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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第49期より連結財務諸表を作成しているため、第48期以前については記載しておりません。 

３．第49期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

４．第50期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

売上高（千円） － － － 6,623,601 6,584,547 

経常利益（千円） － － － 554,946 726,026 

当期純利益（千円） － － － 88,094 506,583 

純資産額（千円） － － － 4,811,837 5,351,075 

総資産額（千円） － － － 7,820,524 8,463,098 

１株当たり純資産額（円） － － － 892.48 974.75 

１株当たり当期純利益（円） － － － 16.34 93.12 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － 91.26 

自己資本比率（％） － － － 61.5 63.2 

自己資本利益率（％） － － － 1.8 10.0 

株価収益率（倍） － － － 43.27 8.85 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － 1,183,700 90,628 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － △57,776 △216,684 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － △550,977 △135,863 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
－ － － 2,184,421 1,925,604 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

264 

(61) 

276 

(9) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第47期以前は潜在株式が存在しないため、第49期は希薄

化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第47期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

４．第49期より連結財務諸表を作成しているため、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・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりませ

ん。 

５．第50期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

売上高（千円） 5,763,718 6,725,029 8,503,906 6,596,987 6,382,983 

経常利益（千円） △570,861 554,299 1,088,174 599,977 763,921 

当期純利益（千円） △2,083,171 414,848 631,729 129,056 541,016 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 924,690 924,690 924,690 924,690 963,230 

発行済株式総数（株） 5,397,490 5,397,490 5,397,490 5,397,490 5,491,490 

純資産額（千円） 3,721,563 4,162,138 4,770,590 4,851,266 5,415,442 

総資産額（千円） 8,807,210 9,334,182 9,235,449 7,792,823 8,448,019 

１株当たり純資産額（円） 689.77 771.50 884.66 899.79 987.23 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額） 

（円） 

－ 

(－) 

5.00 

(－) 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

17.00 

(－) 

１株当たり当期純利益（円） △386.04 76.89 117.11 23.94 99.45 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － 116.23 － 97.46 

自己資本比率（％） 42.3 44.6 51.7 62.3 64.1 

自己資本利益率（％） △43.5 10.5 14.1 2.7 10.5 

株価収益率（倍） △0.52 5.59 6.52 29.53 8.29 

配当性向（％） － 6.5 8.5 41.8 17.1 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△578,592 1,773,440 500,141 － － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△117,323 249,423 △102,439 － － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
744,278 △1,309,805 △568,883 － － 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
996,538 1,703,653 1,529,465 － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

243 

(140) 

227 

(187) 

223 

(194) 

221 

(61) 

225 

(9) 



２【沿革】 

年月 事項 

昭和31年10月 奈良県大和高田市旭南町に資本金 800千円をもって、㈱髙鳥機械製作所を設立。 

繊維機械の製造・販売を開始。 

昭和39年５月 商号を㈱タカトリ機械製作所に変更、奈良県大和高田市旭南町に新社屋竣工。（平成18年４月売

却） 

昭和43年３月 奈良県橿原市新堂町に橿原工場（現 本社工場）を新設。 

昭和43年５月 ツマ先自動縫製機トウクローザーを開発。 

昭和47年３月 股上自動縫製機ラインクローザーを開発。 

昭和47年４月 大阪支店（大阪市東区）を開設。（平成３年６月廃止） 

昭和47年５月 海外代理店と契約を行い、本格的輸出を開始。 

昭和48年３月 東京営業所（東京都中央区）を開設。（昭和50年３月廃止） 

昭和48年５月 関連会社広栄商事㈱を設立。（後にタカトリ機工㈱に商号変更） 

昭和53年２月 関連会社㈱タカトリサービスセンターを設立。 

昭和53年６月 東京重機工業㈱（現ＪＵＫＩ㈱）と「ポケット口自動縫製機」の製造販売で技術提携を行い、アパ

レル機器分野に進出。（平成18年３月技術提携解消） 

昭和58年10月 半導体機器分野に進出。 

昭和60年９月 関連会社㈱タカトリハイテック、子会社㈱タカトリセイコーを設立。 

昭和60年９月 東京営業所（東京都調布市）を開設。 

昭和61年６月 全自動ウエハー表面保護テープ貼り機・剥し機であるＡＴＭ・ＡＴＲＭを開発。 

昭和61年10月 商号を㈱タカトリに変更。 

昭和61年12月 米国デラウエア州に子会社タカトリインテックコーポレーションを設立。（平成３年９月解散） 

昭和62年７月 奈良県ハイテク工場団地協同組合（現 代表理事 北村吉郎）を設立。 

昭和63年11月 東京営業所を埼玉県大宮市に移転。 

昭和63年12月 橿原新工場竣工（現 本社工場）。 

平成元年３月 アパレル自動裁断システムＴＡＣを開発。 

平成元年４月 液晶機器であるＴＡＢ圧着機を開発。 

平成２年４月 ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）を開発。 

平成２年７月 橿原事業所新社屋竣工（現 本社）。 

平成３年８月 液晶モジュールの組立開始。（平成17年３月液晶モジュール組立事業廃止） 

平成４年２月 ㈱タカトリハイテック、㈱タカトリセイコーを吸収合併。 

平成５年１月 タカトリ機工㈱、㈱タカトリサービスセンターを吸収合併。 

平成５年９月 第三者割当増資を実施、資本金 663百万円となる。 

平成６年１月 本社を奈良県橿原市新堂町に移転。 

平成８年４月 九州営業所（熊本県菊池郡）を開設。（平成18年11月熊本市に移転） 

平成10年３月 本社工場増築竣工。 

平成11年12月 液晶機器事業部門を本社及び本社工場から高田工場に移転。（平成14年４月本社及び本社工場に移

転） 

平成12年４月 大阪証券取引所新市場部上場。一般募集による増資により、資本金924百万円となる。 

平成12年４月 台湾に子会社台湾髙鳥股份有限公司を設立。（平成15年７月解散） 

平成12年10月 東京営業所を東京支店に昇格。 

平成13年５月 東京支店を東京都中央区に移転。（平成14年４月廃止） 

平成13年５月 上海駐在員事務所を開設。（平成14年５月閉鎖） 

平成13年10月 大阪証券取引所市場第二部に指定。 

平成16年４月 中国・上海市に上海高鳥機電科技有限公司を設立。（現 連結子会社） 

平成17年10月 設立50周年を期に企業理念改訂。  

平成18年１月  戦略的コア技術として「７つのコア技術」を明確化、技術スローガンの設定。 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社と連結子会社１社より構成されており、電子機器及び繊維機器の開発、製造、販売を主たる

業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社の当該事業に関わる位置付けは次のとおりであります。 

 なお、次の２部門は、「第５ 経理の状況 １（1）連結財務諸表の注記事項」に掲げる「事業の種類別セグメント

情報」の区分と同一であります。 

（1）電子機器事業… 主要な製品は、液晶製造機器、半導体製造機器、マルチワイヤーソーで、当社が製造販売を

行っております。 

（2）繊維機器事業… 主要な製品は、自動裁断機、自動縫製機で、当社が製造、販売するほか、中国でのアパレル

自動裁断システムの製造、販売は連結子会社の上海高鳥機電科技有限公司が行っておりま

す。 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

４【関係会社の状況】 

平成18年９月30日現在 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．特定子会社に該当しております。 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

上海高鳥機電科技有

限公司 

上海市閔行区 1,050千米ドル 繊維機器事業 90 

・製品、材料等の

仕入 

・製品、材料等の

販売 

・技術支援に伴う

ロイヤリティー

の受取り 

・役員の兼任２名



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理本部門、営業部門、

資材部門等に所属している者の人員数であります。 

３．臨時雇用者数が前期末に比べ52名減少しましたのは、電子機器事業の液晶モジュール組立事業を廃止したこ

とによるものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．臨時雇用者数が前期末に比べ52名減少しましたのは、電子機器事業の液晶モジュール組立事業を廃止したこ

とによるものであります。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

電子機器事業 127 (2) 

繊維機器事業 59 （－） 

全社（共通） 90 (7) 

合計 276 (9) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円） 

225（９）  38歳３ヶ月 13年４ヶ月 5,515,135 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当社グループが関わる液晶・半導体・電子部品業界においては、デジタル家電・民生機器を中心とした用途の広

がりが堅調に推移することから、デバイスメーカー各社が相次いで設備投資の増強を発表したことを受けて、製造

装置市場においても受注高が回復する状況で推移いたしました。 

 このような経済、業界動向の下、当社グループの売上高は、液晶機器事業が低調に推移したものの、半導体機器

事業が好調に推移した結果、ほぼ当初見込みの水準を維持することができました。 

 利益面については、①高付加価値製品の開発の強化 ②企業価値の向上 ③業務効率の向上と内部管理体制の強

化 ④リスク・マネジメントの強化 ⑤環境対応の強化 を当社グループの基本方針に掲げ強力に推進したこと

で、収益体質は前期に引き続き安定した状況で推移いたしました。また、以前より進めております有利子負債の削

減も順調に推移いたしました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は65億84百万円（前年同期比99.4％）となり、経常利益は７億26百万円（前

年同期比130.8％）、当期純利益は５億６百万円（前年同期比575.0％）となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況につきましては以下のとおりであります。 

［電子機器事業］ 

売上高は54億23百万円（前年同期比104.6％）、営業利益は７億26百万円（前年同期比156.8％）となりまし

た。 

事業の概況は次のとおりであります。 

① 液晶機器事業 

 液晶パネル市況においては、デジタル放送への移行が今後世界的に進むことを受け、パネルメーカー各社

が積極的に設備投資を行う動きが強まってまいりました。 

 このような状況下、ユーザーの生産拠点の海外展開や増産体制に伴う移設・改造の増加、パネル製造工程

の省人化を目的とした新製品が貢献しましたが、全体的に装置導入は低調に推移した結果、売上高は低調に

推移いたしました。 

② 半導体機器事業 

 半導体市況においては、各種ストレージデバイス用メモリーや自動車用半導体等旺盛な需要を背景に、各

デバイスメーカーの積極的な設備投資の増強が続き、半導体製造装置市場において堅調に受注高を維持でき

る環境となりました。 

 このような状況下、当社が注力しております８インチ・12インチシリコンウエハー薄厚対応及び標準装置

がフラッシュメモリーやパワーデバイス、フリップチップ市場等すべての半導体分野において堅調であった

結果、売上高は好調に推移いたしました。 



③ ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）事業 

 マルチワイヤーソーの主要ユーザーである電子部品業界においては、主要業界である水晶業界が回復傾向

となり、サファイア、化合物半導体等ＬＥＤ用向けも堅調に推移いたしました。その他電子部品材料全般の

幅広い分野での販売も伸びた結果、売上高は堅調に推移いたしました。 

［繊維機器事業］ 

売上高は11億60百万円（前年同期比80.8％）、営業損失は２百万円（前年同期営業利益92百万円）となりまし

た。 

 アパレル業界において、国内では前期に引き続き短納期・少ロット生産への需要及び老朽設備の更新需要があ

り、海外では上海高鳥機電科技有限公司の積極的な営業活動が奏功し、ＴＡＣシリーズ（アパレル自動裁断シス

テム）の販売は順調に推移いたしました。また、業務提携において生産しておりましたアパレル自動縫製機の一

部機種であるハンドステッチマシンを自社ブランド（機種名 ＨＭ－1200）として上市し、当下期において販売

に寄与いたしました。しかしながら、業務提携解消による売上高一部減少により、売上高は低調に推移いたしま

した。 

(2）キャッシュ・フロー 

 連結キャッシュ・フローについては、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億

58百万円減少し、19億25百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス面では売上債権８億74百万円及びたな卸資産１億30百万円の

