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1.  21年9月期の業績（平成20年10月1日～平成21年9月30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9月期 4,239 △58.4 △851 ― △909 ― △557 ―
20年9月期 10,200 9.6 744 3.2 651 1.9 421 4.8

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9月期 △87.95 ― △11.7 △8.1 △20.1
20年9月期 65.79 ― 8.5 5.2 7.3

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  ―百万円 20年9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9月期 9,860 4,421 44.8 697.79
20年9月期 12,640 5,077 40.2 801.22

（参考） 自己資本   21年9月期  4,421百万円 20年9月期  5,077百万円

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9月期 0 △32 △550 991
20年9月期 △39 35 122 1,575

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9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 95 22.8 1.9
21年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年9月期 

（予想）
― 0.00 ― 5.00 5.00 14.4

3.  22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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

3,147 220.9 △91 ― △123 ― △78 ― ―

通期 8,276 195.2 498 ― 388 ― 220 ― 34.73
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、18ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失の算定の基礎となる株式数については、36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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期 6,450,000株 20年9月期 6,450,000株
② 期末自己株式数 21年9月期  113,153株 20年9月期  113,112株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  （将来に関する記述等についてのご注意） 
  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 
 する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
  詳細は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の後退や円高により、外需に依存する

国内生産は一部の企業は回復傾向にあるものの、依然として厳しい状況が続いておりますが、世界的な景気全般と

しては各国の経済対策によりアジアを中心に持ち直しつつある中で推移いたしました。 

 プリント配線板業界におきましては、IT関連製品、エレクトロニクス製品全般にわたり企業業績は依然厳しいも

のの、在庫調整の一段落と需要拡大から、下期には取引先の工場稼働率が上昇してまいりました。 

 当社の主力製品であります露光装置は、中国市場での回復が顕著であったものの、上期の不調が大きく影響し、

通期では販売台数、販売金額とも前年を大幅に下回る結果となりました。 

 また、自動化装置につきましては、国内取引先の稼働率が復調せず、新規受注がない結果となりました。 

 このため、売上高は、露光装置・自動化装置等が大幅に減少した結果、前年同期比で5,960,579千円の減少とな

りました。 

 利益面におきましては、人件費を始めとする固定費の圧縮や研究開発費等の経費削減を行ったものの、売上高の

減少が大きく、大幅な減収減益という結果となりました。 

 以上の結果、売上高につきましては4,239,759千円（前年同期比58.4％減）となり、営業損失は851,089千円（前

年同期は744,850千円の営業利益）、経常損失は909,760千円（前年同期は651,114千円の経常利益）、当期純損失

は557,328千円（前年同期は421,383千円の当期純利益）となりました。 

  

 ② 次期の見通し 

 当社露光装置のマーケットはアジア地域に集約されており、現在は中国、韓国を軸に回復基調にあります。受

注、引き合いとも当期下期から復調傾向にあり、次期には一段と回復が強まるものと予想されます。 

 当社といたしましては、投影式露光装置や直描式露光装置等の販売拡大を図り、今後更なる原価低減・経費圧縮

等に取り組み、業績の回復に努めて赤字経営からの脱却を図ります。 

 なお、通期の業績見通しは、売上高8,276百万円（前年同期比95.2％増）、営業利益498百万円（前年同期は851

百万円の営業損失）、経常利益388百万円（前年同期は909百万円の経常損失）、当期純利益220百万円（前年同期

は557百万円の当期純損失）であります。 

  

  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度の財政状態は、前事業年度末に比べ以下のとおりとなりました。  

(資産) 

 流動資産は、前事業年度末に比べて2,619,828千円減少し、6,263,535千円となりました。これは、現金及び預金

が573,352千円、受取手形及び売掛金が1,614,689千円、たな卸資産が436,178千円減少したことなどによるもので

す。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて159,752千円減少し、3,597,246千円となりました。  

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて2,779,581千円減少し、9,860,781千円となりました。  

(負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べて2,879,037千円減少し、2,210,343千円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が1,315,613千円、短期借入金が1,404,000千円、未払法人税等が180,789千円減少したことなどによるもの

です。  

 固定負債は、前事業年度末に比べて754,892千円増加し、3,228,617千円となりました。これは、長期借入金が

847,656千円増加し、社債が100,000千円減少したことなどによるものです。 

 この結果、負債合計は前事業年度末に比べて2,124,145千円減少し、5,438,961千円となりました。  

(純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて655,435千円減少し、4,421,819千円となりました。これは、主に当期純損

失557,328千円の計上と配当金支払により、利益剰余金が652,381千円減少したことなどによるものです。 

   

１．経営成績
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 ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失893,269千円の計上並び

に仕入債務1,304,301千円の減少、有形固定資産の取得が74,550千円、借入金の返済2,354,523千円等による資金支

出がありましたが、売上債権が1,597,464千円、たな卸資産が436,178千円減少し、運転資金の調達による借入金収

入2,044,000千円等による資金収入があり、当事業年度の残高は991,836千円となりました。 

 また、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） 

 当事業年度において営業活動の結果支出した資金は、646千円(前期に対して38,444千円の増加)となりました。 

 これは、主に税引前当期純損失893,269千円の計上、仕入債務1,304,301千円の減少による資金支出がありました

が、売上債権が1,597,464千円、たな卸資産が436,178千円減少したことと減価償却費327,591千円の計上により資

金が増加したことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、投資活動の結果支出した資金は、32,370千円(前期に対して67,402千円の減少)となりまし

