

で、切削加工技術に関し高い能力を持った人材の育成に注力しております。各々の切削加工技術者がＣＡＤ／ＣＡＭ

でのプログラミングを含む、全工程を担当できる多能工として短期間で育成されていくことが、当社の特徴であると

いえます。 

しかしながら、優秀な人材の確保及びその育成が予定通りに進まなかった場合、当社の業績及び財務状況に影響を

与える可能性があります。 

⑥小規模な会社組織であることについて 

当社は平成21年８月31日現在、取締役６名、監査役３名、従業員100名、臨時雇用者19名及び派遣社員３名と小規模

組織であり、内部管理体制もこのような組織の規模に応じたものとなっています。小規模であるが故の人材流出によ

るリスク、事業拡大に伴う組織効率の低下等のリスクがあります。今後当社では、事業の拡大及び社内システムの拡

充等の観点から、人員の増強、内部管理体制の強化を図る予定です。 

⑦財産権等について 

当社は他社の特許権等の知的財産権を侵さないよう細心の注意を払い、受注と技術開発にあたっていますが、切削

加工分野においても積極的に特許申請が行われており、場合によっては第三者の特許権等の知的財産権を侵害すると

して損害賠償等の請求を受ける可能性があります。 

⑧切削加工技術等のノウハウについて 

当社が有する切削速度、使用工具及び切削条件等の切削加工ノウハウの一部は、ＣＡＤ／ＣＡＭ等のデータとして

保管され、パスワードによるデータへのアクセス制限やデータ消失に備えたネットワークストレージへのバックアッ

プなどを行っております。 

  また、複雑形状加工技術、工作機械制御技術及び新素材加工技術など業界の動向に対応した技術の開発及び獲得の

ため研修をおこない技術力の維持・向上に努めております。 

  しかしながら、当社が有する切削加工ノウハウの流出又は消失が起こった場合や業界の動向に対応した技術の開発

及び獲得が遅れた場合には、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

⑨当社製品に不具合が生じた場合について 

当社製品については、社内において徹底した品質管理体制を確立しておりますが、種々の要因により不良品の発

生、不適切な取扱いの可能性は完全には否定できません。 

 当社製品に何らかの不具合が発生した場合には、当社及び当社の切削加工技術並びに組立技術に対する信頼が著し

く損なわれる可能性があり、また、設計上の欠陥、製造時の欠陥により、エンドユーザーより製造物責任を追及され

る可能性があり、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

⑩特別利害関係者との取引について 

当社取締役藤山敏久は平成16年11月11日開催の臨時株主総会において、取締役に選任されております。また株式会

社フジヤマは、藤山敏久の実父である藤山敏己により、発行済株式総数の過半数を所有されている会社であります。

このため、同日より株式会社フジヤマは特別利害関係者に該当することとなります。 

株式会社フジヤマとの取引は当事業年度において、加工の受託取引があります。取引内容については、事前に他社

と比較を行い、取引を実施しております。今後も公正な取引が行われるよう努めて参ります。 

⑪ストック・オプションによる株式の希薄化について 

当社は、当社の取締役、監査役及び従業員に対して当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、新株予約権

によるストック・オプション制度を導入しております。平成21年８月31日現在における新株予約権による潜在株式数

は1,252株であり、発行済株式総数18,510株の6.8％に相当いたします。これらの新株予約権の行使が行われた場合、

保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。 

なお、ストック・オプションの詳細につきましては「４．財務諸表 注記事項（ストック・オプション等関係）」

の項をご参照ください。 

回次 第20期 第21期  第22期 

決算年月 平成19年８月 平成20年８月  平成21年８月 

残高 金額（千円） 割合（％) 金額（千円） 割合（％) 金額（千円） 割合（％) 

有利子負債残高合計  827,624  34.6  2,314,318  53.6  2,667,913  74.6

  
期末借入金残高  827,624  34.6  2,314,318  53.6  2,643,432  59.5

その他の有利子負債の残高 ― ― ― ―  24,481  0.7

総資産額  2,391,672  100  4,317,436  100  3,575,164  100
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⑫自然災害等に係るリスクについて 

当社の生産拠点は、鹿児島県出水市、熊本県菊池郡大津町及び埼玉県朝霞市に所在しており、当該地区において地

震等の自然災害が発生した場合には被害を受ける可能性があります。 

  主に、液晶製造装置部品及び太陽電池製造装置部品は本社工場（鹿児島県）と熊本事業所、半導体製造装置部品は

本社工場・知識工場（鹿児島県）と関東事業所（埼玉県）で製造しており、自然災害発生のリスク低減に努めており

ますが、災害発生により生産活動ができない場合、顧客への製品納入の遅延、売上の低下、修復費用等により、当社

の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

⑬法的規制について 

当社の本社工場の所在地は、鹿児島県出水市の高尾野工業団地内にあり、工場立地法の適用を受けております。ま

た、熊本事業所も熊本県菊池郡大津町の大津南部工業団地内にあり、工場立地法の適用を受けております。建物等の

面積は、敷地面積の大きさによる制約を受けております。 

 市場の需要の大幅な増加に対応した設備投資を行えない場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があ