増加があるものの、プラス面では仕入債務の増加が１億63百万円あり、税金等調整前当期純利益を６億57百万円

計上できた結果、プラス90百万円（前連結会計年度はプラス11億83百万円）となりました。 

（投資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・フローは、有形固定資産の売却により３億２百万円の収入がありましたが、投資

有価証券の取得による４億99百万円の支出をしたこと等により、マイナス２億16百万円（前連結会計年度はマイ

ナス57百万円）となりました。 

（財務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・フローは、株式の発行による収入が76百万円ありましたが、長期借入金の返済１

億62百万円及び配当金53百万円をそれぞれ支出したこと等により、マイナス１億35百万円（前連結会計年度はマ

イナス５億50百万円）となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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 

 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、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。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．最近２連結会計年度の主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。 

 なお、シャープ㈱の金額及び総販売金額に対する割合の（ ）は内数で、液晶モジュール組立による販売実

績であります。 

２．当連結会計年度においては、総販売実績に対する割合が10％以上の相手先がないため記載を省略しておりま

す。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子機器事業 5,498,305 106.6 

繊維機器事業 1,190,080 82.8 

合計 6,688,385 101.4 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

電子機器事業 5,476,658 117.1 2,016,700 102.7 

繊維機器事業 780,784 45.8 219,398 36.6 

合計 6,257,442 98.0 2,236,098 87.2 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子機器事業 5,423,996 104.6 

繊維機器事業 1,160,551 80.8 

合計 6,584,547 99.4 

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

シャープ㈱ 
1,012,061 

(435,640) 

15.3 

(6.6) 
－ － 

ＪＵＫＩ㈱ 821,858 12.4 － － 



３【対処すべき課題】 

 当社グループを取り巻く環境については、電子機器事業については電子部品の価格下落圧力が今後も続くものの、

大型液晶パネルに対する設備投資の増強、ウエハーサイズの大口径化対応に伴う設備投資の増強、民生機器を中心と

した更なる用途の拡大が予想されるため、製造装置市場においても需要は堅調に推移するものと考えられます。 

 このような状況下、当社グループでは、前期及び当期における一部事業の撤退等による売上高減少の影響があるも

のの、電子機器事業が比較的堅調に推移するため、来期の売上高は当期とほぼ同水準で推移すると予想されます。利

益面においては、更なる成長への投資及び高付加価値製品の開発の強化による研究開発費の大幅な増加を見込んでお

りますので、利益を圧迫することが予想されますが ①更なる成長への投資 ②高付加価値製品の開発の強化 ③業

務効率の向上と内部管理体制の強化 ④リスク・マネジメントの強化 ⑤環境対応の強化（平成19年中のISO-14001

取得を目指します。）を当社グループの中長期的な基本方針として推し進め、企業価値をより一層高めるとともに確

固たる企業基盤を築き、当社のビジョンである「信頼されるタカトリ」の構築に努める所存であります。  

 このような中長期的な基本方針のもと、当社グループは、更なる事業拡大及び高付加価値製品の開発の強化を目指

して、平成17年７月より社内プロジェクト「新・タカトリプロジェクト」をスタートさせております。 

  同プロジェクトは、現状の事業（液晶機器事業、半導体機器事業、ＭＷＳ事業、繊維機器事業）における自社保有

技術の体系的な棚卸評価（強み・弱みの明確化）を実施し、その結果「７つのコア技術」として「貼付、剥離、制

御・情報処理、クリーン、カッティング、搬送・駆動、真空」の各技術を明確化いたしました。 

 今後の経営戦略といたしましては、当社の戦略的コア技術である「７つのコア技術」を更に強化し、技術開発スロ

ーガン「Global Innovation“Plus One”」の下、「製品の独自性」や「製品の強さを極める」ことに注力し、現状

事業の付加価値を高めるとともに、「７つのコア技術」をベースに ①有望事業機会と結びついた重点強化技術の開

発 ②強い技術の他製品への水平展開 ③他社との技術提携及び当社グループとのシナジー効果が見込める企業買収

（Ｍ＆Ａ）による新規事業創出を行うなど攻めの経営に積極的に取り組み、更なる成長への投資に留保資金を投入し

てまいります。 

 なお、当社グループは同プロジェクトの実践の一環として平成18年10月１日に新規事業推進部を新設し、ＭＥＭＳ

（Micro Electro Mechanical Systems：微小電気機械システム）製造装置及び燃料電池製造装置の開発を進め、早期

の事業化を目指しております。 

  また当社グループは、技術の強化・財務体質の強化と並び、内部管理体制の強化及び環境対応は、「信頼されるタ

カトリ」を構築する上で重要であると考えており、会社法で定められた「株式会社の業務の適正を確保する体制」を

確立するため、内部統制システムの構築を核に、リスク・マネジメントの強化、コンプライアンスの周知徹底等を推

進するとともに、社会的責任の一環である環境対応として平成19年中のISO-14001の取得を目指してまいります。 

  各事業の戦略に関しましては、次のとおりであります。 

【電子機器部門】 

① 液晶機器事業 

 中小型パネル向けの高精度・高品質商品の開発、大型パネル向けの高付加価値機能・省スペース化商品の開発

に注力するとともに、液晶モジュール組立工程の組立・ハンドリング等における省力化商品の提案を強化してま

いります。 

② 半導体機器事業 

 ウエハーの大口径化・薄厚化対応技術に更に磨きをかけ、材料メーカー及び周辺装置メーカーとの総括展開を

進めてまいります。 

③ ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）事業 

 水晶業界で培った過去の豊富な販売実績を基にサービス体制の充実や薄厚切断技術の確立を図ることで競合他

社との差別化を図り、ＳｉＣ（シリコンカーバイド）・サファイア等の結晶材料業界でのシェア拡大を進めてま

いります。 

【繊維機器部門】 

 ＴＡＣシリーズ（アパレル自動裁断システム）において、既存ユーザーに対する顧客満足度の向上に取り組むとと

もに、上海高鳥機電科技有限公司を中心に中国における製造、販売を積極的に展開してまいります。また、業務提携

において生産しておりましたアパレル自動縫製機の一部機種であるハンドステッチマシンを自社ブランド（機種

名 ＨＭ－1200）として製造、販売を積極的に行ってまいります。 

 以上の会社の中長期的な会社の経営戦略により、当社グループの中長期な価値向上及び確固たる企業基盤の構築を

実行してまいります。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 （1）市場変動による影響 

 当社グループの属する電子部品製造装置市場では、電子部品業界の設備投資動向や電子部品の需給環境の影響を

大きく受けてまいりました。半導体市場においてはシリコンサイクル、液晶市場においてはクリスタルサイクルと

呼ばれる景気サイクルによる影響を過去に何度か繰り返し受けてまいりました。当社グループではこのような市場

環境においても利益が計上できる体質になるように努力してまいりましたが、今後もこのような市場環境によって

受注高及び売上高が減少することにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 （2）事業戦略による影響 

 当社グループの属する電子部品製造装置市場では、革新的な技術の進歩への対応とともに厳しい販売価格競争が

あります。当社グループでは、高付加価値製品の開発の強化や材料メーカー及び周辺装置メーカーとの連携等を展

開しておりますが、競争激化による販売価格下落、技術革新による当社既存製品の陳腐化、当社新製品の市場投入

のタイミング等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 （3）特定の取引先への依存度による影響 

 当社グループの売上高のうち、シャープ㈱に対する依存度は平成17年９月期で15.3％、平成18年９月期で8.4％

となっております。シャープ㈱とは電子部品製造装置の販売において取引しておりますが、当該販売先の設備投資

計画や取引方針等に変化が生じた場合は当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 （4）その他の影響 

 当社グループが事業を遂行していく上で上記のリスク以外に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦

争・テロ、感染症（ＳＡＲＳ等）、法令の改正や政府の規制、購入品の価格高騰、重要な人材の喪失等の影響を受

けることが想定され、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

(1）販売契約について 

(2）業務提携について 

（注）前連結会計年度に記載しておりましたＪＵＫＩ㈱との「技術及び販売契約」は、平成18年３月31日をもって業務提

携基本契約を解消しております。 

提携先 提携内容 備考 契約期間 

グランディング 

テクノロジーインク 

（米国） 

ＭＷＳのアメリカ合衆国及びカナダで

の販売に関する事項 
販売代理店契約 

自平成10年１月１日 

至平成15年12月31日 

（以降１年毎に自動更新）

大谷㈱ 

日本国内におけるＴＡＣシリーズ（ア

パレル裁断システム）の販売に関する

事項 

国内販売代理店契約 

自平成11年９月30日 

至平成13年９月29日 

（以降１年毎に自動更新）

提携先 契約品目 契約内容 契約期間 

㈱ブイ・テクノロジー 電子機器 
１．同社製品の設計・開発を含めた生産 

２．相互の業界分野における開発協力 

自平成12年11月１日 

至平成15年10月31日 

（以後１年毎に自動更新）



６【研究開発活動】 

 当連結会計年度においては、各部門における新製品・新技術の開発と既存製品の改良・改善を柱とし、当社グルー

プの戦略的コア技術である「７つのコア技術（貼付、剥離、制御・情報処理、クリーン、カッティング、搬送・駆

動、真空）」をベースに有望事業機会と結びついた重点強化技術の開発、強い技術の他製品への水平展開を行ってお

ります。 

 当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費の総額は１億77百万円であり、主な開発内容としては次のもの