た。 

 これは、貸付金の回収による収入55,000千円の資金増加がありましたが、長岡工場の機械及び備品設備購入等に

よる有形固定資産の取得74,550千円などの資金が減少したことが主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当事業年度において、財務活動の結果支出した資金は、550,335千円(前期に対して672,613千円の減少)となりま

した。 

 これは、運転資金の調達による借入金収入2,044,000千円の資金増加がありましたが、短期借入金の純減

1,404,000千円並びに長期借入金の返済950,523千円と社債の定時償還100,000千円により資金が減少したことが主

な要因であります。 

   

 なお、直近２事業年度におけるキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。 

（注）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 

    債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

 ２．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債の内、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 ３．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

 ４．利払いは、損益計算書の支払利息、社債利息を使用しております。 

 ５．直近２事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは損失（マイナス）のため、債務償還年数とインタレス

ト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

しては、企業体質の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を安定的かつ継

続的に行うという基本方針をとってまいりました。 

 しかしながら、当期につきましては、当期純損失を計上することとなり、上記方針に則り、誠に遺憾ではござい

ますが、配当を見送らせていただくことといたしました。次期につきましては、業績の回復に努め、期末配当金と

して１株につき５円を予定しております。 

      平成20年９月     平成21年９月 

自己資本比率（％）  40.2  44.8

時価ベースの自己資本比率  14.5  13.0

債務償還年数  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －
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 近の有価証券報告書（平成20年12月22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。 

  

(1）経営の基本方針   

 当社は、「心をもって人材を育成する、心をもって商品開発する、心をもって会社・社会のために貢献する」

ことを経営理念としております。 

  

  ①優秀な製品と徹底したサービスの提供により事業の拡大を図る。 

  ②ＦＡのシステムメーカーとして、要素技術の確立に力をそそぐ。 

   （レーザーセンサー、画像処理技術、制御技術、超精密メカ、光学等） 

  ③普遍性のある技術と複合化に力を入れる。 

  ④商品の差別化で発展する。 

  

  上記を経営方針に掲げ、事業を展開しております。 

  

(2) 目標とする経営指標 

    当社は、経常利益の増大及び売上高経常利益率の向上を経営指標としております。また、事業を拡大しながら、

資産のスリム化及び有利子負債比率の減少に努め、株主資本利益率の向上を図ることを経営の重要課題と位置づけ

ております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  1)主力事業の収益力強化 

   市場構造の変化に合わせ、 適な資源配分を行うことで、主力製品である露光装置の収益力強化だけでなく、成長

機会の拡大やリスク分散を実現する。スピード、コスト、品質において世界トップクラスの競争力を維持する。  

 （ハイエンドモデル）圧倒的な技術優位性による新製品開発 

 （ミドルクラスモデル）技術優位性とコストのバランス 

 （ローエンドモデル）コストダウンの徹底 

  

 2)新規事業の本格展開 

  創業より培ったＦＡ装置製造技術を生かし、 先端技術への関与、周辺ビジネスへの展開により新たな収益確保 

 をねらう。積極的な事業提携（Ｍ＆Ａも視野）により、製造ノウハウの獲得、販売経路の拡大を推進する。 

（自動成形ライン）コストダウンと機能向上により安定供給  

（金型事業）製造ノウハウの蓄積とコストダウン 

（その他）シナジー効果を生む新たな事業の創出 

  

 3)組織体制の確立 

 ①販売代理店網の強化拡充 

 ②社会変化に柔軟に対応しうる経営体質、効率的な経営システムの充実 

  ・内部統制システムの充実 

  ・リスク管理体制の充実 

 ③組織・人事の活性化 

  ・社会変化に対応できるフレキシブルな組織運営と組織の効率化、戦略的な人員配置 

  ・戦略的賃金体系の導入 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(4) 会社の対処すべき課題  

 今後のわが国経済の見通しにつきましては、世界的な金融不安による景気の低迷が当面続くものと推察されます。

しかしながら、当社の主力製品である露光装置のマーケットはアジア地域に集約されており、現在は中国・韓国を軸

に回復基調にあります。受注・引き合いとも当事業年度下期から復調傾向にあり、第27期には一段と回復が強まるも

のと予想されます。当社といたしましては、投影式露光装置や直描式露光装置等の販売拡大を図り、今後更なる原価

低減・経費圧縮等に取り組み、業績の回復に努めて赤字経営からの脱却を図ってまいります。 

 当社では、次の３点を重要課題として認識し、取り組んでおります。 

  

 ①経営環境の変化への対応  

  プリント配線板業界は、デジタル機器等エレクトロニクス関連製品の需要動向に左右されやすい業界でありま

す。 

 露光装置は、プリント配線板メーカーの設備投資計画の動向に左右されますが、当社は、マーケット動向を先

取りした販売戦略を迅速に実行することにより、経営環境の変化に対応する所存であります。 

 ②開発・技術力の向上 

   プリント配線板業界は、デジタル機器等の機能向上に伴い、絶え間ない技術革新が必要とされる業界でありま

す。 

 当社は、露光装置をはじめとする製品におきまして常に技術優位性を確保し、他社に先駆けた新機能を搭載し

た新製品を市場に投入することが不可欠と考えております。そのために、当社は市場ニーズにマッチした新製品

をタイムリーに開発する体制を構築し、競合他社との差別化のための要素技術の向上に努めてまいります。 

 ③新規事業戦略の創造 

     当社では、売上高の75.0％が露光装置ならびに関連品によって占められております。露光装置に依存する体質

は、経営資源を露光装置に集中できる強味でもありますが、プリント配線板市場の景気変動を大きく受けやすい

のが弱味であるとも認識しております。 

 今後は、第２の事業の柱として尽力しております自動化装置や金型事業につきましても、生産体制および販売

体制の一層の強化に努めてまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所に平成20年11月14日付で開示致しました「コーポ

