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平成 22 年 11 月 19 日 

各      位 

会 社 名 株 式 会 社 マ ル マ エ 

代表者名 代表取締役社長 前田 俊一 

( コード番号：6264 東証マザーズ ) 

問合せ先 取締役ＩＲ担当 藤山 敏久 

( TEL．0996-64-2900 ) 

(訂正・数値データ訂正あり)平成 22 年８月期 決算短信(非連結) 

平成 22 年 10 月 13 日に公表いたしました「平成 22 年８月期 決算短信（非連結）」の記載内容

の一部について誤りがあり、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正及び追加箇所は下線で示しております。 

記 

１．経営成績  

 (1)経営成績に関する分析 

(当社の経営成績) 

[訂正前] 

(省略) 

 売上高につきまして、精密切削加工事業では、ＦＰＤ分野が低迷したものの半導体分野が拡大し

たことによって対前年同期増減率 4.9％の 907 百万円となりました。装置組立事業は大型案件の売上

高が計上されなかったことによって対前年同期増減率△98.2％の 20 百万円となりました。 

(省略) 

 

[訂正後] 

(省略) 

 売上高につきまして、精密切削加工事業では、ＦＰＤ分野が低迷したものの半導体分野が拡大し

たことによって対前年同期増減率 4.5％の 917 百万円となりました。装置組立事業は大型案件の売上

高が計上されなかったことによって対前年同期増減率△98.2％の 20 百万円となりました。 

(省略) 
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(負債) 

[訂正前] 

(省略) 

 流動負債は、前事業年度末に比べて 30 百万円増加し、836 百万円になりました。これは主に短期

借入金の増加（前期比 200 百万円増）、１年以内返済予定長期借入金の増加（前期比８百万円増）、

買掛金の減少（前期比 169 百万円減）、未払金（前期比１百万円減）及び未払法人税等の増加（前期

比１百万円増）によるものであります。 

(省略) 

 

[訂正後] 

(省略) 

 流動負債は、前事業年度末に比べて 30 百万円増加し、836 百万円になりました。これは主に短期

借入金の増加（前期比 200 百万円増）、１年以内返済予定長期借入金の増加（前期比８百万円増）、

買掛金の減少（前期比 169 百万円減）、未払金（前期比 11 百万円減）及び未払法人税等の増加（前

期比１百万円増）によるものであります。 

(省略) 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

[訂正前] 

(省略) 

 財務活動の結果得られた資金は、58 百万円（前期比 267 百万円減)となりました。これは主に、短

期借入金の借入による収入 200 百万円（純額）、長期運転資金調達のための長期借入金の借入による

収入 280 百万円、長期借入金の返済による支出 418 百万円、ファイナンス・リース債務の返済によ

る支出５百万円によるものであります。 

(省略) 

 

[訂正後] 

(省略) 

 財務活動の結果得られた資金は、58 百万円（前期比 266 百万円減)となりました。これは主に、短

期借入金の借入による収入 200 百万円（純額）、長期運転資金調達のための長期借入金の借入による

収入 280 百万円、長期借入金の返済による支出 418 百万円、ファイナンス・リース債務の返済によ

る支出５百万円によるものであります。 

(省略) 
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 (4)事業等のリスク 

⑪ストック・オプションによる株式の希薄化について 

[訂正前] 

 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 1,212 株であり、発行済株式総数 18,540 株の 6.5％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。 

(省略) 

 

[訂正後] 

 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 22 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 1,212 株であり、発行済株式総数 18,540 株の 6.5％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。 

(省略) 

 

⑮為替相場の変動について 

[訂正前] 

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

7.9％、前事業年度の輸出比率は 41.9％、当事業年度の輸出比率は 13.2％となっております。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。 

(省略) 

 

[訂正後] 

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

7.9％、前事業年度の輸出比率は 41.9％、当事業年度の輸出比率は 8.0％となっております。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。 

(省略) 
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４．財務諸表 

 (1)貸借対照表 

[訂正前] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(平成 21 年８月 31 日) (平成 22 年８月 31 日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 575,724 270,526 