があります。 

 電子機器事業 

(1）液晶機器事業 

① 液晶バックライトに使用する各種フィルムのラミネートを自動で剥離し、バックライトユニットに組み込む

装置「ＦＰＢ-2645」を開発いたしました。 

② 液晶機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、貼付（加熱・加圧貼付技

術）、剥離（テープ剥離技術）、クリーン（清掃技術）に関する装置等の研究開発活動を行っております。 

(2）半導体機器事業 

① ウエハー回路パターンへのテープ密着性・埋め込み性を向上した各種テープを、真空チャンバー内でウエハ

ーに貼り付ける装置の開発をいたしました。 

② 更なる薄研削に向かうウエハーに対して、ＢＧテープをノーテンション（無張力）で貼り付ける装置の開発

をいたしました。 

※ ＢＧ（バックグラインド）テープは、半導体ウエハーにＩＣ回路を形成後、バックグラインド（ウエハー

裏面の研削）時にウエハー表面を保護するテープであります。ＢＧテープを回路面に貼り、回路面の損傷、研

削水・研削屑の浸入によるウエハー表面の汚染を防止します。 

③ 半導体機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、貼付（加熱・加圧貼付技

術）、真空（吸引技術）、クリーン（清掃技術）に関する装置等の研究開発活動を行っております。 

(3）ＭＷＳ事業 

 ① ワイヤー揺動機構を使用して太陽電池などの化合物をスライスする際に、ワイヤーに発生するテンション

（張力）変動を最小限に留める装置機構の開発をいたしました。 

② ＭＷＳ機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、カッティング（ワイヤーカ

ッティング技術）、搬送・駆動（ハンドリング技術）に関する装置等の研究開発活動を行っております。 

 繊維機器事業 

① ＴＡＣ（アパレル自動裁断システム）シリーズについて、顧客からの様々な要求に対して改良・改善活動を

行っております。 

② 繊維機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、カッティング（ナイフカッテ

ィング技術）に関する装置等の研究開発活動を行っております。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）財政状態の分析 

 当連結会計年度末の総資産は、84億63百万円（前年同期比108.2％）となりました。 

 （流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産は、59億36百万円（前年同期比113.4％）となりました。 

 （固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産は、主に奈良県大和高田市に所有していた工場の建物及び土地の売却に

よる有形固定資産の減少がありましたが、国債の取得により、25億26百万円（前年同期比97.7％）となりまし

た。 

 （流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債は、28億58百万円（前年同期比112.2％）となりました。 

 （固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債は、長期借入金の返済により２億53百万円（前年同期比56.1％）となり

ました。 

 （純資産） 

 当連結会計年度末における純資産の残高は、ストックオプション権利行使による資本金の増加や当期純利益

５億６百万円の計上による利益剰余金の増加により53億51百万円（前年同期比111.2％）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの分析 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「１［業績等の概要］（2）キャッシュ・フロ

ー」を参照願います。 

(3）経営成績の分析 

  当連結会計年度の概況は、「１［業績等の概要］（1）業績」を参照願います。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度においては、建物の改修を中心に66百万円の設備投資を実施いたしました。 

 なお、当連結会計年度における重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

平成18年９月30日現在

 （注）１．帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。 

２．本社及び本社工場には、賃貸中の土地59,469千円（3,681.00㎡）を含んでおります。 

(2）在外子会社 

平成18年９月30日現在

 （注）１．上記の他、建物及び土地（2,094.8㎡）を35,044.25元/月で賃借しております。 

    ２．上記中の各金額は連結決算上の金額を記載しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向等を総合的に勘案して策定しております。 

 なお、当連結会計年度末現在において重要な設備の新設、改修は予定しておりません。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額 従業員数 
（人） 

外(臨時雇

用者） 

建物及び構
築物 
（千円） 

機械装置及
び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
（面積㎡）

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社及び本社工

場 

（奈良県橿原

市） 

電子機器事業 

 繊維機器事業 

統括業務施設 

販売設備 

電子機器製造設備 

繊維機器製造設備 

1,034,751 45,143 
490,765 

(30,376.91)
54,980 1,625,641 

223 

(9)

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額 従業員数 
（人） 

外(臨時雇

用者） 

建物及び
構築物 
（千円） 

機械装置及
び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

上海高鳥機電科

技有限公司 

本社及び 

本社工場 

(上海市) 

繊維機器事

業 

繊維機器製

造設備 
5,954 6,839 

－ 

（－）
3,915 16,709 

51 

(－)



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成15年12月19日定時株主総会決議 

（注）１．各新株予約権の一部行使は認めない。  

２．新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位にあ

ることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職によりかかる地位を喪失した場合は、権利行使を認

める。 

３．新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 

４. 新株予約権に関するその他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約 

  書」に定めるところによる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 12,000,000 

計 12,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月25日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 5,491,490 5,491,490 
大阪証券取引所 

市場第二部 
－ 

計 5,491,490 5,491,490 － － 

 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 178 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 178,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 820 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月20日 

至 平成20年12月19日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

820 

410 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 



② 平成16年12月22日定時株主総会決議 

（注）１．各新株予約権の一部行使は認めない。  

２．新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位にあ

ることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職によりかかる地位を喪失した場合は、権利行使を認

める。 

３．新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 

４. 新株予約権に関するその他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約 

  書」に定めるところによる。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）新株予約権の行使による増加であります。 

 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,746 3,736 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 374,600 373,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 731 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年12月23日 

至 平成21年12月22日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

731 

366 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年10月１日～ 

平成18年９月30日 

（注）  

94 5,491 38,540 963,230 38,540 1,352,321 



(4）【所有者別状況】 

 （注） 自己株式5,977株は、「個人その他」に59単元、「単元未満株式の状況」に77株含めて記載しております。 

(5）【大株主の状況】 

（注）日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は371千株あり、そ

の内訳はスパークス・アセット・マネジメント投信㈱分が364千株、大和住銀投信投資顧問㈱分が７千株、大和証券

㈱分が４百株となっております。また、スパークス・アセット・マネジメント投信㈱は、平成18年10月２日（登記に

よる法律上の会社分割効力発生日）をもって会社分割を行い、スパークス・アセット・マネジメント㈱が当社株式を

継承しております。 

  平成18年９月30日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 11 19 35 3 1 1,537 1,606 － 

所有株式数

（単元） 
－ 9,443 1,112 8,373 353 10 35,606 54,897 1,790 

所有株式数の

割合（％） 
－ 17.20 2.03 15.25 0.64 0.02 64.86 100 － 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

髙鳥王昌 奈良県香芝市真美ヶ丘 407 7.42 

㈲コトブキ産業 奈良県香芝市関屋1516－９ 379 6.91 

日本トラスティ・サービス信

託銀行㈱（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－11 371 6.76 

タカトリ共栄会 奈良県橿原市新堂町313－１ 193 3.51 

大阪中小企業投資育成㈱ 大阪市北区堂島浜１－２－６ 187 3.40 

タカトリ従業員持株会 奈良県橿原市新堂町313－１ 172 3.14 

大阪証券金融㈱ 大阪市中央区北浜２－４－６ 134 2.44 

井上久雄 神奈川県厚木市下荻野 120 2.18 

高鳥政廣 奈良県香芝市関屋 113 2.07 

高鳥壽子 奈良県香芝市真美ヶ丘 109 2.00 

計 － 2,190 39.89 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    5,900 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,483,800 54,838 － 

単元未満株式 普通株式    1,790 － － 

発行済株式総数 5,491,490 － － 

総株主の議決権 － 54,838 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱タカトリ 
奈良県橿原市 

新堂町313－１ 
5,900 － 5,900 0.11 

計 － 5,900 － 5,900 0.11 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

 当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して

特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成15年12月19日開催の定時株主総会及び平成16年12月

22日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 （注）新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整さ

れるものとする。 

（注）新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整さ

れるものとする。 

決議年月日 平成15年12月19日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役及び監査役６名、従業員63名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 （注） 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ────── 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

決議年月日 平成16年12月22日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役及び監査役５名、従業員222名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 （注） 

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件  同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ────── 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法

第155条第７号に該当する普通株式の取得 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式には、平成18年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式数は含めておりません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）保有自己株式数には、平成18年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含

めておりません。 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

株主総会（平成－年－月－日）での決議状況 

（取得期間 平成－年－月－日～平成－年－月－日） 
－ － 

当事業年度前における取得自己株式 － － 

当事業年度における取得自己株式 50 51,100 

残存授権株式の総数及び価額の総額 － － 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％)  － － 

当期間における取得自己株式 － － 

提出日現在の未行使割合(％)  － － 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 － － － － 

保有自己株式数 5,977 － 5,977 － 



３【配当政策】 

 利益配分については、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要施策の一つと認識しております。前々期にて当社

グループにおける財務体質等の改善が想定どおり達成されており、前期までの有利子負債の圧縮を優先した内部留保

重視に加え、株主の皆様への利益配分をより高めていく方針であります。当期におきましては、期末配当１株当たり

15円に加え、設立50周年を迎えたことによる株主の皆様への感謝の意味を込めまして、１株当たり２円の記念配当を

実施し、１株当たり年間配当17円（前期に比べ７円増配）を実施させていただくことを決定いたしました。 

 当社は、「取締役会の決議をもって、毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めております。 

 なお、第49期の配当についての株主総会決議は、平成17年12月22日に行っております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

最高（円） 550 548 1,640 846 1,401 

最低（円） 175 153 400 600 632 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,290 1,219 1,093 1,096 937 918 

最低（円） 1,055 927 900 845 879 814 



５【役員の状況】 

 （注）監査役山田 磯子及び監査役北原 勝正は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役名誉会長   髙鳥 王昌 大正14年３月18日生 

昭和31年10月 当社設立 代表取締役社長 

平成14年６月 当社代表取締役会長 

平成18年12月 当社取締役名誉会長（現任）  

407 

代表取締役社長   駒井 幸三 昭和33年10月13日生 

平成７年６月 センチュリー証券㈱入社 

平成10年１月 当社入社 

平成14年４月 当社経営企画室長 

平成14年12月 当社取締役経営企画室長 

平成15年10月 当社常務取締役営業本部長 

平成16年４月 上海高鳥機電科技有限公司董事長

（現任） 

平成16年12月 当社代表取締役社長兼営業本部長 

平成18年10月 当社代表取締役社長（現任） 

23 

専務取締役 生産本部長 雁野 良博 昭和24年11月19日生 

昭和47年４月 当社入社 

平成13年10月 当社繊維・特機事業部長 

平成14年４月 当社生産本部長 

平成14年10月 当社執行役員生産本部長 

平成14年12月 当社取締役生産本部長 

平成16年10月 当社常務取締役生産本部長 

平成18年12月 当社専務取締役生産本部長（現任） 

22 

常務取締役 経営企画室長 北村 吉郎 昭和22年９月12日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成７年10月 当社管理本部副本部長 