レート・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。 

(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。 

  

株式会社アドテックエンジニアリング(6260)平成21年9月期決算短信（非連結）

- 6 -



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  2,041,189 ※1  1,467,836

受取手形 216,147 9,560

売掛金 3,049,754 1,641,651

商品 35,300 4,382

原材料 648,923 769,996

仕掛品 2,378,299 1,851,964

前渡金 11,312 －

前払費用 47,398 32,153

繰延税金資産 232,487 445,938

未収還付消費税等 106,038 31,591

短期貸付金 55,000 －

その他 61,514 9,059

貸倒引当金 － △600

流動資産合計 8,883,363 6,263,535

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,115,819 3,117,549

減価償却累計額 △885,976 △1,039,877

建物（純額） ※1  2,229,842 ※1  2,077,671

構築物 345,904 345,904

減価償却累計額 △161,300 △193,195

構築物（純額） ※1  184,603 ※1  152,709

機械及び装置 821,576 841,311

減価償却累計額 △560,761 △641,379

機械及び装置（純額） ※1  260,814 ※1  199,931

車両運搬具 5,412 9,910

減価償却累計額 △5,020 △2,880

車両運搬具（純額） 392 7,030

工具、器具及び備品 238,740 273,966

減価償却累計額 △175,799 △220,105

工具、器具及び備品（純額） ※1  62,940 ※1  53,860

土地 ※1  571,287 ※1  571,287

有形固定資産合計 3,309,882 3,062,492

無形固定資産   

ソフトウエア 42,110 26,749

その他 8,819 8,303

無形固定資産合計 50,930 35,052
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 32,142 26,320

出資金 89 92

長期前払費用 700 280

繰延税金資産 146,055 275,354

敷金及び保証金 101,984 101,028

その他 115,213 96,625

投資その他の資産合計 396,185 499,700

固定資産合計 3,756,998 3,597,246

資産合計 12,640,362 9,860,781

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,695,324 551,880

買掛金 274,009 101,839

短期借入金 ※2  1,404,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※2  918,211 ※2  1,164,032

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

リース債務 4,015 8,081

未払金 191,299 154,718

未払費用 37,267 24,868

未払法人税等 187,216 6,427

前受金 51,462 34,236

預り金 18,760 9,559

賞与引当金 98,000 32,300

製品保証引当金 87,962 22,401

設備関係支払手形 21,852 －

流動負債合計 5,089,381 2,210,343

固定負債   

社債 100,000 －

長期借入金 ※2  2,134,596 ※2  2,982,252

リース債務 15,246 20,478

退職給付引当金 25,989 38,125

役員退職慰労引当金 197,893 187,762

固定負債合計 2,473,725 3,228,617

負債合計 7,563,106 5,438,961
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,438,220 1,438,220

資本剰余金   

資本準備金 1,822,015 1,822,015

資本剰余金合計 1,822,015 1,822,015

利益剰余金   

利益準備金 5,400 5,400

その他利益剰余金   

別途積立金 788,561 788,561

繰越利益剰余金 1,066,552 414,170

利益剰余金合計 1,860,514 1,208,132

自己株式 △42,813 △42,819

株主資本合計 5,077,936 4,425,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,554 △5,008

繰延ヘッジ損益 874 1,280

評価・換算差額等合計 △680 △3,728

純資産合計 5,077,255 4,421,819

負債純資産合計 12,640,362 9,860,781
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

製品売上高 10,119,477 4,185,558

商品売上高 80,861 54,201

売上高合計 10,200,339 4,239,759

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 － －

当期製品製造原価 6,865,390 3,310,395

合計 6,865,390 3,310,395

他勘定振替高 ※1  18,738 ※1  24,793

製品期末たな卸高 － －

製品売上原価 6,846,652 3,285,601

商品売上原価   

商品期首たな卸高 65,038 35,300

当期商品仕入高 53,328 41,652

合計 118,367 76,952

商品期末たな卸高 35,300 4,382

商品売上原価 83,067 72,570

売上原価合計 6,929,719 ※7  3,358,172

売上総利益 3,270,619 881,587

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  2,525,768 ※2, ※3  1,732,677

営業利益又は営業損失（△） 744,850 △851,089

営業外収益   

受取利息 3,750 2,129

受取配当金 1,159 1,698

受取手数料 1,298 904

助成金収入 － 51,151

原子力立地給付金 14,625 17,047

保険金収入 1,942 －

法人税等還付加算金 741 488

為替差益 － 7,203

その他 253 1,306

営業外収益合計 23,770 81,927
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業外費用   

支払利息 89,519 89,935

手形売却損 5,792 6,164

社債利息 2,168 995

シンジケートローン手数料 11,000 37,100

コミットメントフィー 4,139 3,474

その他 4,888 2,928

営業外費用合計 117,507 140,597

経常利益又は経常損失（△） 651,114 △909,760

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 444 －

製品保証引当金戻入額 － 38,633

事故保険金収入 ※4  51,852 －

特別利益合計 52,297 38,633

特別損失   

固定資産除却損 ※5  190 ※5  194

ゴルフ会員権評価損 － 21,947

事故による損失 ※6  43,979 －

特別損失合計 44,170 22,142

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 659,241 △893,269

法人税、住民税及び事業税 280,599 4,718

法人税等調整額 △42,741 △340,659

法人税等合計 237,857 △335,941

当期純利益又は当期純損失（△） 421,383 △557,328
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※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    4,428,011  54.9  1,623,085  46.0