ります。 

⑭今後の設備投資計画について 

当社の顧客の業界の近年の傾向として製造設備が大型化してきております。このような中、今後、市場動向や外部

環境に対応していくため、設備投資規模も大きくなる可能性があります。 

  当社は大型化への対応を無条件にとる方針ではありませんが、既に決定している設備投資計画及び追加の設備投資

が予想どおりの受注及び生産に結びつかない場合、減価償却費や借入金等の増大により、当社の業績及び財務状況に

影響を与える可能性があります。 

⑮為替相場の変動について 

前事業年度より、ドル建てによる海外向けの受託加工を開始し、前事業年度の輸出比率は7.9％、当事業年度の輸出

比率は41.9％と増加しております。顧客との間で急激な為替変動時の価格見直しについては協議をおこなっておりま

す。 

  しかしながら、為替相場の変動状況によっては販売価格見直しが間に合わなかったり、販売時と入金時の為替相場

の変動による損失の計上や、外貨建資産負債の為替換算差損の計上が起こるなど、今後の当社の業績及び財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑯製品検収時期の変動による業績への影響について 

前事業年度より、液晶及び太陽電池製造装置の組立事業を開始しております。液晶及び太陽電池製造装置組立事業

に関して、顧客からの組立製品1台当たりの受注金額が、自社の事業規模から比較すると多額であり、かつ、装置の売

上計上は検収基準を採用しており、受注から検収までに長期間（6ヶ月～8ヶ月）が必要となると予想しております。 

  また、顧客の都合による設計変更や検収時期の変更等が発生した場合、売上計上時期が当初予定していた時期から

ずれることがあり、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑰減損会計について 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として事業所単位ごとの事業部を基本とした資産のグルーピング

を行っております。 当事業年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び稼

働率が著しく低下した状態が続いており回復する見込みがない資産並びに設備投資計画が凍結された建設仮勘定の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（266,075千円）として特別損失に計上しております。詳細

は、「４．財務諸表等 注記事項 （損益計算書関係）」をご参照ください。 

今後の市場環境の悪化等の要因により、当社の事業用資産が減損会計適用の検討対象となり、当社の事業所におい

て営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスになった場合や、保有する固定資産の市場

価格が著しく下落した場合など、固定資産の減損会計の適用により追加の特別損失の計上が必要となる可能性があり

ます。 

⑱受注のキャンセル発生による業績変動について 

受注キャンセルの過去の発生状況につきましては、1年に数件程度であり製造に要した費用は回収しておりました

が、平成20年12月に装置組立事業において、約545百万円のキャンセルが発生しました。顧客との契約において、キャ

ンセル案件について当社の負担した費用は支払われることになっております。しかしながら、当社の負担した費用

（材料代及び加工費）については今後の追加受注で利用可能性もあり、現在のところ、顧客へ請求は致しておりませ

んが、追加の受注時期が1年を超える可能性があるため、たな卸評価損を33,098千円計上しております。今後のキャン

セル発生の可能性につきましては、1台当たりの受注金額が高額で、生産期間の長い受注案件がキャンセルされた場

合、代替できる受注案件を生産工程に投入できなければ、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性がありま

す。 

⑲資金調達について 

当社は、平成20年８月期より、液晶及び太陽電池製造装置の組立事業を開始しており、多額の運転資金が必要とな

っております。運転資金の調達につきましては、金融機関との間で信頼関係を築いており、今後も運転資金及び設備

投資資金につきましては、調達可能と考えておりまますが、適切な時期に金融機関からの運転資金及び設備投資資金

を調達できない場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
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(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、前事業年度において39,864千円の営業損失を計上しており、当第２四半期累計期間においても184,279千円

の営業損失を計上するとともに242,902千円の四半期純損失を計上しました。そのため、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況が存在しており、平成21 年８月期第３四半期決算短信まで「継続企業の前提に関す

る注記」の記載をしておりました。また、平成22年８月期におきまして、通期では86百万円の営業利益計上を見込む

ものの年度前半には110百万円の営業損失を見込んでおります。 

当該状況を解消するため、平成22年８月期予算において、保守的な売上計画と、固定資産の減損を計上して減価償

却費を圧縮するほか全般的に低減された費用予算を策定いたしました。また、経営改善策を策定し確実に遂行するこ

とにより収益力の強化と財務体質改善を図ります。くわえて、取引金融機関と協調して改善計画を進めるなど良好な

関係を維持しております。 

これらの経営改善策の実施により、継続企業の前提に重要な不確実性は存在しないと判断し、「継続企業の前提に

関する注記」の記載を解消いたしましたが、前述した営業損失等の企業継続に関するリスク要因が存在しておりま

す。 
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 当社の事業の内容は、太陽電池、液晶及び半導体等の製造装置を構成している精密加工部品を製造する切削加工事業

と、太陽電池及び液晶等の製造装置を組み立てる装置組立事業であります。当社は鹿児島県出水市に２ヶ所と熊本県菊

池郡大津町に１ヶ所及び埼玉県朝霞市に１ヶ所の生産拠点があり、平成21年８月31日現在マシニングセンタ35台、ＮＣ

旋盤８台及びその他９台の合計52台の切削機械装置を保有しており、主に製造装置メーカーから精密加工部品の製造を 

受注しております。 

 また、単独で事業を営んでおり、親会社や関係会社はありません。 

なお、営業分野で「液晶分野」としてきた分野分けを社内区分の変更に伴って、今後は「FPD分野」に変更いたしま

す。  

  

 当社事業の系統図は、以下のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社は、基本理念として、以下の内容を掲げています。  