平成８年12月 当社取締役管理本部長 

平成13年10月 当社取締役経理本部長 

平成14年４月 当社取締役管理本部長 

平成15年10月 当社常務取締役管理本部長 

平成16年10月 当社常務取締役経営企画室長 

 （現任） 

平成16年11月 奈良県ハイテク工場団地協同組合代

表理事（現任） 

42 

取締役 営業本部長 松田 武晴  昭和25年１月11日生 

昭和48年３月 当社入社  

平成14年４月 当社営業本部海外営業部長 

平成14年10月 当社執行役員営業本部海外営業部長 

平成15年４月 当社執行役員営業本部副本部長 

平成18年10月 当社執行役員営業本部長 

平成18年12月 当社取締役営業本部長（現任） 

0 

常勤監査役   水谷 幸夫 昭和22年９月８日生 

昭和44年１月 当社入社 

平成11年４月 当社知的財産室課長 

平成14年６月 当社常勤監査役（現任） 

14 

監査役   山田 磯子 昭和20年３月３日生 

昭和45年４月 大阪弁護士会登録 

昭和56年６月 山田法律事務所（現さざんか法律事

務所）開業（現任） 

平成13年12月 当社監査役（現任） 

－ 

監査役   北原 勝正 昭和18年２月26日生 

昭和36年４月 松下電器産業㈱入社 

平成７年４月 同社知的財産権本部社内知的研修担

当 

平成15年９月 日本知的財産協会研修委員会スタッ

フ（現任） 

平成15年12月 当社監査役（現任） 

－ 

    計 511 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

 当社は、法令を遵守し、経営の透明性を高め、取締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、

株主の利益が最大になるように統治しなければならないと考えており、会社の中長期的な利益増大の観点から、株主

以外のステークホルダー（従業員、取引先、債権者、地域社会）の利益も尊重すべきであると考えております。ま

た、リスク・マネジメントの強化を進めており、当社が関わるリスクを識別し、優先度・重要度を判別した上で対応

しております。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

 (1）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況 

①会社の機関の内容（提出日現在） 

・委員会等設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別 

監査役制度を採用しております。 

・社外取締役・社外監査役の選任の状況（人数等） 

社外取締役は取締役５人中０人、社外監査役は監査役３人中２人であります。 

・業務執行・経営の監視の仕組み 

  当社は経営の透明性を高め、監査役会の機能強化として、第46期（平成13年10月１日～平成14年９月30日）か

ら、弁護士を社外監査役に選任しております。 

＜業務執行・監査の仕組み、内部統制の仕組み＞ 

②内部統制システムの整備の状況 

 当社では、社長直轄組織である経営企画室に内部統制管理部門を設置しており、主に重要な業務プロセス毎にフ

ローチャート、社内規程などの整備を行い、業務上発生するリスクを防止する仕組みを作り、業務の有効性及び効

率性・財務報告の信頼性・コンプライアンス・資産の保全といった目的を達成できるシステムの構築を図ってお

り、整備の進捗状況等は定期的に取締役会へ報告しております。 



 また、内部監査部門及び監査法人の指摘事項などについても社内規程等にフィードバックし、整備を図っており

ます。 

 なお、提出日時点では運用の評価を行うに至っておりませんが、今後整備及び運用状況の評価ができるシステム

を構築してまいります。 

③内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

・内部監査につきましては、社長直轄組織である経営企画室に内部監査部門を設置しており、期初に年間監査計画

を立て、それを基準に監査役会及び監査法人と常に連携を取りながら内部監査を実施し、定期的に取締役会にお

いて報告を行っております。 

・監査役監査につきましては、期初に監査役会が策定した監査の方針・監査計画等に従い監査を実施しておりま

す。具体的には、取締役会への出席及び他の重要会議への常勤監査役の出席、監査役会開催時において社外監査

役が重要資料閲覧等を行うことで、経営の透明性・意思決定及び業務執行の適法性をチェックするとともに、監

視・牽制体制を整えております。また、監査法人との監査計画概要書に対するミーティング、期末監査結果報告

会やマネジメントレター報告会の開催、監査に関わる情報交換等を行うことで、監査機能の充実を図っておりま

す。 

・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成 

両公認会計士とも当社に係る継続監査年数が７年を超えておりませんので、監査年数の記載は省略いたします。

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士補５名であります。 

④役員報酬・監査報酬 

 当期における当社取締役及び監査役に対する報酬、当社の監査人に対する監査証明に係る報酬は以下のとおりで

あります。 

 ａ. 役員報酬   取締役に支払った報酬  56百万円 

  監査役に支払った報酬  12百万円 

 ｂ. 監査報酬等  公認会計士法（昭和23年法律103号）第２条第１項の業務に係る報酬  17百万円 

上記以外の報酬  ２百万円 

(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 社外監査役山田磯子は当社の顧問弁護士としての取引がありましたが、平成18年６月において当該取引を解消し

ております。なお弁護士報酬につきましては、一般的な弁護士報酬を基礎として支払っております。その他社外監

査役との重要な人的関係、資本的関係及び利害関係はありません。 

(3）リスク管理体制の整備の状況 

 全社的リスク（事業経営）の把握とその対応は、取締役及び推進責任部門で行い、その状況は取締役会へ定期的

に報告を行っております。また、職務権限の明確化や内部監査部門による全部門への年１回の内部監査実施、取締

役会での重要及び異常事項の報告義務付け等により、会社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めるととも

に、万一不測の事態が発生した場合は、損害・影響額を最小限にとどめる体制を整えております。 

(4）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

 当期は取締役会を25回、監査役会を13回開催しております。 

 役員及び従業員が法令、社内規則及び社会通念等を遵守した行動をとるための規範や行動基準について制定した

「企業理念」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンスマニュアル」に従い行動し、定期的（年１回）に

研修会を実施し、その周知徹底と推進を図っております。また、社外の弁護士等を直接の情報受領者とする「内部

通報規程」を平成18年６月に制定し、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報体制を

整備いたしました。 

 その他、毎月１回当社部門長及び主要管理職に対して勉強会を開催し、経営方針や決算内容及び会社のおかれて

いる現状等についての理解を深め、価値観を共有することで経営方針に合致する業務執行を促進しております。 

公認会計士の氏名 所属する監査法人名 

 指定社員 

 業務執行社員  
 芝池 勉 

  監査法人トーマツ 
 指定社員 

 業務執行社員 
 南方 得男 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）」

（以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日ま

で）及び当連結会計年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16

年10月１日から平成17年９月30日まで）及び当事業年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）の財務諸表

について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】  

  
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18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 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金     2,185,448     1,928,205   

２．受取手形及び売掛金 ※７   1,619,923     2,434,837   

３．たな卸資産     1,125,663     1,262,848   

４．繰延税金資産     236,397     251,884   

５．その他     67,190     59,733   

貸倒引当金     △1,702     △1,102   

流動資産合計     5,232,921 66.9   5,936,406 70.1 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産               

(1）建物及び構築物 ※１ 3,970,096     3,032,468     

減価償却累計額   2,797,880 1,172,215   1,991,762 1,040,705   

(2) 機械装置及び運搬具   483,022     337,272     

減価償却累計額   441,516 41,505   285,289 51,983   

(3) 土地 ※１   874,754     608,593   

(4) その他   593,188     520,853     

減価償却累計額   543,847 49,340   461,946 58,906   

有形固定資産合計     2,137,816 27.4   1,760,189 20.8 

２．無形固定資産     26,212 0.3   28,472 0.4 

３．投資その他の資産               

(1）投資有価証券     113,248     595,415   

(2）繰延税金資産     306,126     139,724   

(3）その他     6,627     2,889   

貸倒引当金     △2,427     －   

投資その他の資産合計     423,574 5.4   738,029 8.7 

固定資産合計     2,587,602 33.1   2,526,692 29.9 

資産合計     7,820,524 100.0   8,463,098 100.0 

        

 



  
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18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 
（％） 

        

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．支払手形及び買掛金 ※６   1,559,476     1,724,263   

２．短期借入金      －     4,318   

３．１年以内に返済予定の 
  長期借入金 

※１   162,500     187,500   

４．未払法人税等     14,934     6,737   

５．前受金     542,376     481,271   

６．賞与引当金     123,500     165,873   

７．部品交換損失引当金     －     13,246   

８．その他 ※６   145,487     274,897   

流動負債合計     2,548,274 32.6   2,858,107 33.8 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金 ※１   352,500     165,000   

２．役員退職慰労引当金     61,910     64,152   

３．その他     38,556     24,763   

固定負債合計     452,967 5.8   253,915 3.0 

負債合計     3,001,242 38.4   3,112,022 36.8 

          

（少数株主持分）               

少数株主持分     7,445 0.1   － － 

          

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※２   924,690 11.8   － － 

Ⅱ 資本剰余金     1,313,781 16.8   － － 

Ⅲ 利益剰余金     2,560,259 32.7   － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    15,410 0.2   － － 

Ⅴ 為替換算調整勘定     1,533 0.0   － － 

Ⅵ 自己株式 ※４   △3,838 △0.0   － － 

資本合計     4,811,837 61.5   － － 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    7,820,524 100.0   － － 

        



  
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18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 
（％） 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本             

１．資本金    － －  963,230 11.4 

２．資本剰余金    － －  1,352,321 16.0 

３．利益剰余金    － －  3,012,927 35.6 

４．自己株式    － －  △3,889 △0.1 

  株主資本合計    － －  5,324,590 62.9 

Ⅱ 評価・換算差額等            

１．その他有価証券評価差
額金 

  － －  15,457 0.2 

２．為替換算調整勘定   － －  6,957 0.1 

  評価・換算差額等合計   － －  22,414 0.3 

Ⅲ 少数株主持分   － －  4,071 0.0 

純資産合計   － －  5,351,075 63.2 

負債純資産合計   － －  8,463,098 100.0 

        



②【連結損益計算書】  

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     6,623,601 100.0   6,584,547 100.0 

Ⅱ 売上原価     5,032,251 76.0   4,750,865 72.1 

売上総利益     1,591,349 24.0   1,833,681 27.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,5   1,035,788 15.6   1,109,990 16.9 

 営業利益     555,561 8.4   723,690 11.0 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取地代    15,748     11,465     