受取手形 57,651 103,254 

売掛金 328,737 230,545 

製品 7,092 4,500 

仕掛品 76,029 97,898 

原材料 185 39,704 

前渡金 23 1,536 

前払費用 16,152 14,537 

未収入金 2,811 21,787 

未収消費税等 17,519 1,254 

その他 10,257 10,688 

貸倒引当金 △8,996 △2,357 

流動資産合計 1,083,188 793,877 

固定資産 

有形固定資産 

建物 848,513 848,895 

減価償却累計額 △129,303 △175,615 

建物（純額） 719,209 673,280 

構築物 60,472 60,472 

減価償却累計額 △26,219 △34,539 

構築物（純額） 34,253 25,932 

機械及び装置 2,186,312 2,014,916 

減価償却累計額 △1,186,936 △1,270,954 

機械及び装置（純額） 999,375 743,962 

車両運搬具 37,518 37,751 

減価償却累計額 △29,606 △31,838 

車両運搬具（純額） 7,911 5,913 

工具、器具及び備品 28,698 28,122 

減価償却累計額 △18,739 △21,502 

工具、器具及び備品（純額） 9,958 6,619 

土地 520,338 508,091 

リース資産 28,600 28,600 

減価償却累計額 △4,574 △10,141 

リース資産（純額） 24,025 18,458 

建設仮勘定 160,002 261,693 

有形固定資産合計 2,475,073 2,243,952 

無形固定資産 

ソフトウエア 15,200 8,994 

その他 251 233 

無形固定資産合計 15,451 9,227 
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[訂正前] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(平成 21 年８月 31 日) (平成 22 年８月 31 日) 

投資その他の資産 

出資金 101 101

長期貸付金 808 772

従業員に対する長期貸付金 1,681 537

差入保証金 236 83

長期前払費用 － 2,011

貸倒引当金 △1,376 △993

投資その他の資産合計 1,451 2,511

固定資産合計 2,491,976 2,255,691

資産合計 3,575,164 3,049,568

負債の部 

流動負債 

支払手形 7,982 13,834

買掛金 197,370 28,059

短期借入金 100,000 300,000

1 年内返済予定の長期借入金 416,020 424,466

リース債務 5,236 5,493

未払金 27,137 15,389

未払費用 25,804 35,748

未払法人税等 2,343 4,030

預り金 631 616

前受収益 － 245

受注損失引当金 24,000 8,000

その他 － 724

流動負債合計 806,527 836,608

固定負債 

長期借入金 2,127,412 1,980,946

リース債務 19,245 13,751

その他 － 389

固定負債合計 2,146,657 1,995,087

負債合計 2,953,184 2,831,695

純資産の部 

株主資本 

資本金 507,500 508,250

資本剰余金 

資本準備金 497,500 115,230

その他の資本剰余金 － 0

資本剰余金合計 497,500 115,230

利益剰余金 

利益準備金 500 －

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △383,519 △405,606

利益剰余金合計 △383,019 △405,606

株主資本合計 621,980 217,873

純資産合計 621,980 217,873

負債純資産合計 3,575,164 3,049,568
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[訂正後] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(平成 21 年８月 31 日) (平成 22 年８月 31 日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 575,724 270,526 

受取手形 57,651 103,254 

売掛金 328,737 230,545 

製品 7,092 4,500 

仕掛品 76,029 97,898 

原材料 185 39,704 

前渡金 23 1,536 

前払費用 16,152 14,537 

未収入金 2,811 － 

未収消費税等 17,519 － 

その他 10,257 33,729 

貸倒引当金 △8,996 △2,357 

流動資産合計 1,083,188 793,877 

固定資産 

有形固定資産 

建物 848,513 850,203 

減価償却累計額 △129,303 △176,923 

建物（純額） 719,209 673,280 

構築物 60,472 60,472 

減価償却累計額 △26,219 △34,539 

構築物（純額） 34,253 25,932 

機械及び装置 2,186,312 2,194,660 

減価償却累計額 △1,186,936 △1,450,698 

機械及び装置（純額） 999,375 743,962 

車両運搬具 37,518 37,751 

減価償却累計額 △29,606 △31,838 

車両運搬具（純額） 7,911 5,913 

工具、器具及び備品 28,698 28,273 

減価償却累計額 △18,739 △21,654 

工具、器具及び備品（純額） 9,958 6,619 

土地 520,338 508,091 

リース資産 28,600 28,600 

減価償却累計額 △4,574 △10,141 

リース資産（純額） 24,025 18,458 

建設仮勘定 160,002 261,693 

有形固定資産合計 2,475,073 2,243,952 

無形固定資産 

ソフトウエア 15,200 8,994 

その他 251 233 

無形固定資産合計 15,451 9,227 
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[訂正後] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(平成 21 年８月 31 日) (平成 22 年８月 31 日) 