１.技術は究極を目指し 

２.競争と協調を尊び 

３.技術注力企業として社会に貢献する 

当社は、お客様が技術的に困られている部分に対して解決の手法を提供することで存在の価値を見出してきまし

た。技術的に困るということは一般に知られていない技術が必要であると考えられ、解決に向けては過去の手法を探

すのではなく、問題の本質的な部分を検討するところを特に重視して、その解決に向けて現段階で考えうる 良の技

術要素を選択できることを目指します。 

一般的に解決しがたい問題は、当然当社にとっても難しい課題となりますが、社内では、時には競い合いながら、

時には協力しながら課題に対峙していきます。 

当社は、経済を支える“モノづくり”の中で、モノづくりの源流である部品加工にこだわっていきます。そしてさ

まざまな分野で総合メーカーを支えられる企業となるために、先端技術と供給力を持つ「部品加工のリーディングカ

ンパニー」を目指します。  

(2）目標とする経営指標 

当社は、目標とする経営指標としてEBITDA(*1)を採用しております。。 

(*1)EBITDA は、国ごとの金利税率会計基準の違いによる見かけ上の企業の利益格差を 小限に抑える指標として利用

され、償却費を引く前の収益を表しますのでキャッシュフローベースでの収益力を示すものといえます。当社で

は、EBITDA を求める計算式として「EBITDA＝営業利益＋減価償却費」を採用しています。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、「部品加工のリーディングカンパニー」を目指すとした経営方針を踏まえ、精密切削加工技術を強化して

競争力を高めると共に、電子ビーム溶接、表面処理、装置組立、輸送などの各工程を自社で賄える「一貫生産」を目

指します。 

また、二酸化炭素削減を中心に地球温暖化の問題に注目が集まるなか、環境ビジネスは追い風を受けています。こ

れは一時的なことではなく将来に渡って長期的なことであると確信しています。しかもその傾向は国内に留まりませ

ん。いまや全世界に広まり始めています。当社は、環境保護に貢献する技術を提供し、地球環境へ配慮した事業分野

への取り組みを強化します。 

中期事業計画につきましては、平成20年７月９日開催の取締役会で、新たに平成20年８月期から平成23年８月期を

期間とする中期事業計画を改定しました。しかしながら、事業環境が大きく変化していることから、中期事業計画の

改定作業を行っております。新たな中期事業計画につきましては、現時点においても適切な中期の予想値を算出する

ことは極めて困難であると判断していることから、発表時期は未定とし、市場変動による数値計画根拠が明確になり

次第公表させていただきたいと考えております。 

(4）会社の対処すべき課題 

当社は、景気 悪期を乗り切り、今期以降の収益確保を可能にする事業体制とコスト構造を実現するため、「経営改

善計画」を実施しております。「経営改善計画」の詳しい内容は、平成21年４月８日開示の「平成21 年８月期 経営

改善計画の策定に関するお知らせ」をご参照ください。現在の「経営改善計画」の進捗につきましては、下記の通り

です。  

①人件費等経費の削減による固定費の圧縮 

役員報酬の減額と従業員の給与調整措置により、平成21年8月期第１四半期に対して、役員報酬を含めた人件費の 

合計額が平成21年8月期第２四半期から第４四半期までの四半期平均額で約21％の低減となっております。  

②生産管理の強化による原価低減 

装置組立事業の粗利率改善のため組立部品内製化と外部調達部品のルート拡大や価格引下げ交渉を行いコスト低減

策を実施しました。切削加工事業の生産性向上と切削不良防止のために、今期延81回の教育・研修を実施しました。

また、未熟練者には専任のOJT指導担当者を付け技能向上を図りました。なお、不良金額は平成21年8月期第1四半期

と比較し、第４四半期で約34%の減少となっております。 

③営業力の強化と情報のデータベース管理の強化  

営業担当取締役を関東事業所に常駐させ、装置組立事業の顧客対応に集中していた人的資源を社内人員の異動によ

り関東地区を中心に営業活動を強化いたしました。また、全社の営業情報はデータベースにより一元管理し、営業情

報を共有しながら、事業所単位にとらわれない全社営業を行いました。 

以上の結果、新規顧客の受注比率は第４四半期で全体の約15%となっています。 

④長期運転資金の調達による手許流動性の確保 

平成21年３月30日に株式会社日本政策金融公庫から長期運転資金として４億円を借入れにより調達し、当面の手許

流動性を確保しました。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 342,471 575,724

受取手形 276,802 57,651

売掛金 290,299 328,737

製品 13,764 7,092

原材料 1,841 185

未着品 25,720 －

仕掛品 419,384 76,029

前渡金 19,211 23

前払費用 12,158 16,152

繰延税金資産 19,104 －

未収入金 94,629 2,811

未収消費税等 56,121 17,519

その他 3,081 10,257

貸倒引当金 △364 △8,996

流動資産合計 1,574,226 1,083,188

固定資産   

有形固定資産   

建物 745,265 848,513

減価償却累計額 △75,925 △129,303

建物（純額） 669,339 719,209

構築物 59,640 60,472

減価償却累計額 △14,947 △26,219

構築物（純額） 44,692 34,253

機械及び装置 1,918,193 2,186,312

減価償却累計額 △600,554 △1,186,936

機械及び装置（純額） 1,317,639 999,375

車両運搬具 34,348 37,518

減価償却累計額 △20,272 △29,606

車両運搬具（純額） 14,075 7,911

工具、器具及び備品 26,243 28,698

減価償却累計額 △12,585 △18,739

工具、器具及び備品（純額） 13,658 9,958

土地 487,284 520,338

リース資産 － 28,600

減価償却累計額 － △4,574

リース資産（純額） － 24,025

建設仮勘定 177,306 160,002

有形固定資産合計 2,723,996 2,475,073
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 15,418 15,200