２．事業廃止負担金収入   5,339     －     

３．その他   9,549 30,637 0.5 16,163 27,628 0.4 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   11,065     7,007     

２．減価償却費   10,521     4,496     

３．租税公課   －     4,494     

４．たな卸資産評価損    －     6,414     

５．その他   9,665 31,252 0.5 2,879 25,292 0.4 

経常利益     554,946 8.4   726,026 11.0 

Ⅵ 特別利益               

貸倒引当金戻入額   － － － 250 250 0.0 

Ⅶ 特別損失               

１．固定資産売却損 ※２ 8,503     3,912     

２．固定資産除却損 ※３ 2,370     1,380     

３．減損損失 ※４ 461,657     41,185     

４．確定拠出年金制度移行 
    に伴う損失 

  11,710     －     

５．ゴルフ会員権売却損   102     －     

６．部品交換損失   －     9,343     

７．部品交換損失引当金繰
入額 

  － 484,343 7.3 13,246 69,067 1.0 

税金等調整前当期純利
益 

    70,602 1.1   657,209 10.0 

法人税、住民税及び事
業税 

  4,782     3,718     

法人税等調整額   △17,997 △13,215 △0.2 150,884 154,602 2.4 

少数株主損失     4,275 0.0   3,977 0.1 

当期純利益     88,094 1.3   506,583 7.7 

        



③【連結剰余金計算書】  

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,313,781 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     1,313,781 

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     2,526,090 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

    当期純利益   88,094 88,094 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

    配当金   53,925 53,925 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     2,560,259 

    



④【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年９月30日 残高 

（千円） 
924,690 1,313,781 2,560,259 △3,838 4,794,893 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行（千円） 38,540 38,540     77,080 

剰余金の配当（千円）     △53,915   △53,915 

当期純利益（千円）     506,583   506,583 

自己株式の取得（千円）       △51 △51 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 

（千円） 

          

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
38,540 38,540 452,668 △51 529,697 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
963,230 1,352,321 3,012,927 △3,889 5,324,590 

 

評価・換算差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成17年９月30日 残高 

（千円） 
15,410 1,533 16,944 7,445 4,819,282 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行（千円）         77,080 

剰余金の配当（千円）         △53,915 

当期純利益（千円）         506,583 

自己株式の取得（千円）         △51 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 

（千円） 

46 5,424 5,470 △3,374 2,096 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
46 5,424 5,470 △3,374 531,793 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
15,457 6,957 22,414 4,071 5,351,075 



⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

      

税金等調整前当期純利益   70,602 657,209 

減価償却費   117,645 103,271 

貸倒引当金の増減額（△減
少額） 

  △23,876 △3,143 

賞与引当金の増減額（△減
少額） 

  △36,500 42,373 

役員退職慰労引当金の増減
額（△減少額） 

  － 2,241 

部品交換損失引当金の増減
額（△減少額） 

  － 13,246 

受取利息及び受取配当金   △886 △1,899 

支払利息   11,065 7,007 

固定資産売却損益   8,503 3,912 

固定資産除却損   2,370 1,380 

減損損失   461,657 41,185 

確定拠出年金制度移行に伴
う損失額 

  11,710 － 

売上債権の増減額（△増加
額） 

  1,665,995 △874,889 

たな卸資産の増減額（△増
加額） 

  87,936 △130,864 

仕入債務の増減額（△減少
額） 

  △668,791 163,720 

その他   △59,838 76,813 

小計   1,647,594 101,565 

利息及び配当金の受取額   899 380 

利息の支払額   △9,850 △6,755 

法人税等の支払額   △5,747 △4,561 

厚生年金基金脱退に伴う支
払額  

  △238,970 － 

退職給付制度改訂に伴う支
払額 

  △210,224 － 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  1,183,700 90,628 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

      

定期預金の預入による支出   △1,330 － 

有形固定資産の取得による
支出 

  △40,562 △33,553 

有形固定資産の売却による
収入 

  11,422 302,194 

無形固定資産の取得による
支出 

  △27,305 △4,628 

投資有価証券の取得による
支出 

  － △499,575 

投資事業組合からの分配金
による収入 

  － 18,897 

その他   － △20 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  △57,776 △216,684 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

      

短期借入れによる収入   － 4,318 

長期借入金の返済による支
出 

  △500,000 △162,500 

少数株主への株式発行によ
る収入 

  3,141 － 

株式の発行による収入   － 76,150 

自己株式の取得による支出   △710 △51 

配当金の支払額   △53,408 △53,781 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  △550,977 △135,863 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

  2,267 3,103 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
（△減少額） 

  577,215 △258,816 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

  1,607,206 2,184,421 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残
高 

※ 2,184,421 1,925,604 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

 上海高鳥機電科技有限公司 

 前連結会計年度において非連結子会社

であった上海高鳥機電科技有限公司は、

重要性が増したことにより当連結会計年

度より連結の範囲に含めております。 

連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

 上海高鳥機電科技有限公司 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 上海高鳥機電科技有限公司の決算日

は、12月31日であります。連結財務諸表

を作成するに当たっては６月30日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っ

ております。 

同左 

  

４．会計処理基準に関する事

項 

 （1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

    

① 有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法 

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております） 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

連結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

より算定しております） 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 主として個別法による原価法 同左 

 （2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

  

  

 定率法を採用しております。 

  但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物    ６年～50年 

  

  

同左 

② 無形固定資産  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （3）重要な引当金の計上基

準 

  

① 貸倒引当金  債権等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

同左 

② 賞与引当金  従業員の賞与の支給に充てるため、将

来の支給見込額のうち、当連結会計年度

の負担分を計上しております。 

同左 

③ 部品交換損失引当金 ──────  部品の無償交換に伴う損失に備え、当

連結会計年度末現在未交換の部品全数量

を交換するための費用見込額を計上して

おります。 

④ 役員退職慰労引当金  役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

同左 

 （4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債並びに収

益及び費用は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債並びに収

益及び費用は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めております。 

 （5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

 （6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 振当処理の要件を満たす為替予約に

ついて、振当処理を採用しておりま

す。 

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 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 外貨建金銭債権債務の為替変動リス

クを回避し、営業取引による利益を確

保する目的でのみ為替予約取引を利用

することとしております。 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して相場変動を完全

に相殺するものと想定することが出来

るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であることを確

認することにより有効性の判定に代え

ております。 

同左 

 （7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

  

   

① 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

同左 

② 受託加工に係る原材

料有償支給の会計処理 

 平成17年３月末での液晶モジュール組

立事業廃止に伴い、有償支給による材料

受入に係る買掛金及び原材料はありませ

ん。また、売上高及び売上原価には有償

支給による材料費は含んでおりません。 

────── 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

────── 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・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 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

   当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は5,347,004千

円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────  （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「租税公課」は営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における「租税公課」の金額は

2,099千円であります。 

────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「役員退職慰労

引当金の増減額」は、前連結会計年度では「その他」に

含めて表示しておりましたが、区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における「役員退職慰労引当金

の増減額」は1,867千円であります。 

  
項目 
  

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

退職給付会計  確定拠出年金法の施行に伴い、平成17

年１月に退職一時金制度について確定拠

出年金制度へ移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額は、特別損失とし

て11,710千円計上しております。 

────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物 1,111,425千円

土地 809,094千円

計 1,920,519千円

建物 983,274千円

土地 542,934千円

計 1,526,208千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

１年以内に返済予定の長期借

入金 
162,500千円

長期借入金 352,500千円

奈良県ハイテク工場団地協同

組合の奈良県に対する借入金 
192,677千円

計 707,677千円

１年以内に返済予定の長期借

入金 
187,500千円

長期借入金 165,000千円

奈良県ハイテク工場団地協同

組合の奈良県に対する借入金 
174,198千円

計 526,698千円

※２．発行済株式総数 普通株式 5,397,490株 ※２．       ────── 

 ３．保証債務 

 奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの

借入金192,677千円に対し、同組合員と連帯して債務

保証を行っております。 

 また、下記の相手先のリース会社からの割賦未払

金の一部について保証しております。 

株式会社オプト 5,784千円

 ３．保証債務 

 奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの

借入金174,198千円に対し、同組合員と連帯して債務

保証を行っております。 

※４．会社が保有する自己株式の数 

普通株式 5,927株

※４．       ────── 

 ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１行と特殊当座借越契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

特殊当座借越極度額 300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 300,000千円

 ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１行と特殊当座借越契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

特殊当座借越極度額 300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 300,000千円

※６．       ────── ※６．手形支払から一括ファクタリングシステムへの変

更  

  平成18年２月支払分より、一部仕入先等への支払

方法を手形から一括ファクタリングシステムによる

支払いへ移行しました。この結果、従来と同一の方

法によった場合と比べて以下の科目の金額が増減し

ております。 

支払手形及び買掛金 △74,912千円

その他 74,912千円

 



前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

※７．       ────── ※７．期末日満期手形の会計処理 

 期末日満期手形の会計処理については、満期日を

もって決済処理しております。従って、当連結会計

年度末日は金融機関の休日でありましたが、満期日

に決済が行われたものとして処理しております。 

 なお、当連結会計年度末残高から除かれている期

末日満期手形は、次のとおりであります。 

 受取手形             42,793千円 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 給与及び賞与 255,869千円 

 研究開発費 201,210千円  

 賞与引当金繰入額   31,122千円  

 役員退職慰労引当金繰入額  3,689千円 

 退職給付引当金繰入額   2,193千円 

 販売促進費 124,510千円 

 給与及び賞与 289,654千円 

 研究開発費 177,516千円 

 賞与引当金繰入額  41,221千円 

 役員退職慰労引当金繰入額 2,241千円 

 ※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

 建物及び構築物    90千円  

 機械装置及び運搬具  1,403千円  

 土地  7,009千円  

 合計  8,503千円  

 ※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

 機械装置及び運搬具 3,912千円 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 工具器具及び備品  2,370千円 

    