Ⅱ 労務費    1,497,936  18.6  911,161  25.8

Ⅲ 経費 ※１  2,139,052  26.5  993,207  28.2

当期総製造費用    8,065,000  100.0  3,527,454  100.0

期首仕掛品たな卸高    2,301,950    2,378,299   

合計    10,366,951    5,905,753   

期末仕掛品たな卸高    2,378,299    1,851,964   

他勘定振替高 ※２  1,123,261    743,393   

当期製品製造原価    6,865,390    3,310,395   

  前事業年度 当事業年度 

原価計算の方法 個別原価計算によっております。 同左 

項目 前事業年度 当事業年度 

外注加工費（千円）  1,227,709  288,853

減価償却費（千円）  317,228  323,694

旅費交通費（千円）  99,649  53,076

リース料（千円）  63,950  59,780

荷造運賃（千円）  83,978  48,119

項目 前事業年度 当事業年度 

販売費及び一般管理費（千円）            

  販売促進費（千円）  58,666  96,688

  製品保証費（千円）  173,836  53,188

  研究開発費（千円）  847,842  593,516

特別損失 
（事故による損失）（千円） 

 42,916  －

合計   1,123,261  743,393
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（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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,438,220 1,438,220

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,438,220 1,438,220

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,822,015 1,822,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,822,015 1,822,015

資本剰余金合計   

前期末残高 1,822,015 1,822,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,822,015 1,822,015

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 5,400 5,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,400 5,400

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 588,561 788,561

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 －

当期変動額合計 200,000 －

当期末残高 788,561 788,561

繰越利益剰余金   

前期末残高 941,919 1,066,552

当期変動額   

別途積立金の積立 △200,000 －

剰余金の配当 △96,750 △95,053

当期純利益又は当期純損失（△） 421,383 △557,328

当期変動額合計 124,633 △652,381

当期末残高 1,066,552 414,170

利益剰余金合計   

前期末残高 1,535,880 1,860,514
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △96,750 △95,053

当期純利益又は当期純損失（△） 421,383 △557,328

当期変動額合計 324,633 △652,381

当期末残高 1,860,514 1,208,132

自己株式   

前期末残高 － △42,813

当期変動額   

自己株式の取得 △42,813 △6

当期変動額合計 △42,813 △6

当期末残高 △42,813 △42,819

株主資本合計   

前期末残高 4,796,115 5,077,936

当期変動額   

剰余金の配当 △96,750 △95,053

当期純利益又は当期純損失（△） 421,383 △557,328

自己株式の取得 △42,813 △6

当期変動額合計 281,820 △652,388

当期末残高 5,077,936 4,425,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,745 △1,554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,300 △3,453

当期変動額合計 △3,300 △3,453

当期末残高 △1,554 △5,008

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 874

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 874 405

当期変動額合計 874 405

当期末残高 874 1,280

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,745 △680

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,426 △3,047

当期変動額合計 △2,426 △3,047

当期末残高 △680 △3,728
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

純資産合計   

前期末残高 4,797,861 5,077,255

当期変動額   

剰余金の配当 △96,750 △95,053

当期純利益又は当期純損失（△） 421,383 △557,328

自己株式の取得 △42,813 △6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,426 △3,047

当期変動額合計 279,394 △655,435

当期末残高 5,077,255 4,421,819
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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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30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（△） 659,241 △893,269

減価償却費 336,334 327,591

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,300 △65,700

製品保証引当金の増減額（△は減少） 10,511 △65,561

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,989 12,135

前払年金費用の増減額（△は増加） 20,779 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,941 △10,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 600

受取利息及び受取配当金 △4,910 △3,827

支払利息 89,519 89,935

社債利息 2,168 995

シンジケートローン手数料 － 37,100

固定資産除却損 190 194

ゴルフ会員権評価損 － 21,947

事故保険金収入 △51,852 －

事故による損失 43,979 －

売上債権の増減額（△は増加） △723,243 1,597,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,668 436,178

未収還付消費税等の減少額（△は増加額） 187,058 74,447

仕入債務の増減額（△は減少） △458,552 △1,304,301

その他 89,140 △38,732

小計 137,327 217,068

利息及び配当金の受取額 3,656 3,295

利息の支払額 △95,635 △92,251

事故に伴う支出 △1,063 －

事故保険金の受取額 47,190 51,852

消費税等の還付額 741 488

法人税等の支払額 △131,308 △181,099

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,091 △646

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 230,000 △10,000

貸付金の回収による収入 45,000 55,000

有形固定資産の取得による支出 △195,926 △74,550

無形固定資産の取得による支出 △357 △500

投資有価証券の取得による支出 △24,311 －

その他 △19,373 △2,319

投資活動によるキャッシュ・フロー 35,031 △32,370
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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（△は減少） 672,000 △1,404,000

長期借入れによる収入 1,050,000 2,044,000

長期借入金の返済による支出 △1,044,353 △950,523

リース債務の返済による支出 △817 △4,574

社債の償還による支出 △400,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △43,317 △6

配当金の支払額 △95,854 △94,711

その他 △15,379 △40,519

財務活動によるキャッシュ・フロー 122,278 △550,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 118,219 △583,352