その他 270 251

無形固定資産合計 15,688 15,451

投資その他の資産   

出資金 101 101

長期貸付金 － 808

従業員に対する長期貸付金 3,185 1,681

差入保証金 238 236

貸倒引当金 － △1,376

投資その他の資産合計 3,524 1,451

固定資産合計 2,743,209 2,491,976

資産合計 4,317,436 3,575,164

負債の部   

流動負債   

支払手形 33,738 7,982

買掛金 315,115 197,370

短期借入金 200,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 319,216 416,020

リース債務 － 5,236

未払金 156,349 27,137

未払費用 27,875 25,804

未払法人税等 45,546 2,343

預り金 3,505 631

賞与引当金 6,000 －

受注損失引当金 32,000 24,000

その他 1,875 －

流動負債合計 1,141,221 806,527

固定負債   

長期借入金 1,795,102 2,127,412

リース債務 － 19,245

繰延税金負債 52,516 －

固定負債合計 1,847,618 2,146,657

負債合計 2,988,839 2,953,184
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 507,400 507,500

資本剰余金   

資本準備金 497,400 497,500

資本剰余金合計 497,400 497,500

利益剰余金   

利益準備金 500 500

その他利益剰余金   

特別償却準備金 74,948 －

繰越利益剰余金 242,473 △383,519

利益剰余金合計 317,921 △383,019

株主資本合計 1,322,721 621,980

新株予約権 5,875 －

純資産合計 1,328,596 621,980

負債純資産合計 4,317,436 3,575,164
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,170,583 2,007,123

売上原価   

製品期首たな卸高 9,095 13,764

当期製品製造原価 965,125 2,331,353

合計 974,221 2,345,118

他勘定振替高 7,270 22,208

製品期末たな卸高 13,764 7,092

製品売上原価 953,186 2,315,816

売上総利益 217,397 △308,693

販売費及び一般管理費   

役員報酬 47,828 42,153

給与手当 55,878 45,912

福利厚生費 14,447 11,585

賞与引当金繰入額 966 －

旅費及び交通費 26,126 23,478

減価償却費 5,993 6,439

支払手数料 53,604 50,322

租税公課 16,958 6,505

貸倒引当金繰入額 163 8,117

研究開発費 － 14,088

その他 35,296 29,229

販売費及び一般管理費合計 257,262 237,832

営業損失（△） △39,864 △546,526

営業外収益   

受取利息 1,228 535

受取配当金 2 2

受取助成金 1,025 7,048

保険差益 455 －

為替差益 － 79,078

受取手数料 410 3,430

その他 335 1,284

営業外収益合計 3,457 91,377

営業外費用   

支払利息 20,444 41,731

支払手数料 5,690 51

その他 2,664 3,940

営業外費用合計 28,799 45,723

経常損失（△） △65,206 △500,872
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 

 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

特別利益   

補助金収入 92,325 27,378

保険解約益 3,869 －

新株予約権戻入益 － 5,875

過年度不動産取得税免除益 － 2,417

特別利益合計 96,194 35,670

特別損失   

固定資産除却損 2,814 －

減損損失 － 266,075

特別損失合計 2,814 266,075

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 28,173 △731,276

法人税、住民税及び事業税 45,077 4,244

法人税等還付額 △1,970 △1,167

法人税等調整額 △22,384 △33,412

法人税等合計 20,721 △30,334

当期純利益又は当期純損失（△） 7,452 △700,941
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 （注）１ 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

※２ 労務費には賞与引当金繰入額を前事業年度5,034千円含めております。当事業年度は、賞与引当金繰入額は

ありません。 
※３ 経費には受注損失引当金繰入額を前事業年度22,000千円含めており、当事業年度は、8,000千円の戻入額が

含まれております。 

製造原価明細書

    
第21期 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21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 
（％） 

Ⅰ 材料費    416,988  30.8  760,222  38.2

Ⅱ 労務費 ※２  252,289  18.6  342,049  17.2

Ⅲ 経費 ※３  686,712  50.6  885,726  44.6

（うち外注費）    (173,673)        (193,131)   

（うち減価償却費）    (303,893)        (491,300)   

当期総製造費用    1,355,990  100.0  1,987,998  100.0

期首仕掛品たな卸高    28,520        419,384   

合計    1,384,510        2,407,383      

期末仕掛品たな卸高    419,384        76,029      

当期製品製造原価    965,125        2,331,353      

                           

－ 16 －

株式会社マルマエ(6264) 平成21年８月期 決算短信(非連結)



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 507,150 507,400

当期変動額   

新株の発行 250 100

当期変動額合計 250 100

当期末残高 507,400 507,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 497,150 497,400

当期変動額   

新株の発行 250 100

当期変動額合計 250 100

当期末残高 497,400 497,500

資本剰余金合計   

前期末残高 497,150 497,400

当期変動額   

新株の発行 250 100

当期変動額合計 250 100

当期末残高 497,400 497,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 500 500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500 500

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 92,763 74,948

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △17,815 △74,948

当期変動額合計 △17,815 △74,948

当期末残高 74,948 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 217,205 242,473

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 17,815 74,948

当期純利益 7,452 △700,941

当期変動額合計 25,267 △625,992

当期末残高 242,473 △383,519
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 310,469 317,921