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 建物付属設備 180千円 

 工具器具及び備品 1,155千円 

 機械装置及び運搬具 43千円 

 合計  1,380千円 

※４．減損損失 

 当連結会計年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しております。 

   グルーピングは事業部門単位で行い、また賃貸資

産と遊休資産は個別の物件毎に行っております。 

 液晶モジュール組立設備は、液晶モジュール組立

部門の廃止に伴い、これらの資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失461,657

千円として特別損失に計上しております。その内訳

は土地194,855千円、建物256,361千円及びその他

10,441千円であります。 

 なお当資産グループの回収可能価額は不動産鑑定

士による評価額をもとに正味売却価額により算定し

ております。 

場所 用途 種類 

奈良県 

大和高田市 

液晶 

モジュール 

組立設備 

建物及び 

土地等 

※４．減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。 

   グルーピングは事業部門単位で行い、また賃貸資

産と遊休資産は個別の物件毎に行っております。 

 奈良県大和高田市に所有していた工場の土地及び

建物(賃貸資産及び遊休資産）については、当中間連

結会計期間末に売却損の発生が見込まれたため、当

該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41,185千円として特別損失に計上してお

ります（平成18年４月売却済）。その内訳は、土地

31,917千円、建物9,098千円及びその他169千円であ

ります。 

 なお当資産グループの回収可能価額は売却価額を

もとに測定しております。 

場所 用途 種類 

奈良県 

大和高田市 

賃貸資産及び 

遊休資産 

建物及び 

土地等 

※５．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 201,210千円

※５．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 177,516千円



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18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）１．普通株式の発行済株式総数の増加94,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。 

 ２．普通株式の自己株式数の増加50株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 5,397,490 94,000 － 5,491,490 

合計 5,397,490 94,000 － 5,491,490 

自己株式     

普通株式 5,927 50 － 5,977 

合計 5,927 50 － 5,977 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年12月22日 

定時株主総会 
普通株式 53,915 10 平成17年９月30日 平成17年12月26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18年12月22日 

定時株主総会 
普通株式 93,253 利益剰余金 17 平成18年９月30日 平成18年12月25日

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,185,448千円

預入期間が３か月を超える定期預金等 △1,026千円

現金及び現金同等物 2,184,421千円

現金及び預金勘定 1,928,205千円

預入期間が３か月を超える定期預金等 △2,600千円

現金及び現金同等物 1,925,604千円



（リース取引関係）  

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18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 

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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
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） 

機械装置及び
運搬具 

171,216 106,535 64,681 

その他の 
有形固定資産 

44,475 21,097 23,378 

ソフトウェア 8,520 7,356 1,164 

合計 224,212 134,988 89,223 

 
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） 

機械装置及び
運搬具 

100,065 56,522 43,542 

その他の 
有形固定資産 

37,352 19,413 17,939 

ソフトウェア 4,800 4,720 80 

合計 142,217 80,655 61,562 

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 33,983千円

１年超 56,794千円

合計 90,777千円

１年内 23,972千円

１年超 38,715千円

合計 62,687千円

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 116,270千円

減価償却費相当額 107,814千円

支払利息相当額 9,070千円

支払リース料 35,968千円

減価償却費相当額 34,136千円

支払利息相当額 1,403千円

 支払リース料のうち、68,720千円は液晶モジュール

の受託組立に使用するリース資産に係るものであり、

受託先から同額を入金しております。 

 

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。 

(注)液晶モジュール事業に係るリース物件は、当該事業

の廃止に伴い、当連結会計年度に解約又は地位継承

いたしました。 

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。 



（有価証券関係）  

前連結会計年度（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

当連結会計年度（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

３．その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式 25,794 43,972 18,177 

合計 25,794 43,972 18,177 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 69,276 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(１）株式 25,794 49,096 23,301 

(２）債券       

 国債 499,610 501,850 2,239 

合計 525,405 550,946 25,540 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 44,469 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

債券         

国債 － 500,000 － － 

合計 － 500,000 － － 



（デリバティブ取引関係）  

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予

約取引であります。 

１．取引の状況に関する事項 

(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、将来の為替の変動に

よるリスク回避を目的としております。 

(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外貨建金銭債権債務の

為替変動リスクを回避し、営業取引による利益を確

保する目的で利用しております。 

 なお、当該為替予約取引についてはヘッジ会計を

採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

 振当処理の要件を満たす為替予約について、振

当処理を採用しております。 

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 

③ ヘッジ方針 

 外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避

し、営業取引による利益を確保する目的でのみ為

替予約取引を利用することとしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して

相場変動を完全に相殺するものと想定することが

出来るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であることを確認することにより

有効性の判定に代えております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有

しております。これらの取引は信用度の高い金融機

関を通して行っているため、契約不履行によるリス

クは少ないと認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引は社内規程に基づき一定の限度

額内で、重要性により稟議決裁又は取締役会の承認

を経て経理部で実行されており、管理状況について

も一定の基準により取締役会に報告されておりま

す。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

２．取引の時価等に関する事項 

 デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適

用して処理しておりますので該当事項はありません。 

２．取引の時価等に関する事項 

同左 



（退職給付関係）  

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、平成17年１月に退職一時金制度について確

定拠出年金制度へ移行いたしました。なお、これ以外

に日本縫製機械製造業厚生年金基金（総合型）に加入

しておりましたが、平成16年10月31日付で同基金を脱

退いたしました。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行に伴う

影響額は次のとおりであります。 

 また、確定拠出年金制度への資産移管額は225,992千

円であり、４年間で移管する予定であります。なお、

当連結会計年度末時点の未移管額41,334千円は未払

金、長期未払金（固定負債の「その他」）に計上して

おります。 

 退職給付債務の減少 361,565千円

 年金資産の減少 △54,118千円

 未認識数理計算上の差異 △63,370千円

 退職給付引当金の減少 244,076千円

２．退職給付債務に関する事項 

 確定拠出年金制度のため、退職給付債務はありませ

ん。なお、平成17年１月に退職一時金制度について確

定拠出年金制度へ移行した際の資産移管額は225,992千

円であり、４年間で移管する予定であります。当連結

会計年度末時点の未移管額27,526千円は未払金及び長

期未払金（固定負債の「その他」）に計上しておりま

す。 

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 5,501千円

② 利息費用 1,771千円

③ 期待運用収益 △183千円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 2,204千円

⑤ 厚生年金基金（総合型）の掛金 6,863千円

⑥ 確定拠出年金掛金 39,245千円

⑦ 退職給付費用 55,402千円

⑧ 確定拠出年金制度への移行に伴う

損失 
11,710千円

計 67,112千円

① 確定拠出年金掛金 53,197千円

② 退職給付費用 53,197千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 2.0％

② 期待運用収益率 1.5％

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④ 過去勤務債務の処理年数 －

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 10年

────── 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．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）株式数に換算して記載しております。 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成18年９月期）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）権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなしております。 

①単価情報 

 
平成15年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社の取締役  ５名 

当社の監査役 １名 

当社の従業員 63名 

当社の取締役 ４名 

当社の監査役 １名 

当社の従業員 222名 

ストック・オプション数

(注) 
普通株式 272,000株 普通株式 376,400株 

付与日 平成16年２月５日 平成16年12月22日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当てを受

けた者は、権利行使時にお

いて、当社の取締役、監査

役もしくは従業員たる地位

にあることを要する。 

ただし、任期満了による退

任又は定年退職によりかか

る地位を喪失した場合は、

権利行使を認める。 

同左 

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

権利行使期間 
自 平成17年12月20日 

 至 平成20年12月19日 

自 平成18年12月23日 

 至 平成21年12月22日 

 
平成15年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）     

前連結会計年度末 272,000 376,400 

付与 － － 

失効 － 1,800 

権利確定 272,000 － 

未確定残 － 374,600 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 － － 

権利確定 272,000 － 

権利行使 94,000 － 

失効 － － 

未行使残 178,000 － 

 
平成15年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 820 731 

行使時平均株価     （円） 1,103 － 

公正な評価単価（付与日）（円） － － 



（税効果会計関係）  

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

流動の部  

繰延税金資産  

賞与引当金 49,400千円

棚卸資産評価損否認 46,682千円

繰越欠損金 130,239千円

その他 12,657千円

計 238,979千円

固定の部  

繰延税金資産  

繰越欠損金 160,164千円

減損損失否認 320,722千円

役員退職慰労引当金 24,764千円

その他 8,665千円

合計 514,317千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △10,273千円

計 △10,273千円

繰延税金資産（固定）の純額 504,043千円

繰延税金資産計 743,022千円

評価性引当額 △200,498千円

合計 542,524千円

流動の部  

繰延税金資産  

賞与引当金 66,349千円

棚卸資産評価損否認 31,918千円

繰越欠損金 137,349千円

その他 20,238千円

計 255,854千円

固定の部  

繰延税金資産  

繰越欠損金 141,904千円

減損損失否認 47,919千円

役員退職慰労引当金 25,660千円

その他 9,611千円

合計 225,096千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △10,304千円

計 △10,304千円

繰延税金資産（固定）の純額 214,791千円

繰延税金資産計 470,645千円

評価性引当額 △79,036千円

合計 391,609千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

法定実効税率 40％

(調整)  

住民税均等割 ６％

交際費等一時差異ではない項目 ９％

評価性引当額の減少 △83％

在外連結子会社に係る税率差異 ８％

その他 １％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △19％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

法定実効税率 40％

(調整)  

住民税均等割 １％

交際費等一時差異ではない項目 １％

評価性引当額の減少 △19％

在外連結子会社に係る税率差異 １％

その他 △０％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目の金額はすべて全社資産の金額であり、その主なものは、余資運用資金

（現金及び有価証券）、繰延税金資産及び遊休資産であります。 

４．減価償却費及び資本的支出のうち、消去又は全社の項目の金額は賃貸資産に係るものであります。なお当該

減価償却費は営業外費用に計上しているため消去又は全社の項目の営業費用には含めておりません。 

５．「電子機器事業」の液晶モジュール組立設備は、液晶モジュール組立部門の廃止に伴い、これらの資産の帳

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として461,657千円計上しております。なお、当該

減損損失の対象となった液晶モジュール組立設備は遊休資産として、消去又は全社に含めております。 

 
電子機器事業 

（千円） 

繊維機器事業 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 
連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 5,186,611 1,436,989 6,623,601 － 6,623,601 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 5,186,611 1,436,989 6,623,601 － 6,623,601 

営業費用 4,723,346 1,344,693 6,068,040 － 6,068,040 

営業利益 463,265 92,295 555,561 － 555,561 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
          

資産 3,458,100 1,042,586 4,500,687 3,319,837 7,820,524 

減価償却費 83,090 24,033 107,123 10,521 117,645 

減損損失 461,657 － 461,657 － 461,657 

資本的支出 34,964 21,809 56,774 4,150 60,924 

事業区分 主要製品 

電子機器事業 
液晶製造機器 液晶モジュール組立 半導体製造機器  

マルチワイヤーソー 

繊維機器事業 自動裁断機、自動縫製機 



当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目の金額はすべて全社資産の金額であり、その主なものは、余資運用資金