投資その他の資産 

出資金 101 101

長期貸付金 808 772

従業員に対する長期貸付金 1,681 537

差入保証金 236 －

長期前払費用 － 2,011

その他 － 83

貸倒引当金 △1,376 △993

投資その他の資産合計 1,451 2,511

固定資産合計 2,491,976 2,255,691

資産合計 3,575,164 3,049,568

負債の部 

流動負債 

支払手形 7,982 13,834

買掛金 197,370 28,059

短期借入金 100,000 300,000

1 年内返済予定の長期借入金 416,020 424,466

リース債務 5,236 5,493

未払金 27,137 15,389

未払費用 25,804 35,748

未払法人税等 2,343 4,030

預り金 631 616

前受収益 － 245

受注損失引当金 24,000 8,000

その他 － 724

流動負債合計 806,527 836,608

固定負債 

長期借入金 2,127,412 1,980,946

リース債務 19,245 13,751

その他 － 389

固定負債合計 2,146,657 1,995,087

負債合計 2,953,184 2,831,695

純資産の部 

株主資本 

資本金 507,500 508,250

資本剰余金 

資本準備金 497,500 115,230

資本剰余金合計 497,500 115,230

利益剰余金 

利益準備金 500 －

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △383,519 △405,606

利益剰余金合計 △383,019 △405,606

株主資本合計 621,980 217,873

純資産合計 621,980 217,873

負債純資産合計 3,575,164 3,049,568
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 (2)損益計算書 

[訂正前] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

売上高 2,007,123 938,588 

売上原価 

製品期首たな卸高 13,764 7,092 

当期製品製造原価 2,331,353 952,973 

合計 2,345,118 960,066 

他勘定振替高 22,208 2,792 

製品期末たな卸高 7,092 4,500 

売上原価合計 2,315,816 952,772 

売上総利益又は売上総損失（△） △308,693 △14,184 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 42,153 38,995 

給料及び手当 45,912 55,435 

福利厚生費 11,585 12,843 

旅費及び交通費 23,478 17,990 

減価償却費 6,439 4,879 

支払手数料 50,322 45,123 

租税公課 6,505 3,271 

貸倒引当金繰入額 8,117 － 

研究開発費 14,088 1,209 

その他 29,229 33,450 

販売費及び一般管理費合計 237,832 213,198 

営業損失（△） △546,526 △227,382 

営業外収益 

受取利息 535 326 

受取配当金 2 2 

助成金収入 7,048 14,395 

保険差益 361 84 

為替差益 79,078 － 

受取手数料 3,430 － 

債務勘定整理益 － 4,339 

その他 922 3,282 

営業外収益合計 91,377 22,430 

営業外費用     

支払利息 41,731 36,336 

支払手数料 51 － 

為替差損 － 10,551 

その他 3,940 5,775 

減価償却費 － 29,768 

営業外費用合計 45,723 82,432 

経常損失（△） △500,872 △287,383 
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[訂正前] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,021

補助金収入 27,378 25,049

固定資産売却益 － 47

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 35,670 32,118

特別損失  

固定資産除却損 － 1,560

減損損失 266,075 144,537

特別損失合計 266,075 146,097

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △731,276 △401,363

法人税、住民税及び事業税 4,244 4,244

法人税等還付税額 △1,167 △0

法人税等調整額 △33,412 －

法人税等合計 △30,334 4,243

当期純利益又は当期純損失（△） △700,941 △405,606
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[訂正後] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

売上高 2,007,123 938,588 

売上原価 

製品期首たな卸高 13,764 7,092 

当期製品製造原価 2,331,353 952,973 

合計 2,345,118 960,066 

他勘定振替高 22,208 2,792 

製品期末たな卸高 7,092 4,500 

売上原価合計 2,315,816 952,772 

売上総損失（△） △308,693 △14,184 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 42,153 38,995 

給料及び手当 45,912 55,435 

福利厚生費 11,585 12,843 

旅費及び交通費 23,478 17,990 

減価償却費 6,439 4,879 

支払手数料 50,322 45,123 

租税公課 6,505 3,271 

貸倒引当金繰入額 8,117 － 

研究開発費 14,088 1,209 

その他 29,229 33,450 

販売費及び一般管理費合計 237,832 213,198 

営業損失（△） △546,526 △227,382 

営業外収益 

受取利息 535 326 

受取配当金 2 2 

助成金収入 7,048 14,395 

保険差益 361 84 

為替差益 79,078 － 

受取手数料 3,430 － 

債務勘定整理益 － 4,339 

その他 922 3,282 

営業外収益合計 91,377 22,430 

営業外費用 

支払利息 41,731 36,336 

支払手数料 51 － 

為替差損 － 10,551 

休止固定資産減価償却費 － 29,768 

その他 3,940 5,775 

営業外費用合計 45,723 82,432 

経常損失（△） △500,872 △287,383 
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[訂正後] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,021