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 7,452 △700,941

当期変動額合計 7,452 △700,941

当期末残高 317,921 △383,019

株主資本合計   

前期末残高 1,314,769 1,322,721

当期変動額   

新株の発行 500 200

当期純利益 7,452 △700,941

当期変動額合計 7,952 △700,741

当期末残高 1,322,721 621,980

新株予約権   

前期末残高 － 5,875

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,875 △5,875

当期変動額合計 5,875 △5,875

当期末残高 5,875 －

純資産合計   

前期末残高 1,314,769 1,328,596

当期変動額   

新株の発行 500 200

当期純利益 7,452 △700,941

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,875 △5,875

当期変動額合計 13,827 △706,616

当期末残高 1,328,596 621,980
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 28,173 △731,276

減価償却費 309,886 497,739

固定資産除却損 2,814 －

減損損失 － 266,075

貸倒損失 － 1,237

貸倒引当金の増減額（△は減少） 163 10,008

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,618 △6,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 22,000 △8,000

株式報酬費用 5,875 －

新株予約権戻入益 － △5,875

受取利息及び受取配当金 △1,230 △537

支払利息 20,444 41,731

株式交付費 － 54

為替差損益（△は益） △6,400 △17,371

売上債権の増減額（△は増加） △253,208 180,713

たな卸資産の増減額（△は増加） △421,658 377,404

仕入債務の増減額（△は減少） 286,474 △143,499

未収消費税等の増減額（△は増加） △56,121 38,601

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,911 －

その他 △86,915 77,557

小計 △154,997 578,564

利息及び配当金の受取額 1,207 553

利息の支払額 △23,203 △39,664

法人税等の還付額 3,051 2,189

法人税等の支払額 △65,840 △45,383

営業活動によるキャッシュ・フロー △239,781 496,259

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 △1,496,282 △597,589

無形固定資産の取得による支出 △7,389 △7,928

従業員長期貸付金の貸付による支出 △30,000 △800

従業員長期貸付金の回収による収入 25,383 781

貸付金の回収による収入 － 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,508,288 △605,518

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 400,000 726,230

短期借入金の返済による支出 △200,000 △826,230

長期借入金の借入れによる収入 1,500,000 780,000

長期借入金の返済による支出 △213,306 △350,886

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4,118

株式の発行による収入 500 145

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,487,194 325,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,400 17,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △254,475 233,253

現金及び現金同等物の期首残高 596,946 342,471

現金及び現金同等物の期末残高 342,471 575,724
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重要な会計方針

項目 
第21期 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８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、未着品 

個別法による原価法 

製品、仕掛品、未着品 

  個別法による原価法（貸借対照表価額は
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定） 

  原材料 

移動平均法による原価法 

原材料 

  移動平均法による原価法（貸借対照表
価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定） 

 （会計方針の変更）  
当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 
平成18年７月５日公表分）を適用してお
ります。 

これによる、損益に与える影響はあり
ません。 

  

２．固定資産の減価償却の方
法 

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 

有形固定資産（リース資産を除く） 
 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～9年 

  

（追加情報） 

機械装置については、従来、耐用年数

を２～13年としておりましたが、当事業

年度より、２～９年に変更しておりま

す。 

これは、平成20年度の税制改正を契機

に耐用年数を見直したことによるもので

あります。 

これにより、当事業年度の営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失は、それ

ぞれ32,382千円増加しております。 

  無形固定資産 

自社利用目的のソフトウエア 

 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。

無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法 
 なお、自社利用目的のソフトウェアに
ついては、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。 

       ―――――――― 

  

  

リース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引のうち、リース取引開始日が平
成20年８月31日以前のリース取引につい
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。 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。  

株式交付費 

同左 

４．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 

  (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。 

(2）    ―――――――― 
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  (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。 

(3）受注損失引当金 

同左 

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。 

―――――――― 

  

  

  

（会計方針の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、従来、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し
たが、当事業年度より「リース取引に関
する会計基準」（企業会計基準第13号
（平成５年６月17日（企業会計審議会第
一部会）、平成19年３月30日改正））及
び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第16号
（平成６年１月18日（日本公認会計士協
会 会計制度委員会）、平成19年３月30
日改正））を適用し、通常の売買取引に
係る方法に準じた会計処理によっており
ます。 

なお、リース取引開始日が適用初年度
開始前の所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引については、引き続き通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理を
適用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微で
あります。  

６．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 

７．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 

税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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表示方法の変更

第21期 
（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

（貸借対照表） 

1．前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており
ました「未収入金」は、資産の総額の100分の1を超えた
ため区分揚記しております。 
 なお、前期における「未収入金」の金額は2,305千円
であります。  

―――――――― 

（損益計算書） 

1．前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお
りました「保険差益」は、営業外収益の合計額の100分
の10を超えたため区分揚記しております。 
 なお、前期における「保険差益」の金額は163千円で
あります。  

―――――――― 

追加情報

第21期 
（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

 重要な設備投資 

１．平成20年7月16日の取締役会において、製造装置メ
ーカーからの更なる需要拡大及び大型化要望に対応する
ため、当社熊本事業所敷地内及び本社隣接地に加工工場
を増設し、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 
  熊本事業所  380百万円（既支出額 12百万円） 
  本社隣接地  850百万円（既支出額 132百万円） 

  

② 導入時期 
   ＜熊本事業所＞ 
   着工時期 平成20年７月 
   竣工時期 平成20年９月 
   稼動時期 平成20年10月 
  ＜本社隣接地＞ 
   着工時期 平成21年１月 
   竣工時期 平成21年３月 
   稼動時期 平成21年６月  
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注記事項