（現金及び有価証券）、繰延税金資産、賃貸資産及び遊休資産であります。 

４．減価償却費のうち、消去又は全社の項目の金額は賃貸資産に係るものであります。なお当該減価償却費は営

業外費用に計上しているため消去又は全社の項目の営業費用には含めておりません。 

５．「消却又は全社」の奈良県大和高田市に所有していた工場の土地及び建物（賃貸資産及び遊休資産）につい

ては、当中間連結会計期間末に売却損の発生が見込まれたため、当該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41,185千円として計上しております。なお、当該減損の対象となった資産は、平成18

年４月に売却済であります。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

  本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

  本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
電子機器事業 

（千円） 

繊維機器事業 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 
連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 5,423,996 1,160,551 6,584,547 － 6,584,547 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 5,423,996 1,160,551 6,584,547 － 6,584,547 

営業費用 4,697,603 1,163,253 5,860,856 － 5,860,856 

営業利益 726,392 △2,702 723,690 － 723,690 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
          

資産 4,663,088 755,133 5,418,221 3,044,877 8,463,098 

減価償却費 71,893 26,881 98,775 4,496 103,271 

減損損失 － － － 41,185 41,185 

資本的支出 51,152 24,354 75,506 － 75,506 

事業区分 主要製品 

電子機器事業 液晶製造機器 半導体製造機器 マルチワイヤーソー 

繊維機器事業 自動裁断機、自動縫製機 



【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(１）アジア・オセアニア    中国、韓国、台湾 

(２）北米           アメリカ 

(３）欧州           イタリア、イギリス、ドイツ 

(４）その他地域        ベネズエラ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(１）アジア・オセアニア    中国、台湾、タイ 

(２）北米           アメリカ 

(３）欧州           ロシア、ドイツ、トルコ 

(４）その他地域        ウルグアイ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
アジア・オセア

ニア 
北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,306,170 378,496 20,970 78 1,705,714 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 6,623,601 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
19.7 5.7 0.3 0.0 25.8 

 
アジア・オセア

ニア 
北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,181,373 210,639 75,011 312 2,467,337 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 6,584,547 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
33.1 3.2 1.2 0.0 37.5 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

①奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの借入金に対し、同組合員と連帯して債務保証を行っており

ます。これは、組合員全体の借入金額に対して、各組合員が連帯保証をする契約になっていることによるも

のです。また、当該借入金に対して、当社の土地及び建物を奈良県に担保提供しております。 

②当社所有の土地を同組合員に賃貸していることによる収入であります。取引条件については、固定資産税評

価額及び占有面積等を勘案して決定しております。 

③同組合の事務管理業務に係る手数料収入であり、人件費の見込額に基づいて決定しております。 

④各組合員の占有面積及び従業員数等を勘案して決定しております。 

⑤弁護士報酬につきましては、一般的な弁護士報酬を基礎として支払っております。 

⑥当社顧問としての地位に基づき、月額450千円を支払っております。 

⑦当社の通常の取引条件によっております。 

⑧機械の売却につきましては、当社と関連を有しない他の業者と同様の条件であります。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

属性 氏名 住所 
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 
（人） 

事業上の
関係 

役員及び 

その近親者 

 北村吉郎 － － 当社常務

取締役 

奈良県ハ

イテク工

場団地協

同組合代

表理事 

 被所有 

直接 

0.79 

－ － 債務保証① 192,677 －  － 

土地の賃貸

による収入

② 

4,860 未収入金 405 

事務手数料

の受入③ 

1,800 － － 

会費の支払

④ 

3,228 未払金 269 

 山田磯子 － － 当社監査

役 

当社顧問

弁護士 

－ － － 弁護士報酬

⑤ 

2,800 － － 

 高鳥政廣 

 (当社代表

取締役会長

高鳥王昌の

長男） 

－ － 当社顧問 被所有 

直接 

2.11 

－ － 顧問料の支

払⑥ 

5,400 － － 

仙波隆一郎 

 (当社代表

取締役会長

高鳥王昌の

長女の配偶

者） 

－ － 仙波機械

株式会社

代表取締

役 

被所有 

直接 

0.17 

－ － 修繕費の支

払及び消耗

品の購入⑦

730 未払金  327 

機械の売却

⑧ 

売却代金 

売却損 

596 

1,283 

－ － 



当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

①奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの借入金に対し、同組合員と連帯して債務保証を行っており

ます。これは、組合員全体の借入金額に対して、各組合員が連帯保証をする契約になっていることによるも

のです。また、当該借入金に対して、当社の土地及び建物を奈良県に担保提供しております。 

②当社所有の土地を同組合員に賃貸していることによる収入であります。取引条件については、固定資産税評

価額及び占有面積等を勘案して決定しております。 

③同組合の事務管理業務に係る手数料収入であり、人件費の見込額に基づいて決定しております。 

④各組合員の占有面積及び従業員数等を勘案して決定しております。 

⑤当社顧問としての地位に基づき、月額450千円を支払っております。なお、当該顧問契約は平成17年12月31

日をもって解除しております。 

⑥当社の通常の取引条件によっております。 

⑦機械の売却につきましては、当社と関連を有しない他の業者と同様の条件であります。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

属性 氏名 住所 
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 
（人） 

事業上の
関係 

役員及び 

その近親者 

 北村吉郎 － － 当社常務

取締役 

奈良県ハ

イテク工

場団地協

同組合代

表理事 

 被所有 

直接 

0.78 

－ － 債務保証① 174,198 －  － 

土地の賃貸

による収入

② 

4,860 未収入金 405 

事務手数料

の受入③ 

1,800 － － 

会費の支払

④ 

3,228 未払金 269 

高鳥政廣 

 (当社代表

取締役会長

高鳥王昌の

長男） 

－  － 当社顧問  被所有 

直接 

2.07 

－ －  顧問料の支

払⑤ 

1,350 － － 

仙波隆一郎 

 (当社代表

取締役会長

高鳥王昌の

長女の配偶

者） 

－ － 仙波機械

株式会社

代表取締

役 

被所有 

直接 

0.20 

－ － 機械等の購

入⑥ 

12,411 設備未払金 12,900 

未払金 131 

機械の売却

⑦ 

売却代金 

売却損 

500 

3,912 

－ － 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益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。 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額  892円48銭

１株当たり当期純利益  16円34銭

１株当たり純資産額 974円75銭

１株当たり当期純利益 93円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 91円26銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円） 88,094 506,583 

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（千円） 88,094 506,583 

期中平均株式数（株） 5,391,850 5,440,352 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳 

    

 新株予約権（株） － 110,916 

 普通株式増加数（株） － 110,916 

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 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議日 

 平成15年12月19日 

 （新株予約権272個 272,000株） 

 平成16年12月22日 

 （新株予約権3,764個 376,400株)

 なお、新株予約権の概要は、

「第４提出会社の状況、１株式

等の状況、（2）新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。 

────── 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 同左 



⑥【連結附属明細表】 

【借入金等明細表】 

 （注）１．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結貸借対照表日後５年間の返済予定額は下記のとお

りであります。 

(2）【その他】  

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 － 4,318 － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 162,500 187,500 1.5  － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 352,500 165,000 1.6  平成19年11月 

その他の有利子負債 － － － － 

計 515,000 356,818 － － 

 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

長期借入金 165,000 － － － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18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 

（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,147,507   1,922,084  
２．受取手形 ※８  482,225   462,581  
３．売掛金   1,139,444   1,967,366  
４．製品   391,277   519,044  
５．原材料   97,811   91,539  
６．仕掛品   561,756   564,607  
７．貯蔵品   850   877  
８．前払費用   48,891   40,381  
９．繰延税金資産   236,400   251,884  
10．その他   11,421   16,690  
11．貸倒引当金   △319   －  

流動資産合計   5,117,266 65.7  5,837,057 69.1 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 3,669,406   2,739,016   
減価償却累計額  2,556,794 1,112,612  1,754,648 984,367  

(2）構築物  292,519   284,614   

減価償却累計額  240,124 52,394  234,230 50,383  

(3）機械及び装置  477,044   325,075   
減価償却累計額  437,863 39,181  280,116 44,958  

(4）車両及び運搬具  3,699   3,699   
減価償却累計額  3,514 184  3,514 184  

(5）工具器具及び備品  588,889   515,458   
減価償却累計額  543,306 45,583  460,467 54,991  

(6）土地 ※１  874,754   608,593  

有形固定資産合計   2,124,711 27.3  1,743,480 20.6 

２．無形固定資産            

(1）ソフトウェア   22,759   23,609  
(2）その他   3,452   3,452  

無形固定資産合計   26,212 0.3  27,062 0.3 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   113,248   595,415  
(2）関係会社株式   102,389   102,389  
(3）出資金   2,869   2,889  
(4）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

  2,427   －  

(5）繰延税金資産   306,126   139,724  
(6）貸倒引当金   △2,427   －  

投資その他の資産合計   524,632 6.7  840,418 10.0 

固定資産合計   2,675,556 34.3  2,610,961 30.9 

資産合計   7,792,823 100.0  8,448,019 100.0 

        

 



  前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18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 

（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形 ※７  1,164,530   －  

２．買掛金 ※７  379,378   1,670,112  

３．１年以内に返済予定の
長期借入金 

※１  162,500   187,500  

４．未払金 ※７  64,513   168,554  

５．未払費用   71,020   74,673  

６．未払法人税等   14,934   6,737  

７．未払消費税等   －   6,558  

８．前受金   502,604   469,885  

９．預り金   5,606   15,519  

10．賞与引当金   123,500   165,873  

11．部品交換損失引当金   －    13,246   

流動負債合計   2,488,589 31.9  2,778,661 32.9 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  352,500   165,000  

２．役員退職慰労引当金   61,910   64,152  

３．その他   38,556   24,763  

固定負債合計   452,967 5.8  253,915 3.0 

負債合計   2,941,556 37.7  3,032,577 35.9 

                

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  924,690 11.9  － － 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  1,313,781   －   

資本剰余金合計   1,313,781 16.8  － － 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  95,460   －   

２．任意積立金        

別途積立金  2,276,000   －   

３．当期未処分利益  229,762   －   

利益剰余金合計   2,601,222 33.4  － － 

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  15,410 0.2  － － 

Ⅴ 自己株式 ※５  △3,838 △0.0  － － 

資本合計   4,851,266 62.3  － － 

負債・資本合計   7,792,823 100.0  － － 

        



   
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18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 
（％） 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１．資本金    － －  963,230 11.4 