補助金収入 27,378 25,049

固定資産売却益 － 47

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 35,670 32,118

特別損失  

固定資産除却損 － 1,560

減損損失 266,075 144,537

特別損失合計 266,075 146,097

税引前当期純損失（△） △731,276 △401,363

法人税、住民税及び事業税 4,244 4,244

法人税等還付税額 △1,167 △0

法人税等調整額 △33,412 －

法人税等合計 △30,334 4,243

当期純損失（△） △700,941 △405,606
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 製造原価明細書 

[訂正前] 

  

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年９月１日 （自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年８月 31 日） 至 平成 22 年８月 31 日） 

区分 
注記 

金額（千円） 
構成比 

金額（千円） 
構成比

番号 （％） （％）

Ⅰ 材料費 760,222 38.2 113,911 10.9

Ⅱ 労務費 ※２ 342,049 17.2 329,517 31.6

Ⅲ 経費 ※３ 885,726 44.6 599,739 57.5

（うち外注費） (193,131) (121,808)

（うち減価償却費） (491,300) (304,462)

当期総製造費用 1,987,998 100 1,043,167 100

期首仕掛品たな卸高 419,384 76,029

合計 2,407,383 1,119,197

期末仕掛品たな卸高 76,029 97,898

他勘定振替 － 68,324

当期製品製造原価 2,331,353 952,973

（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 労務費には当事業年度、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△8,000 千円含めており、当事業年度は、 

16,000 千円の戻入額が含まれております。 

 

[訂正後] 

  

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年９月１日 （自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年８月 31 日） 至 平成 22 年８月 31 日） 

区分 
注記 

金額（千円） 
構成比 

金額（千円） 
構成比

番号 （％） （％）

Ⅰ 材料費 760,222 38.2 113,911 10.9

Ⅱ 労務費 342,049 17.2 329,517 31.6

Ⅲ 経費 ※２ 885,726 44.6 599,739 57.5

（うち外注費） (193,131) (121,808)

（うち減価償却費） (491,300) (304,462)

当期総製造費用 1,987,998 100 1,043,167 100

期首仕掛品たな卸高 419,384 76,029

合計 2,407,383 1,119,197

期末仕掛品たな卸高 76,029 97,898

他勘定振替 － 68,324

当期製品製造原価 2,331,353 952,973

（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 経費には受注損失引当金繰入額が前事業年度は△8,000 千円、当事業年度は△16,000 

千円含まれております。 
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 (3)株主資本等変動計算書 

[訂正前] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 507,400 507,500 

当期変動額 

新株の発行 100 750 

当期変動額合計 100 750 

当期末残高 507,500 508,250 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 497,400 497,500 

当期変動額 

新株の発行 100 750 

資本準備金の取崩 － △383,019 

当期変動額合計 100 △382,269 

当期末残高 497,500 115,230 

その他資本剰余金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － 383,019 

欠損填補 － △383,019 

当期変動額合計 － 0 

当期末残高 － 0 

資本剰余金合計 

前期末残高 497,400 497,500 

当期変動額 

新株の発行 100 750 

資本準備金の取崩 － 0 

欠損填補 － △383,019 

当期変動額合計 100 △382,269 

当期末残高 497,500 115,230 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 500 500 

当期変動額 

利益準備金の取崩 － △500 

当期変動額合計 － △500 

当期末残高 500 － 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 74,948 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △74,948 － 
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[訂正前] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

当期変動額合計 △74,948 － 

繰越利益剰余金 

前期末残高 242,473 △383,519 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 74,948 － 

欠損填補 － 383,019 

利益準備金の取崩 － 500 

当期純利益又は当期純損失（△） △700,941 △405,606 

当期変動額合計 △625,992 △22,086 

当期末残高 △383,519 △405,606 

利益剰余金合計 

前期末残高 317,921 △383,019 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 － － 

欠損填補 － 383,019 

当期純利益又は当期純損失（△） △700,941 △405,606 

当期変動額合計 △700,941 △22,586 

当期末残高 △383,019 △405,606 

株主資本合計 

前期末残高 1,322,721 621,980 

当期変動額 

新株の発行 200 1,500 

当期純利益又は当期純損失（△） △700,941 △405,606 

当期変動額合計 △700,741 △404,106 

当期末残高 621,980 217,873 

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 － 

当期変動額合計 △5,875 － 

純資産合計 

前期末残高 1,328,596 621,980 

当期変動額 

新株の発行 200 1,500 

当期純利益又は当期純損失（△） △700,941 △405,606 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,875 － 

当期変動額合計 △706,616 △404,106 

当期末残高 621,980 217,873 
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[訂正後] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 507,400 507,500 

当期変動額 

新株の発行 100 750 

当期変動額合計 100 750 

当期末残高 507,500 508,250 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 497,400 497,500 