（貸借対照表関係）

第21期 
（平成20年８月31日） 

第22期 
（平成21年８月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

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  

建物 千円669,339 ( 千円)587,122

構築物 千円44,692 ( 千円)44,019

機械及び装置 千円841,079 ( 千円)841,079

土地 千円487,284 ( 千円)351,457

合計 千円2,042,396 ( 千円)1,823,678

担保付債務  

１年以内返済予定

長期借入金 
千円147,496 ( 千円)98,976

長期借入金 千円1,784,412 ( 千円)1,183,686

合計 千円1,931,908 ( 千円)1,282,662

担保資産  

建物 千円719,209 ( 千円)642,524

構築物 千円34,253 ( 千円)33,719

機械及び装置 千円721,970 ( 千円)721,970

土地 千円487,284 ( 千円)351,457

合計 千円1,962,717 ( 千円)1,749,670

担保付債務  

１年以内返済予定

長期借入金 
千円188,816 ( 千円)98,976

長期借入金 千円1,595,596 ( 千円)1,084,710

合計 千円1,784,412 ( 千円)1,183,686

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（ ）内書は工場抵当並びに当該債務

を示しております。 

※２．期末日満期手形 

４．         ―――――――― 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、当期末日は金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が当期末残高に含

まれております。 

受取手形   千円30,375

※２．         ――――――――  

３．当社は「装置組立事業」に係わる運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当事業年度
末の借入未実行残高は次の通りであります。 

当座貸越極度額 千円500,000

借入実行残高 千円200,000

差引額  千円300,000

３．当社は「装置組立事業」に係わる運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当事業年度
末の借入未実行残高は次の通りであります。 

当座貸越極度額 千円500,000

借入実行残高 千円100,000

差引額  千円400,000

※４．         ――――――――  ※４．減価償却累計額には減損損失累計額が含まれてい

ます。     
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（損益計算書関係）

第21期 
（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

※１．他勘定振替高は有形固定資産6,693千円、製造経費

577千円であります。 

※１．他勘定振替高は販売費及び一般管理費14,088千円、

有形固定資産6,833千円、製造経費1,286千円であり

ます。 

※２．固定資産除却損は、構築物2,341千円、工具器具備

品473千円であります。 
※２．         ―――――――― 

※３．           ――――――――  ※３．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産及び資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

て事業所単位ごとの事業部を基本とした資産のグルーピ

ングを行っております。 
 当事業年度において、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスである資産グループ及び稼働率が著しく低

下した状態が続いており回復する見込みがない資産並び

に設備投資計画が凍結された建設仮勘定の帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定してお

ります。 
 正味売却価額は不動産については不動産鑑定評価額を

基礎に処分費用見込額を控除した額、その他固定資産に

ついては第三者の見積り買取価格等によっておりま

す。    

場所 用途 種類 金額(千円）

埼玉県 事業用資産 

建物  1,047

機械及び装置  77,646

工具、器具及び

備品 

 411

無形固定資産  1,162

合計  80,267

鹿児島

県 

事業用資産 機械及び装置  15,413

  

熊本県 

事業用資産 機械及び装置 86,683

遊休資産 建設仮勘定  83,710

 合計  266,075

266,075
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第21期（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加9,258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
よる増加9,248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10株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上記の内容については、（ストック・オプション等関係）に記載しております。  

第22期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加４株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加４株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上記の内容については、（ストック・オプション等関係）に記載しております。なお、第７回新株予約権（平成20

年３月25日取締役会決議に基づく発行）につきましては、当第２四半期会計期間において新株予約権の全部（100
個）を無償取得し、平成21年2月24日開催の取締役会の決議に基づき新株予約権全部を消却しております。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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  9,248  9,258  －  18,506

合計  9,248  9,258  －  18,506

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 

（千円） 
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  ストック・オプションとして

の新株予約権 
 － －  －   － －   5,875

 合計  － －  － － －  5,875

  
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  18,506  4  －  18,510

合計  18,506  4  －  18,510

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 

（千円） 
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  ストック・オプションとして

の新株予約権 
 － － － － －  －

 合計  － － － － －  －

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第21期 
（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８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20年８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21年８月31日現在） 

現金及び預金 千円342,471

現金及び現金同等物 千円342,471

現金及び預金 千円575,724

現金及び現金同等物 千円575,724
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（リース取引関係）

第21期 
（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21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 

(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 

  

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(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 

(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。 

(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。 

（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。 

  
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  42,675  88,674

合計  131,350  42,675  88,674

１年内 千円18,382

１年超 千円72,823

合計 千円91,206

支払リース料 千円20,524

減価償却費相当額       千円18,764

支払利息相当額     千円2,610

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リース資産の内容 

   主として切削加工事業のマシニングセンター（機械

装置）であります 

 ②リース資産の減価償却の方法  

    重要な会計方針２．「固定資産の減価償却費の方

法」に記載のとおりであります。 

     なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が、平成20年８月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります 
(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） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  131,350  61,439  69,910

合計  131,350  61,439  69,910

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円18,864

１年超 千円53,959

合計 千円72,823

(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 千円20,524

減価償却費相当額 千円18,764

支払利息相当額 千円2,141

(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 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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第21期（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 該当事項はありません。 

第22期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

第21期（自 平成19年９月１日 至 平成20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。 

第22期（自 平成20年９月１日 至 平成21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。 

第21期（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 該当事項はありません。 

第22期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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第21期（自 平成19年９月１日 至 平成20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 

製造費用           2,056千円 

販売管理費及び一般管理費   3,818千円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。  

（ストック・オプション等関係）

  
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 1,300株 普通株式 266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。 