現金及び現金同等物の期首残高 1,456,969 1,575,189

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,575,189 ※1  991,836

株式会社アドテックエンジニアリング(6260)平成21年9月期決算短信（非連結）

- 17 -



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・仕掛品  

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

商品・仕掛品  

 個別法による原価法（貸借対照表価額 

については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しており

ます。  

  原材料     

 移動平均法による原価法によっており

ます。 

原材料 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しておりま

す。 

（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軽微であ

ります。   
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物（建物附属設備含む）13年～60年 

構築物         ７年～15年 

機械及び装置      ４年～12年 

車両運搬具       ６年 

工具器具備品      ３年～８年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物（建物附属設備含む）13年～60年 

構築物         ７年～15年 

機械及び装置      ６年～12年 

車両運搬具       ６年 

工具器具備品      ３年～８年 

   （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却に含めて

計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ5,326千円減

少しております。 

 （追加情報） 

 平成20年度の法人税法の改正を契機と

して有形固定資産の利用状況を見直した

結果、当事業年度より、機械及び装置の

耐用年数を変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

あります。  

  (2) 無形固定資産  

  定額法によっております。なお、自

社利用分のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  

  

(3) リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産  

 自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用しており

ます。 

  

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

 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９月30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。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

    

  

  

  （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

通常の賃貸借処理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あり

ません。   
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒倒引当金 

 売掛債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上することとして

おります。       

なお、貸倒実績率及び回収不能見込額

が零であるため、貸倒引当金は計上し

ておりません。  

(1) 貸倒引当金 

 売掛金債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘定し、

回収不能見込額を計上しております。 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）製品保証引当金 

 販売済製品に係る一定期間の無償サ

ービスに要する費用の発生に備えるた

め、実績率を基礎とした会社所定の基

準により計上しております。 

(3）製品保証引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく要支給額を計上して

おりましたが、平成19年12月26日開催

の定時株主総会終結の時をもって役員

退職慰労金制度は廃止となりました。 

 なお、「役員退職慰労引当金」当事

業年度末残高は、当該制度適用期間中

から在任している役員に対する支給予

定額であります。 

(5）役員退職慰労引当金 

 平成19年12月をもって、役員退職慰

労金制度を廃止しております。 

 当事業年度末の役員退職慰労引当金

残高は、役員退職慰労金制度適用期間

中から在任している役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づく制

度廃止時の支給予定額を計上しており

ます。  

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

―――  
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

為替予約が付されている外貨建金銭

債権等については、振当処理を行って

おります。 

  また、金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  為替予約 

ヘッジ対象  外貨建金銭債権債務 

        及び外貨建予定取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ手段  金利スワップ   

ヘッジ対象  借入金 

  (3) ヘッジ方針 

 当社は通常の営業過程における輸出

取引に関する将来の為替相場等の変動

リスクを回避することを目的で為替予

約取引を行い、また、借入金の金利変

動リスクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、かつ、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して相場変

動又はキャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定できるため、ヘ

ッジ有効性の判定は省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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表示方法の変更

前事業年度 

（自 平成19年10月１日 

  至 平成20年９月30日）   

当事業年度 

（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年９月30日）  

―――  

  

  

  

  

  

（キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「シンジケートロ

ーン手数料」は、前期は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。 

 なお、前期の「その他」に含まれている「シンジケート

ローン手数料」は11,000千円であります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年９月30日） 

当事業年度 
（平成21年９月30日） 

※１．担保に供与されている資産及び対応する債務は次の

とおりであります。 

※１．担保に供与されている資産及び対応する債務は次の

とおりであります。 

(1）担保に供与されている資産 (1）担保に供与されている資産 

現金及び預金 千円200,000

建物 千円364,956

構築物 千円14,319

機械及び装置 千円156,454

工具器具備品 千円9,667

土地 千円390,017

計 千円1,135,415

現金及び預金 千円200,000

建物 千円334,751

構築物 千円11,636

機械及び装置 千円105,722

工具器具備品 千円10,089

土地 千円390,017

計 千円1,052,217

上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 

建物 千円340,778

構築物 千円14,287

機械及び装置 千円156,454

工具器具備品 千円9,667

土地 千円378,095

計 千円899,283

建物 千円311,582

構築物 千円11,612

機械及び装置 千円105,722

工具器具備品 千円10,089

土地 千円378,095

計 千円817,102

(2）対応する債務 (2）対応する債務 

一年以内返済予定長期借入金    千円242,215

長期借入金 千円353,254

計 千円595,469

一年以内返済予定長期借入金 千円320,827

長期借入金 千円603,351

計 千円924,178

上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 上記のうち工場抵当法第２条による根抵当権分 

一年以内返済予定長期借入金 千円242,215

長期借入金 千円353,254

計 千円595,469

一年以内返済予定長期借入金 千円216,956

長期借入金 千円409,522

計 千円626,478

※２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づく借入未実行

残高は次の通りであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく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250,000

貸出コミットメントの総額 千円2,500,000

借入実行残高 千円1,356,000

差引額 千円1,394,000

貸出コミットメントの総額 千円2,644,000

借入実行残高 千円894,000

差引額 千円1,750,000

  財務制限条項 

借入金のうち長期借入金２契約について、以下の財

務制限条項が付されております。 

（１）平成21年２月27日付実行可能期間付タームロ

ーン契約実行分の平成21年９月末残高 

長期借入金 894,000千円 （うち一年以内

返済予定長期借入金111,750千円） 

①各年度の決算期の末日の貸借対照表における純

資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の

末日または平成20年９月に終了する決算期の末日

の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれ

か大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持する

こと。 
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前事業年度 
（平成20年９月30日） 

当事業年度 
（平成21年９月30日） 

  