当期変動額 

新株の発行 100 750 

資本準備金の取崩 － △383,019 

当期変動額合計 100 △382,269 

当期末残高 497,500 115,230 

その他資本剰余金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － 383,019 

欠損填補 － △383,019 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計 

前期末残高 497,400 497,500 

当期変動額 

新株の発行 100 750 

欠損填補 － △383,019 

当期変動額合計 100 △382,269 

当期末残高 497,500 115,230 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 500 500 

当期変動額 

利益準備金の取崩 － △500 

当期変動額合計 － △500 

当期末残高 500 － 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 74,948 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △74,948 － 

当期変動額合計 △74,948 － 

当期末残高 － － 
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[訂正後] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 242,473 △383,519 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 74,948 － 

欠損填補 － 383,019 

利益準備金の取崩 － 500 

当期純損失（△） △700,941 △405,606 

当期変動額合計 △625,992 △22,086 

当期末残高 △383,519 △405,606 

利益剰余金合計 

前期末残高 317,921 △383,019 

当期変動額 

欠損填補 － 383,019 

当期純損失（△） △700,941 △405,606 

当期変動額合計 △700,941 △22,586 

当期末残高 △383,019 △405,606 

株主資本合計 

前期末残高 1,322,721 621,980 

当期変動額 

新株の発行 200 1,500 

当期純損失（△） △700,941 △405,606 

当期変動額合計 △700,741 △404,106 

当期末残高 621,980 217,873 

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 － 

当期変動額合計 △5,875 － 

当期末残高 － － 

純資産合計 

前期末残高 1,328,596 621,980 

当期変動額 

新株の発行 200 1,500 

当期純損失（△） △700,941 △405,606 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,875 － 

当期変動額合計 △706,616 △404,106 

当期末残高 621,980 217,873 
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(4)キャッシュ・フロー計算書 

[訂正前] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 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（△） △731,276 △401,363 

減価償却費 497,739 339,109 

固定資産除却損 － 1,560 

減損損失 266,075 144,537 

貸倒損失 1,237 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,008 △7,021 

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 － 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △8,000 △16,000 

新株予約権戻入益 △5,875 － 

受取利息及び受取配当金 △537 △328 

支払利息 41,731 36,336 

株式交付費 54 90 

為替差損益（△は益） △17,371 14,506 

有形固定資産売却損益（△は益） － △47 

売上債権の増減額（△は増加） 180,713 52,589 

たな卸資産の増減額（△は増加） 377,404 △58,797 

仕入債務の増減額（△は減少） △143,499 △163,459 

未収消費税等の増減額（△は増加） 38,601 16,264 

その他 77,557 △6,472 

小計 578,564 △48,495 

利息及び配当金の受取額 553 332 

利息の支払額 △39,664 △40,271 

法人税等の還付額 2,189 38 

法人税等の支払額 △45,383 △2,926 

営業活動によるキャッシュ・フロー 496,259 △91,321 

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 △597,589 △258,454 

無形固定資産の取得による支出 △7,928 － 

従業員に対する長期貸付けによる支出 △800 851 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 781 32 

有形固定資産の売却による収入 － 47 

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 △605,518 △257,523 

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 726,230 400,000 

短期借入金の返済による支出 △826,230 △200,000 

長期借入れによる収入 780,000 280,000 

長期借入金の返済による支出 △350,886 △418,020 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,118 △5,236 

株式の発行による収入 145 1,409 

財務活動によるキャッシュ・フロー 325,140 58,152 

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,371 △14,506 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,253 △305,198 

現金及び現金同等物の期首残高 342,471 575,724 

現金及び現金同等物の期末残高 575,724 270,526 
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[訂正後] 

（単位：千円） 

 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 20 年９月１日 (自 平成 21 年９月１日 

 至 平成 21 年８月 31 日)  至 平成 22 年８月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純損失（△） △731,276 △401,363 

減価償却費 497,739 339,109 

固定資産除却損 － 1,560 

減損損失 266,075 144,537 

貸倒損失 1,237 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,008 △7,021 

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 － 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △8,000 △16,000 

新株予約権戻入益 △5,875 － 

受取利息及び受取配当金 △537 △328 

支払利息 41,731 36,336 

株式交付費 54 90 

為替差損益（△は益） △17,371 14,506 

有形固定資産売却損益（△は益） － △47 

売上債権の増減額（△は増加） 180,713 52,589 

たな卸資産の増減額（△は増加） 377,404 △58,797 

仕入債務の増減額（△は減少） △143,499 △163,459 

未収消費税等の増減額（△は増加） 38,601 16,264 

その他 77,557 △6,472 

小計 578,564 △48,495 

利息及び配当金の受取額 553 332 

利息の支払額 △39,664 △40,271 

法人税等の還付額 2,189 38 

法人税等の支払額 △45,383 △2,926 

営業活動によるキャッシュ・フロー 496,259 △91,321 

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 △597,589 △258,454 

有形固定資産の売却による収入 － 47 

無形固定資産の取得による支出 △7,928 － 

従業員に対する長期貸付けによる支出 △800 － 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 781 851 