  
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 34株 普通株式 126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。 
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（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式
数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式
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 82株 普通株式 ６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。 

  
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) 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。 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 第21期において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

    
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 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    870  226

権利確定    －  －

権利行使    －  10

失効    －  －

未行使残    870  216

    
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 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  98

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  98

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    34  －

権利確定    －  98

権利行使    －  －

失効    －  －

未行使残    34  98
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（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式数

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 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    80  6

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    80  6

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    －  －

権利確定    80  6

権利行使    －  －

失効    16  －

未行使残    64  6

    
第７回 

平成20年ストック・オプション 

権利確定前 （株）      

前事業年度末    －

付与    200

失効    －

権利確定    －

未確定残    200

権利確定後 （株）      

前事業年度末    －

権利確定    －

権利行使    －

失効    －

未行使残    －
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② 単価情報 

(注) 権利行使価格については、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による調整後の１株当たりの
価格を記載しております。  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当事業年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとお
りであります。 

① 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．平成18年12月26日に東京証券取引所マザーズに上場いたしましたが、公開後の日が浅く、十分

な量の株価情報を収集することが困難であるため、類似する企業に関する株価情報に基づき株価

変動性を見積り、不足する情報量を補い算定しております。 
２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．平成18年８月期及び平成19年８月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。  

  

    
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 

権利行使価格 （円）  50,000  50,000

行使時平均株価 （円）  －  363,000

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －

    
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 

権利行使価格 （円）  180,000  210,500

行使時平均株価 （円）  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －

    
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 

権利行使価格 （円）  215,500  215,500

行使時平均株価 （円）  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －

    
第７回 

平成20年ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  353,430

行使時平均株価 （円）  －

公正な評価単価（付与日） （円）  141,005.63

  平成20年ストック・オプション 

 株価変動性（注）１．                   57.77％ 

 予想残存期間（注）２．              5.96年 

 予想配当（注）３．             0 円／株 

 無リスク利子率（注）４．              0.84％ 
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第22期（自 平成20年９月１日 至 平成21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 

特別利益           5,875千円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。  

  

  
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 1,300株 普通株式 266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。 

  
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 34株 普通株式 126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。 
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（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式
数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。なお、第７回新株予約権（平成20年３月25日取締役会決議に基づく発行）

につきましては、当第２四半期会計期間において新株予約権の全部（100個）を無償取得し、平成21年2月24
日開催の取締役会の決議に基づき新株予約権全部を消却しております。  

  

  
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 82株 普通株式 ６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。 

  
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) 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。 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 第21期において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

    
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 

権利確定前 （株）    

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）        

前事業年度末    870  216

権利確定    －  －

権利行使    －  4

失効    －  4

未行使残    870  208

    
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 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    34  98

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    4  12

未行使残    30  86
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（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式

数に換算して記載しております。 

（注） 上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による分割後の株式数

に換算して記載しております。なお、第７回新株予約権（平成20年３月25日取締役会決議に基づく発行）につ

きましては、当第２四半期会計期間において新株予約権の全部（100個）を無償取得し、平成21年2月24日開催

の取締役会の決議に基づき新株予約権全部を消却しております。 

    
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 

権利確定前 （株）       

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    64  6

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    12  －

未行使残    52  6

    
第７回 

平成20年ストック・オプション 

権利確定前 （株）      

前事業年度末    200

付与    －

失効    200

権利確定    －

未確定残    －

権利確定後 （株）  

前事業年度末    －

権利確定    －

権利行使    －

失効    －

未行使残    －
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② 単価情報 

(注) 権利行使価格については、平成19年12月１日付株式分割(普通株式１株につき２株)による調整後の１株当たりの

価格を記載しております。なお、第７回新株予約権（平成20年３月25日取締役会決議に基づく発行）につきまし

ては、当第２四半期会計期間において新株予約権の全部（100個）を無償取得し、平成21年2月24日開催の取締役
会の決議に基づき新株予約権全部を消却しております。  

    
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 

権利行使価格 （円）  50,000  50,000

行使時平均株価 （円）  －  98,000

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －

    
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 

権利行使価格 （円）  180,000  210,500

行使時平均株価 （円）  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －

    
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 

権利行使価格 （円）  215,500  215,500

行使時平均株価 （円）  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －

    
第７回 

平成20年ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  353,430

行使時平均株価 （円）  －

公正な評価単価（付与日） （円）  141,005.63
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第21期（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 該当事項はありません。 

第22期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

第21期 
（平成20年８月31日） 

第22期 
（平成21年８月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 2,424

未払事業税否認 3,582

未払費用否認 334

受注損失引当金 12,928

その他 1,793

繰延税金資産合計 21,063

繰延税金負債     

特別償却準備金 △50,804

その他 △3,671

繰延税金負債合計 △54,475

繰延税金負債の純額 △33,412

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 129,771

減損損失 94,085

たな卸資産評価損 26,477

受注損失引当金 9,696

貸倒引当金  4,190

その他 89

繰延税金資産小計 264,310

評価性引当額  △263,041

繰延税金資産合計  1,269

繰延税金負債     

前払労働保険料 △1,269

繰延税金負債合計 △1,269

繰延税金負債の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率  ％40.4

（調整）   

交際費  3.7

役員報酬  3.2

還付事業税等  △7.0

住民税均等割  13.1

留保金課税  6.8

株式報酬費用  8.5

外形標準課税  3.3

法定実効税率変更による影響  1.8

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  73.6

 税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略

しています。 

３．法定実効税率の変更 

 当期に出水市の法人税割の税率が前期の12.4％から

14.7％に変更になったため、法定実効税率が前期の
39.8％から40.4％に変更になりました。 

 これにより、流動資産の繰延税金資産が283千円増加

し、固定負債の繰延税金負債が779千円増加し、法人税

等調整額が496千円増加しております。 

３．      ―――――――――― 

（持分法損益等）
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第21期（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