  

②各年度の決算期の損益計算書上の経常損益に関

して、それぞれ２期連続して経常損失を計上しな

いこと。 

 ①、②いずれかに抵触した場合に、借入先の要

求に基づき該当する借入金の一括返済を求められ

ることがあります。 

（２）平成21年７月28日付契約実行分の平成21年９

月末残高 

長期借入金 393,230千円（うち一年以内

返済予定長期借入金81,240千円） 

①各年度の決算期の末日の貸借対照表における純

資産の部の金額が2,630,000千円以下にならない

よう維持すること。 

②借入先の書面による事前承認なしに、第三者に

対して1,048,300千円を超える貸付、出資、保証

を行わないこと。 

 ①、②いずれかに抵触した場合に、借入先の要

求に基づき該当する借入金の一括返済を求められ

ることがあります。 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１．他勘定振替高の内訳 ※１．他勘定振替高の内訳 

固定資産 千円18,738 固定資産 千円24,793

※２．販売費及び一般管理費の内訳 

 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費の内訳 

 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

販売手数料 千円415,266

販売促進費 千円83,230

製品保証引当金繰入額 千円84,908

製品保証費 千円95,376

役員報酬 千円220,805

給料 千円171,000

退職給付費用 千円17,739

役員退職慰労引当金繰入額 千円5,386

賞与引当金繰入額 千円17,300

研究開発費 千円847,842

支払手数料 千円117,450

減価償却費 千円5,050

  

販売手数料 千円210,041

販売促進費 千円110,814

貸倒引当金繰入額 千円600

製品保証費 千円25,422

役員報酬 千円163,276

給料 千円162,135

退職給付費用 千円11,257

賞与引当金繰入額 

賃借料  

千円

千円

5,337

96,735

研究開発費 千円593,516

支払手数料 千円118,557

減価償却費 千円3,381

 なお、販売費及び一般管理費のうち販売費と一般管

理費のおおよその割合は、販売費が37％、一般管理費

が63％であります。 

 なお、販売費及び一般管理費のうち販売費と一般管

理費のおおよその割合は、販売費が30％、一般管理費

が70％であります。 

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円847,842 一般管理費に含まれる研究開発費 千円593,516

※４．事故保険金収入の内訳 

製品の梱包作業事故及び通関開梱事故による 

※４．       ―――― 

保険金収入 千円51,852   

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳 

機械及び装置 千円39

工具器具備品  千円115

電話加入権 千円36

計 千円190

車両運搬具 千円93

工具器具備品  千円101

計 千円194

※６．事故による損失の内訳 

製品の梱包作業事故及び通関開梱事故による損失 

※６．       ―――― 

製品 千円42,916

廃棄費用他 千円1,063

計 千円43,979

  

※７．       ―――― ※７．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損235,670千円が売上原価

に含まれております。 
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前事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加113,112株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加112,700株、 

  単元未満株式の買取りによる増加412株であります。 

  

２．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

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

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

 平成20年12月19日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議しております。 

当事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加41株は、単元未満株式の買取りによる増加41株であります。 

  

２．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

 平成20年12月19日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議しております。 

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

   該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

 発行済株式          

普通株式(株)  6,450,000  －  －  6,450,000

合計   6,450,000  －  －  6,450,000

 自己株式                         

  普通株式(株)(注)  －  113,112  －  113,112

合計  －  113,112  －  113,112

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 

 配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年12月26日 

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

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 

 配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年12月19日 

定時株主総会 
普通株式  95,053 利益剰余金  15 平成20年９月30日 平成20年12月22日

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

 発行済株式          

普通株式(株)  6,450,000  －  －  6,450,000

合計   6,450,000  －  －  6,450,000

 自己株式                         

  普通株式(株)(注)  113,112  41  －  113,153

合計  113,112  41  －  113,153

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 

 配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年12月19日 

定時株主総会 
普通株式  95,053 利益剰余金  15 平成20年９月30日 平成20年12月22日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

※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 

※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20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

  

現金及び預金勘定 千円2,041,189

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 千円△266,000

担保差入定期預金 千円△200,000

現金及び現金同等物 千円1,575,189

現金及び預金勘定 千円1,467,836

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 千円△276,000

担保差入定期預金 千円△200,000

現金及び現金同等物 千円991,836

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引  

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 ① リース資産の内容 

 （ア）有形固定資産 

    工具器具備品及び車両運搬具であります。 

 （イ）無形固定資産 

    ソフトウエアであります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

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９月30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、その内容は以下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

及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  124,929  94,095  30,833

車両運搬具  11,133  5,274  5,859

工具器具備品  48,810  22,129  26,680

ソフトウエア  31,543  10,082  21,460

合計  216,416  131,582  84,834

  
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  58,929  45,180  13,748

車両運搬具  11,230  7,862  3,367

工具器具備品  48,810  32,031  16,778

ソフトウエア  26,443  10,611  15,831

合計  145,413  95,687  49,726

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円36,292

１年超 千円52,201

合計 千円88,494

１年内 千円25,473

１年超 千円26,728

合計 千円52,202

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円47,428

減価償却費相当額 千円42,807

支払利息相当額 千円3,650

  