貸付金の回収による収入 17 32 

投資活動によるキャッシュ・フロー △605,518 △257,523 

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 726,230 400,000 

短期借入金の返済による支出 △826,230 △200,000 

長期借入れによる収入 780,000 280,000 

長期借入金の返済による支出 △350,886 △418,020 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,118 △5,236 

株式の発行による収入 145 1,409 

財務活動によるキャッシュ・フロー 325,140 58,152 

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,371 △14,506 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,253 △305,198 

現金及び現金同等物の期首残高 342,471 575,724 

現金及び現金同等物の期末残高 575,724 270,526 
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[追加] 

【表示方法の変更】 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年９月１日 （自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年８月 31 日） 至 平成 22 年８月 31 日） 

―――――――― （貸借対照表） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当事業年度末残高 21,787 千円）及び「未収消費税等」

（当事業年度末残高 1,254 千円）は、資産の総額の 100

分の１以下であるため、流動資産の「その他」に含めて表

示することにしました。 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「差入保証金」

（当事業年度末残高 83 千円）は、資産の総額の 100 分の

１以下であるため、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示することにしました。 

 

 

 注記事項 

(貸借対照表関係) 

[訂正前] 

前事業年度 

（平成 21 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 22 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 719,209 千円 (642,524 千円)

構築物 34,253 千円 (33,719 千円)

機械及び装置 721,970 千円 (721,970 千円)

土地 487,284 千円 (351,457 千円)

合計 1,962,717 千円 (1,749,670 千円)

担保付債務 

１年以内返済予定 

の長期借入金 
188,816 千円 (98,976 千円)

長期借入金 1,595,596 千円 (1,084,710 千円)

合計 1,784,412 千円 (1,183,686 千円)
 

 

担保資産 

建物 673,464 千円 (600,997 千円)

構築物 25,970 千円 (25,546 千円)

機械及び装置 639,666 千円 (639,666 千円)

土地 520,338 千円 (384,511 千円)

合計 1,859,440 千円 (1,650,721 千円)

担保付債務 

１年以内返済予定 

の長期借入金 
162,742 千円 (109,056 千円)

長期借入金 1,512,854 千円 (1,055,654 千円)

合計 1,675,596 千円 (1,164,710 千円)
 

上記のうち（ ）内書は工場抵当並びに当該債務を

示しております。 

上記のうち（ ）内書は工場抵当並びに当該債務を

示しております。 

 ２．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 500,000 千円 

借入実行残高 100,000 千円 

差引額 400,000 千円 
 

 ２．       ――――――――  

※３．減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており

ます。 

※３．減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており

ます。 
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[訂正後] 

前事業年度 

（平成 21 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 22 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 719,209 千円 (642,524 千円)

構築物 34,253 千円 (33,719 千円)

機械及び装置 721,970 千円 (721,970 千円)

土地 487,284 千円 (351,457 千円)

合計 1,962,717 千円 (1,749,670 千円)

担保付債務 

１年以内返済予定 

の長期借入金 
188,816 千円 (98,976 千円)

長期借入金 1,595,596 千円 (1,084,710 千円)

合計 1,784,412 千円 (1,183,686 千円)
 

 

担保資産 

建物 673,280 千円 (601,253 千円)

構築物 25,932 千円 (25,508 千円)

機械及び装置 639,666 千円 (639,666 千円)

土地 508,091 千円 (372,264 千円)

合計 1,846,971 千円 (1,638,693 千円)

担保付債務 

１年以内返済予定 

の長期借入金 
162,742 千円 (109,056 千円)

長期借入金 1,512,854 千円 (1,055,654 千円)

合計 1,675,596 千円 (1,164,710 千円)
 

上記のうち（ ）内書は工場抵当並びに当該債務を

示しております。 

上記のうち（ ）内書は工場抵当並びに当該債務を

示しております。 

 ２．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 500,000 千円 

借入実行残高 100,000 千円 

差引額 400,000 千円 
 

 ２．       ――――――――  

※３．減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており

ます。 

※３．減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており

ます。 

 



- 21 - 
 

(損益計算書関係) 