該当事項はありません。 

第22期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

   財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）当社の日本政策金融公庫からの銀行借入（400,000千円、期限7年）につき、債務保証を受けたものであり、保証

料は支払っておりません。 

 

 （注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 前田俊一 － － 
当社代表取

締役 
（被所有） 
直接 ％ 54.8

当社債務の

保証 
債務被保証

 (注）  
 400,000 － －

（１株当たり情報）

    

項目 
第21期 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

１株当たり純資産額       71,475円29銭             33,602円39銭 

１株当たり当期純利益又は１株当た

り当期純損失（△） 
     402円88銭          円44銭 △37,876

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

      383円18銭 
 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。 
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 

 潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

項目 
第21期 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期

純損失（△） 
           

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  7,452  △700,941

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又は当期純損失

（△）（千円） 
 7,452  △700,941

期中平均株式数（株）  18,497  18,506

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益         －

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数   951  －

（うち新株予約権）  (951) (－)

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 

第７回新株予約権 200個 ― 
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（重要な後発事象）

第21期 
（自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日） 

第22期 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

１．当社は、借入等による資金調達を前提条件とした熊本

事業所の第2組立工場新設（460百万円）を想定してお

り、当該設備投資に関する取締役会決議は未了ですが、
平成20年9月26日の取締役会において、当該建設工事の工

期短縮のため責任限度額100百万円の範囲内での工事着手

の内示を建設業者に行うことを決議し、平成20年9月29日

に実行しております。 

        ――――――――――― 

  

２．平成20年11月19日開催の取締役会決議に基づき、下記

のとおり借入による資金調達を実行しました。 

(1) 資金使途 
  熊本事業所加工工場増設資金 

(2) 実施時期、返済期限 

  実施時期 平成20年11月21日 

  返済期限 平成30年10月31日 

  

(3) 借入先、借入金額、借入条件 

  借入先 株式会社鹿児島銀行 
  借入金額 380百万円 

  利率 短期プライムレート連動基準金利－0.675％ 

  返済条件 元金均等、毎月分割返済 

(4) 担保提供資産 

  熊本事業所の機械装置の一部 
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 ・退任予定取締役 

  取締役 小林 清  （社外取締役）  

(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製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

当事業年度の受注状況を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．その他

区分 
当事業年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

対前年増減率（％） 

精密切削加工事業  小計   839,578  △27.2

液晶製造装置関連部品（千円）   581,942  △14.4

太陽電池製造装置関連部品（千円）  60,268  △66.8

半導体製造装置関連部品（千円）  148,498  △40.0

その他（千円）  48,869  9.1

装置組立事業 小計   1,105,345  －

太陽電池製造装置（千円）   832,750  －

液晶製造装置（千円）   272,595  －

合計（千円）  1,944,923  65.3

区分 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

受注高 
  （千円） 

対前年増減率 
（％） 

受注残高 
（千円） 

対前年増減率 
（％） 

精密切削加工事業  小計    590,896  △41.9  87,766  △75.8

液晶製造装置関連部品（千円）   370,557  △40.6  65,007  △78.2

太陽電池製造装置関連部品（千円）  37,761  △18.2  8,168  △74.3

半導体製造装置関連部品（千円）  132,260  △53.1  11,478  △62.0

その他（千円）  50,316  △115.4  3,112  104.1

装置組立事業 小計    △273,458  －  81,061  △94.5

太陽電池製造装置（千円）    △546,054  36.8  81,061  △94.5

液晶製造装置（千円）   272,595  －  －  －

合計（千円）  317,437  △11.0  168,827  △90.8
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③ 販売実績 

  当事業年度の販売実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 減価償却費の予想値 

「４．財務諸表 追加情報」及び「４．財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載されている設備投資をお

こなった場合の既存設備も含めた翌事業年度の減価償却費の予想値は次のとおりであります。 

  

区分 
当事業年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

対前年増減率（％） 

精密切削加工事業  小計   878,732  △24.2

液晶製造装置関連部品（千円）   604,080  △9.1

太陽電池製造装置関連部品（千円）  61,338  △66.2

半導体製造装置関連部品（千円）  150,953  △38.9

その他（千円）  62,360  △9.8

装置組立事業 小計    1,128,390  －

太陽電池製造装置（千円）     855,795  －

液晶製造装置（千円）   272,595  －

合計（千円）  2,007,123  71.5

区分 

第23期 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

本社 熊本事業所 関東事業所 合計  

減価償却
額 

（千円） 

対前年 
増減率 
（％） 

減価償却
額 

（千円）

対前年 
増減率 
（％） 

減価償却
額 

（千円）

対前年 
増減率 

（千円） 

減価償却
額  

（千円） 

対前年 
増減率 
（％） 

製造経費のうちの減価

償却費 
 223,490  △37.9  92,737  △49.7  15,739  △81.0  331,966  △47.1

販売費及び一般管理費

のうちの減価償却費 
 3,088  △34.5  485  －  472  22.9  4,045  △20.7

合計  226,578  △37.8  93,222  △49.4  16,211  △80.6  336,011  △40.9
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