支払リース料 千円38,550

減価償却費相当額 千円35,108

支払利息相当額 千円2,297
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前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(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 

(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 

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失は無いため、項目等の

記載は省略しております。 

(減損損失について) 

同左 
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前事業年度（平成20年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

当事業年度（平成21年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式  1,432  2,062  630

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
株式  31,331  28,080  △3,251

合計  32,764  30,142  △2,621

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  2,000

  種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式  1,432  1,960  527

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
株式  31,331  22,360  △8,971

合計  32,764  24,320  △8,444

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  2,000
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１．取引の状況に関する事項 

  

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(1）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の

為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引でありま

す。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の

金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨建金銭債権等について

は、振当処理を行っております。また、金利スワップ

取引については、特例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取

引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左  

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 当社は通常の営業過程における輸出取引に関する将

来の為替相場等の変動リスクを回避することを目的と

して為替予約取引を行い、また借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して

相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定できるため、ヘッジ有効性の判定は省略

しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 当社のデリバティブ取引は、為替相場や市場金利の変

動によるリスクを有しております。また、デリバティブ

取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であ

るため、相手先の契約不履行による信用リスクは、極め

て小さいものであると判断しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除外しております。 

  

  

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引のリスク管理体制は、経理部の担当

者が決裁担当者の承認を得て行い、経理部で管理してお

ります。デリバティブ取引の内容については、取締役会

に報告しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として適挌退職年金制度を設

けております。また、複数事業主制度に係る総合設立型厚

生年金基金制度である関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金

に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の

額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会計基

準注解」注12に定める処理を行っております。なお、当事

業年度における同基金への要拠出額は、34,893千円（従業

員拠出分を除く）であります。 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として適挌退職年金制度を設

けております。また、複数事業主制度に係る総合設立型厚

生年金基金制度である関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金

に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の

額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会計基

準注解」注12に定める処理を行っております。なお、当事

業年度における同基金への要拠出額は、28,906千円（従業

員拠出分を除く）であります。 

 

 要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主

制度に関する事項は次の通りであります。 

 要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主

制度に関する事項は次の通りであります。 

①制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在） 

①制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在） 

年金資産の額 千円 145,958,047

年金財政計算上の給付債務の額 千円 140,968,069

差引額 千円 4,989,978

年金資産の額  千円 127,937,216

年金財政計算上の給付債務の額 千円 155,636,825

差引額 千円 △27,699,608

②制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（平成20年３月31日現在） 

  0.27％ 

②制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（平成21年３月31日現在） 

  0.29％ 

③補足説明 

 上記①の差引額の主な要因は、 

③補足説明 

 上記①の差引額の主な要因は、 

別途積立金 千円12,896,353

剰余金 千円5,860,542

資産評価調整加算額 千円13,766,918

別途積立金 千円19,539,486

不足金 千円△27,896,154

資産評価調整加算額 千円△19,342,940

であります。 であります。 
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 前事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 千円△229,465

② 年金資産 千円203,475

③ 退職給付引当金（①＋②） 千円△25,989

① 退職給付債務 千円△251,330

② 年金資産 千円213,205

③ 退職給付引当金（①＋②） 千円△38,125

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 千円62,756

② 総合設立型厚生年金基金の年金掛金 千円34,893

③ 退職給付費用（①＋②） 千円97,649

① 勤務費用 千円36,860

② 総合設立型厚生年金基金の年金掛金 千円28,906

③ 退職給付費用（①＋②） 千円65,767

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は簡便法を採用しておりますので、割引率等につ

いては該当ありません。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

（追加情報） 

 当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正（その２）」（企業会計基準第14号平成19年5月15

日）を適用しております。 

（追加情報） 

           ――――  

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30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（流動）    

たな卸資産評価損否認額  千円78,190

研究開発費否認額 千円42,136

賞与引当金否認額 千円39,876

製品保証引当金否認額 千円35,791

未払事業税否認額 千円17,738

その他 千円19,354

繰延税金資産（流動）計 千円233,086

繰延税金負債（流動）  

 繰延ヘッジ損益 千円△599

繰延税金負債（流動）計  千円△599

繰延税金資産（流動）の純額 千円232,487

繰延税金資産（固定）   

役員退職慰労引当金否認額 千円80,522

研究開発費否認額 千円53,769

退職給付引当金否認額 千円10,575

土地減損損失否認額 千円5,362

投資有価証券評価損否認額 千円1,589

ゴルフ会員権評価損否認額 千円732

その他 千円1,444

繰延税金資産（固定）小計 千円153,996

 評価性引当額 千円△7,684

繰延税金資産（固定）計 千円146,311

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 千円△256

繰延税金負債（固定）計 千円△256

繰延税金資産（固定）の純額 千円146,055

繰延税金資産（流動）   

繰越欠損金  

たな卸資産評価損否認額 

千円

千円

205,441

169,249

研究開発費否認額 千円38,266

賞与引当金否認額 千円13,142

製品保証引当金否認額 千円9,114

未払事業税否認額 千円1,956

その他 千円9,645

繰延税金資産（流動）計   千円446,816

繰延税金負債（流動）  

 繰延ヘッジ損益 千円△878

繰延税金負債（流動）計  千円△878

繰延税金資産（流動）の純額 千円445,938

繰延税金資産（固定）   

繰越欠損金  

役員退職慰労引当金否認額 

千円

千円

165,377

76,400

研究開発費否認額 千円23,743

退職給付引当金否認額 千円15,513

土地減損損失否認額 千円5,362

投資有価証券評価損否認額 千円1,589

ゴルフ会員権評価損否認額 千円9,662

その他 千円4,454

繰延税金資産（固定）小計 千円302,105

 評価性引当額  千円△26,536

繰延税金資産（固定）計 千円275,568

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 千円△214

繰延税金負債（固定）計 千円△214

繰延税金資産（固定）の純額 千円275,354

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

との差異の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.69

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.95

試験研究費特別税額控除 △6.77

その他 0.21

税効果会計適用後の法人税等負担率 36.08

  （％）

法定実効税率 △40.69

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.56

評価性引当額の増加額 2.11

その他 0.41

税効果会計適用後の法人税等負担率 △37.61
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前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