[訂正前] 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年９月１日 （自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年８月 31 日） 至 平成 22 年８月 31 日） 

※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。 

※１．他勘定振替高は販売費及び一般管理費 289 千円、有

形固定資産 1,593 千円、製造経費 908 千円でありま

す。 

※２．減損損失 ※２．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。 

場所 用途 種類 金額(千円） 場所 用途 種類 金額(千円）

埼玉県 事業用資産 

建物 1,047 鹿児島県 遊休資産 建設仮勘定 132,199

機械及び装置 77,646

熊本県 事業用資産

土地 12,246

工具、器具及び備品 411 構築物 37

無形固定資産 1,162 具、器具及び備品 53

合計 80,267 合計 12,337

鹿児島県 
事業用資産 機械及び装置 15,413 合計 144,537

事業用資産 機械及び装置 86,683  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（144,537 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。    

熊本県 遊休資産 建設仮勘定 83,710

合計 266,075

 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。 

 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。 

 

 

※３．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、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

※３．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、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

65,538 千円 39,493 千円

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

14,088 千円 1,209 千円

５．      ―――――――― ※５．固定資産売却益は、車輌運搬具 47 千円であります。

６．      ―――――――― ※６．固定資産除却損は、ソフトウエア 1,355 千円、工具

器具備品 180 千円、車輌運搬具 25 千円であります。
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[訂正後] 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年９月１日 （自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年８月 31 日） 至 平成 22 年８月 31 日） 

※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。 

※１．他勘定振替高は販売費及び一般管理費 1,117 千円、

有形固定資産 1,593 千円、製造経費 80 千円でありま

す。 

※２．減損損失 ※２．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。 

場所 用途 種類 金額(千円） 場所 用途 種類 金額(千円）

埼玉県 事業用資産 

建物 1,047 鹿児島県 遊休資産 建設仮勘定 132,199

機械及び装置 77,646

熊本県 事業用資産

土地 12,246

工具、器具及び備品 411 構築物 37

無形固定資産 1,162 工具、器具及び備品 53

合計 80,267 合計 12,337

鹿児島県 
事業用資産 機械及び装置 15,413 合計 144,537

事業用資産 機械及び装置 86,683  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（144,537 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。    

熊本県 遊休資産 建設仮勘定 83,710

合計 266,075

 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。 

 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。 

 

 

※３．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、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

※３．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、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

65,538 千円 39,493 千円

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

14,088 千円 1,209 千円

５．      ―――――――― ※５．固定資産売却益は、車輌運搬具 47 千円であります。

６．      ―――――――― ※６．固定資産除却損は、ソフトウエア 1,355 千円、工具、

器具及び備品 180 千円、車輌運搬具 25 千円でありま

す。 
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(キャッシュ・フロー計算書) 

[訂正前] 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年９月１日 （自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年８月 31 日） 至 平成 22 年８月 31 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 21 年８月 31 日現在） （平成 22 年８月 31 日現在）

現金及び預金 575,724 千円 現金及び預金 270,526 千円

現金及び現金同等物 575,724 千円 現金及び現金同等物 270,526 千円

２．重要な非資金取引の内容  ２．重要な非資金取引の内容 

  当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取 

 引 に係る資産及び債務の額は、それぞれ 24,025 千円及

 び 24,481 千円であります。 

  当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取

 引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 18,458 千円及

 び 19,245 千円であります。 

 

[訂正後] 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年９月１日 （自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年８月 31 日） 至 平成 22 年８月 31 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 21 年８月 31 日現在） （平成 22 年８月 31 日現在）

現金及び預金 575,724 千円 現金及び預金 270,526 千円

現金及び現金同等物 575,724 千円 現金及び現金同等物 270,526 千円

２．重要な非資金取引の内容  ２．      ―――――――― 

  当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取 

 引 に係る資産及び債務の額は、それぞれ 24,025 千円及

 び 24,481 千円であります。 

 

 



- 24 - 
 

(ストック・オプション等関係) 

前事業年度（自 平成 20 年９月１日  至 平成 21 年８月 31 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

[訂正前] 

  

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 870 212

 

[訂正後] 

  

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

 

当事業年度（自 平成 21 年９月１日  至 平成 22 年８月 31 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

[訂正前] 

 第 22 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。 

 

[訂正後] 

 第 23 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。 
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(税効果会計関係) 

[訂正前] 

前事業年度 

（平成 21 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 22 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）

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

繰延税金資産の純額 －
 

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 274,325

減損損失 126,758

たな卸資産評価損 15,718

受注損失引当金 3,184

貸倒引当金 1,333

その他 248

繰延税金資産小計 421,567

評価性引当額 418,195

繰延税金資産合計 3,372

繰延税金負債 

前払固定資産税 2,310

前払労働保険料 1,061

繰延税金負債合計 3,372

繰延税金資産の純額 －
 

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 

 税引前当期純損失であるため記載しておりません。  税引前当期純損失であるため記載しておりません。

 

[訂正後] 

前事業年度 

（平成 21 年８月 31 日） 

当事業年度 

（平成 22 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）

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

繰延税金資産の純額 －
 

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 274,325

減損損失 126,758

たな卸資産評価損 15,718

受注損失引当金 3,184

貸倒引当金 1,333

その他 248

繰延税金資産小計 421,567

評価性引当額 △418,195

繰延税金資産合計 3,372

繰延税金負債 

前払固定資産税 2,310

前払労働保険料 1,061

繰延税金負債合計 3,372

繰延税金資産の純額 －
 

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 

 税引前当期純損失であるため記載しておりません。  税引前当期純損失であるため記載しておりません。
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(関連当事者情報) 

当事業年度（自 平成 21 年９月１日  至 平成 22 年８月 31 日） 

関連当事者との取引 

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 

[訂正前] 

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 55.9％ 

当社債務の 

保証 

債務被保証 

(注）１ 
600,000 － 

 

役員 前田俊一 － － 
当社代表取 

締役 

（被所有） 

直接 55.9％ 

当社債務の 

保証 

債務被保証 

(注）２ 
80,000 － 

役員 前田俊一 － － 
当社代表取 

締役 

（被所有） 

直接 55.9％ 

当社債務の 

保証 

債務被保証 

(注）３ 
200,000 － 

（注１）当社の株式会社鹿児島銀行からの手形借入による短期運転資金につき平成 24 年 1 月 26 日

を保証期限とする、極度額 600,000 千円の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２）当社の株式会社商工組合日中央金庫からの借入（80,000 千円、期限６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３）当社の株式会社日本政策金融公庫からの借入（200,000 千円、期限８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。 

 

[訂正後] 

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 55.9％ 

当社債務の 

保証 

債務被保証 

(注） 
896,600 － － 

（注）当社の金融機関からの借り入れにつき、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。 
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５．その他 

 (1)生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

[訂正前] 

区分 

当事業年度 

（自 平成 21 年９月１日 

  至 平成 22 年８月 31 日） 

対前年増減率（％） 

精密切削加工事業  小計  904,351 7.7

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円）  372,735 △35.9

半導体製造装置関連部品（千円） 333,185 124.4

太陽電池製造装置関連部品（千円） 150,917 150.4

その他（千円） 47,512 △2.8

装置組立事業 小計  20,645 △98.1

ＦＰＤ製造装置（千円）  7,153 △97.4

太陽電池製造装置（千円）  13,492 －

合計（千円） 924,997 △52.4

 

[訂正後] 

区分 

当事業年度 

（自 平成 21 年９月１日 

  至 平成 22 年８月 31 日） 

対前年増減率（％） 

精密切削加工事業  小計 904,351 7.7

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円） 372,735 △35.9

半導体製造装置関連部品（千円） 333,185 124.4

太陽電池製造装置関連部品（千円） 150,917 150.4

その他（千円） 47,512 △2.8

装置組立事業 小計 20,645 △98.1

ＦＰＤ製造装置（千円） 7,153 △97.4

その他（千円） 13,492 －

合計（千円） 924,997 △52.4
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③販売実績 

[訂正前] 

区分 

当事業年度 

（自 平成 21 年９月１日 

  至 平成 22 年８月 31 日） 

対前年増減率（％） 

精密切削加工事業  小計 907,842 4.9

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円） 466,699 △22.7

半導体製造装置関連部品（千円） 332,403 120.2

太陽電池製造装置関連部品（千円） 61,087 △0.4

その他（千円） 57,753 △2.2

装置組立事業 小計 20,645 △98.2

ＦＰＤ製造装置（千円） 7,153 △97.4

太陽電池製造装置（千円） 13,492 －

合計（千円） 938,588 △53.2

 

[訂正後] 

区分 

当事業年度 

（自 平成 21 年９月１日 

  至 平成 22 年８月 31 日） 

対前年増減率（％） 

精密切削加工事業  小計 917,942 4.5

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円） 466,699 △22.7

半導体製造装置関連部品（千円） 332,403 120.2

太陽電池製造装置関連部品（千円） 61,087 △0.4

その他（千円） 57,753 △7.4

装置組立事業 小計 20,645 △98.2

ＦＰＤ製造装置（千円） 7,153 △97.4

その他（千円） 13,492 －

合計（千円） 938,588 △53.2

 

 

以  上 