役員及び個人主要株主等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．役員の社宅家賃については、社内規程に基づき会社が負担しております。 

２．上記の金額は非課税のため、消費税等は含まれておりません。 

当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

関連当事者との取引 

 該当事項はありません。  

（追加情報） 

 当事業年度から平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会

計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用

指針第13号）を適用しております。 

 この結果、従来記載しておりました役員との取引については、役員及び個人主要株主等との取引の記載の重要性

の数値基準が変更となったため、記載しておりません。  

  

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

属性 
氏名又は会
社等の名称

住所 
資本金又
は出資金 

 事業の
内容又は
職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％） 

関係内容 
取引の 
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

  役員 木下 倬男  － － 

当社 

専務 

取締役 

（被所有）

直接0.0 
 －  －

社宅家賃※

（注）1,2 
 1,164  －  －

 役員 後藤 亨  － － 
 当社 

取締役 

（被所有）

直接0.0 
 －  －

社宅家賃※

（注）1,2 
 1,164  －  －

（企業結合等）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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 （注）１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は次のとおりであります。 

  

前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 801 22 円 銭 697 79

１株当たり当期純利益又は当期純損失

（△） 
円 銭 65 79 円 銭 △87 95

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前事業年度 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり当期純利益又は当期純損失

（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 421,383  △557,328

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） 
 421,383  △557,328

期中平均株式数（株）  6,404,939  6,336,875

（重要な後発事象）
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 (1) 生産実績 

 当事業年度の生産実績を製品別に示すと次のとおりであります。 

  (注) １．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (2) 商品仕入実績 

 当事業年度の商品仕入実績を商品別に示すと次のとおりであります。 

 (注) １．金額は仕入金額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (3) 受注実績 

 当事業年度の受注状況を製品、商品別に示すと次のとおりであります。 

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．生産、受注及び販売の状況

製品別 
第26期 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同期比（％） 

露光装置（千円）  2,280,913  62.9

検査装置（千円）  －  －

その他装置（千円）  －  －

自動化装置（千円）  －  －

部品他（千円）  1,029,481  76.0

合計（千円）  3,310,395  48.2

製品別 
第26期 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同期比（％） 

粉末成形プレス機他（千円）  41,652  78.1

合計（千円）  41,652  78.1

  
製品・商品別  

第26期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％) 

   露光装置（千円）   2,540,438  46.9  647,840  69.8

   検査装置（千円）   15,286  18.8  15,286  －

製品   その他装置（千円）   －  －  －  －

   自動化装置（千円）  －  －  －  －

   部品他（千円）   1,299,663  55.3  67,401  50.8

  小計（千円）   3,855,388  39.3  730,527  68.9

商品   粉末成形プレス機他（千円）   55,444  68.3  2,056  253.1

合計（千円）   3,910,833  39.6  732,583  69.0
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 (4) 販売実績  

 当事業年度の販売実績を製品、商品別に示すと次のとおりであります。 

 (注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２． 近２事業年度の主要な輸出先別の輸出販売高及び総販売実績に対する輸出高の割合並びに輸出高の総額

に対する主な輸出先別の割合は、次のとおりであります。 

 なお、（ ）内は販売実績に対する輸出高の割合であります。 

３． 近２事業年度の主要な販売先別の販売高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。 

 （注）前事業年度におけるFUKUI PRECISION COMPONENT CO.,LTD. に対する販売実績はなかったため、記載して

おりません。 

 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 

  ・新任取締役候補 

    取締役 長谷川 邦雄 （現 管理本部長） 

   就任予定日 

    平成21年12月22日 

  ・退任予定取締役 

    常務取締役 川俣 晴男 （品質統括部長 就任予定） 

    取締役   田中  巧 （営業本部営業技術部長 就任予定） 

    取締役   後藤  亨 （執行役員営業本部長 就任予定） 

   退任予定日 

    平成21年11月20日 

製品・商品別  
第26期 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同期比（％） 

  露光装置（千円）   2,820,628  53.3

  検査装置（千円）   －  －

製品   その他装置（千円）   －  －

   自動化装置（千円）   －  －

  部品他（千円）   1,364,929  58.5

  小計（千円）   4,185,558  41.4

商品   粉末成形プレス機他（千円）   54,201  67.0

合計（千円）   4,239,759  41.6

  
輸出先 

第25期 
（自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30日） 

第26期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

台湾  1,824,989  34.7  484,781  15.9

韓国  2,040,065  38.7  848,273  27.8

中国  1,399,921  26.6  1,717,858  56.3

合計 
 5,264,977

 100.0
 3,050,913

 100.0
（51.6%） （  72.0%）

  
相手先  

第25期 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第26期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

FUKUI PRECISION COMPONENT 

CO.,LTD.  －  －  549,000  12.9

６．その他
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