２．資本剰余金         

資本準備金   －   1,352,321   

資本剰余金合計     － －  1,352,321 16.0 

３．利益剰余金         

(1）利益準備金   －   95,460   

(2）その他利益剰余金         

別途積立金   －   2,376,000   

繰越利益剰余金   －   616,862   

利益剰余金合計     － －  3,088,322 36.6 

４．自己株式    － －  △3,889 △0.1 

株主資本合計     － －  5,399,985 63.9 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差
額金 

   － －  15,457 0.2 

評価・換算差額等合計     － －  15,457 0.2 

純資産合計     － －  5,415,442 64.1 

負債純資産合計     － －  8,448,019 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   6,596,987 100.0  6,382,983 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．期首製品棚卸高  512,930   391,277   

２．当期製品製造原価  4,921,141   4,764,030   

合計  5,434,071   5,155,307   

３．期末製品棚卸高  391,277 5,042,794 76.4 519,044 4,636,263 72.6 

売上総利益   1,554,192 23.6  1,746,720 27.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．販売促進費  56,387   92,770   

２．旅費交通費  46,353   50,735   

３．役員報酬  71,550   69,000   

４．給与及び賞与  243,444   267,136   

５．賞与引当金繰入額  31,122   41,221   

６．退職給付引当金繰入額  2,193   －   

７．役員退職慰労引当金 
繰入額 

 3,689   2,241   

８．福利厚生費  44,712   48,804   

９．減価償却費  43,195   39,237   

10．賃借料  33,088   26,804   

11．研究開発費 ※４ 201,210   174,128   

12．その他  180,496 957,442 14.5 176,305 988,384 15.5 

営業利益   596,750 9.1  758,335 11.9 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  139   297   

２．有価証券利息  8   842   

３．受取配当金  687   627   

４．仕入割引  248   309   

５．受取地代  15,748   11,465   

６．事業廃止負担金収入  5,339   －   

７．受取ロイヤリティー  －   5,127   

８．その他  11,214 33,386 0.5 12,208 30,878 0.5 

        

 



  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  11,065   7,007   

２．減価償却費  10,521   4,496   

３．租税公課  －   4,494   

４．たな卸資産評価損  －   6,414   

５．その他  8,572 30,159 0.5 2,879 25,292 0.4 

経常利益   599,977 9.1  763,921 12.0 

Ⅵ 特別利益        

貸倒引当金戻入額  205 205 0.0 487 487 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※１ 8,503   3,912   

２．固定資産除却損 ※２ 2,370   1,100   

３．減損損失 ※３ 461,657     41,185     

４．部品交換損失   －     9,343     

５．部品交換損失引当金繰
入額 

  －     13,246     

６．確定拠出年金制度移行
に伴う損失 

  11,710     －     

７．ゴルフ会員権売却損  102 484,343 7.3 － 68,787 1.1 

税引前当期純利益   115,838 1.8  695,620 10.9 

法人税、住民税及び 
事業税 

 4,782   3,718   

法人税等調整額  △18,000 △13,217 △0.2 150,886 154,604 2.4 

当期純利益   129,056 2.0  541,016 8.5 

前期繰越利益   100,705   －  

当期未処分利益   229,762   －  

        



製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18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  2,688,751 53.0 2,937,888 59.5 

Ⅱ 労務費  1,127,962 22.2 1,161,886 23.5 

Ⅲ 経費 ※2 1,255,610 24.8 841,918 17.0 

当期総製造費用  5,072,324 100.0 4,941,693 100.0 

期首仕掛品棚卸高  614,328  561,756  

合計  5,686,652  5,503,449  

他勘定振替高 ※3 203,754  174,812  

期末仕掛品棚卸高  561,756  564,607  

当期製品製造原価  4,921,141  4,764,030  

      

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 １．原価計算の方法 

 実際個別原価計算を採用しております。 

 なお、液晶モジュール組立事業については、実際

単純総合原価計算を採用しておりましたが、平成17

年３月末に同事業を廃止しております。  

 １．原価計算の方法 

 実際個別原価計算を採用しております。 

※２．経費の主な内訳 ※２．経費の主な内訳 

外注加工費 808,173千円

減価償却費 62,286千円

運賃 83,483千円

外注加工費 397,622千円

減価償却費 54,841千円

運賃 84,636千円

※３．他勘定振替高の内訳 ※３．他勘定振替高の内訳 

研究開発費 201,210千円

その他 2,544千円

研究開発費 162,989千円

その他 11,823千円



③【利益処分計算書】 

  
前事業年度 
株主総会承認日 

［平成17年12月22日］ 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   229,762 

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  53,915  

２．任意積立金    

別途積立金  100,000 153,915 

Ⅲ 次期繰越利益   75,846 

    



④【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本合
計 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 

別途積立金
繰越利益 
剰余金 

平成17年９月30日 残高 

（千円） 
924,690 1,313,781 95,460 2,276,000 229,762 2,601,222 △3,838 4,835,855 

事業年度中の変動額         

新株の発行（千円） 38,540 38,540           77,080 

別途積立金の積立（千円）       100,000 △100,000       

当期純利益（千円）         541,016 541,016   541,016 

剰余金の配当（千円）         △53,915 △53,915   △53,915 

自己株式の取得（千円）             △51 △51 

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額） 

（千円） 

                

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
38,540 38,540 － 100,000 387,100 487,100 △51 564,129 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
963,230 1,352,321 95,460 2,376,000 616,862 3,088,322 △3,889 5,399,985 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

平成17年９月30日 残高 

（千円） 
15,410 4,851,266 

事業年度中の変動額   

新株の発行（千円）   77,080 

別途積立金の積立（千円）     

当期純利益（千円）   541,016 

剰余金の配当（千円）   △53,915 

自己株式の取得（千円）   △51 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 

（千円） 

46 46 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
46 564,175 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
15,457 5,415,442 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

（1）子会社株式 

同左 

  （2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。） 

（2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

 期末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

により算定しております。） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

     時価のないもの 

同左 

２．棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1）製品・仕掛品 

 個別法による原価法 

(1）製品・仕掛品 

同左 

 (2）原材料 

 移動平均法による原価法 

 （会計処理方法の変更） 

 当事業年度より、原材料の評価基

準及び評価方法を総平均法による原

価法から移動平均法による原価法に

変更しております。この変更は、新

しい総合基幹業務システムの稼動を

受けて、月次損益及び期間損益を早

期に確定し、迅速な経営判断を行う

ためのものであります。この変更に

よる当事業年度の財務諸表に与える

影響額は軽微であります。  

(2）原材料 

 移動平均法による原価法 

 (3）貯蔵品 

 最終仕入原価法 

(3）貯蔵品 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18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 

 定率法を採用しております。 

 但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物     6年～50年 

機械及び装置 7年～17年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権等の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

 債権等の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

 なお、当事業年度においては、過去

の貸倒実績及び回収不可能と見込まれ

る債権残高がないため計上しておりま

せん。 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額のうち、当期の負担

分を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）     ────── (3）部品交換損失引当金 

 部品の無償交換に伴う損失に備え、

当事業年度末現在未交換の部品全数量

を交換するための費用見込額を計上し

ております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５．受託加工に係る原材料有

償支給の会計処理 

 平成17年３月末での液晶モジュール組

立事業廃止に伴い、有償支給による材料

受入に係る買掛金及び原材料の期末在庫

残高はありません。また、売上高及び売

上原価には有償支給による材料費は含ん

でおりません。 

────── 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 振当処理の要件を満たす為替予約に

ついて、振当処理を採用しておりま

す。 

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 

 

 (3）ヘッジ方針 

 外貨建金銭債権債務の為替変動リス

クを回避し、営業取引による利益を確

保する目的でのみ為替予約取引を利用

することとしております。 

 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して相場変動を完全

に相殺するものと想定することが出来

るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であることを確

認することにより有効性の判定に代え

ております。 

 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

表示方法の変更  

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は5,415,442千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６

月９日 法律第97号）及び「金融商品会計に関する業務

指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15

日に改正されたことに伴い、前事業年度まで投資その他

の資産の「出資金」に含めて表示しておりました投資事

業有限責任組合への出資を当事業年度より「投資有価証

券」に含めて表示しております。なお、当事業年度の当

該出資額「投資有価証券」は69,276千円で、前事業年度

の投資その他の資産の「出資金」に含めておりました当

該出資額は、76,407千円であります。 

────── 

 （損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「投資事業組

合損失」（当期615千円）は、金額の重要性がなくなっ

たため、営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 （損益計算書） 

(1）前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取ロイヤリティー」は営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しており

ます。 

 なお、前事業年度における「受取ロイヤリティー」

の金額は2,866千円であります。 

  

  

(2）前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「租税公課」は営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前事業年度における「租税公課」の金額は、

2,099千円であります。 



追加情報  

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表

示 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日公布され、平成16年４月１日以降に

開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当事業年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号）に従

い法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

10,819千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、10,819千円減

少しております。 

────── 

退職給付会計  確定拠出年金法の施行に伴い、平成17

年１月に退職一時金制度について確定拠

出年金制度へ移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額は、特別損失とし

て11,710千円計上しております。 

────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物 1,111,425千円

土地 809,094千円

計 1,920,519千円

建物 983,274千円

土地 542,934千円

計 1,526,208千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

１年以内に返済予定の長期借

入金 
162,500千円

長期借入金 352,500千円

奈良県ハイテク工場団地協同

組合の奈良県に対する借入金 
192,677千円

計 707,677千円

１年以内に返済予定の長期借

入金 
187,500千円

長期借入金 165,000千円

奈良県ハイテク工場団地協同

組合の奈良県に対する借入金 
174,198千円

計 526,698千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 12,000,000株

発行済株式総数 普通株式 5,397,490株

※２．       ────── 

 ３．保証債務 

 奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの

借入金192,677千円に対し、同組合員と連帯して債務

保証を行っております。 

 また、下記の相手先のリース会社からの割賦未払

金の一部について保証しております。 

株式会社オプト 5,784千円

 ３．保証債務 

 奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの

借入金174,198千円に対し、同組合員と連帯して債務

保証を行っております。 

 また、子会社である上海高鳥機電科技有限公司の

金融機関からの借入金13,428千円（900千元）に対

し、債務保証を行っております。 

 ４．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は15,410千円

であります。 

 ４．       ────── 

※５．会社が保有する自己株式の数 

普通株式 5,927株

※５．       ────── 

 ６．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１行と特殊当座借越契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

 ６．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１行と特殊当座借越契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

特殊当座借越極度額 300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 300,000千円

特殊当座借越極度額 300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 300,000千円

 



前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

※７．       ────── ※７．手形支払から一括ファクタリングシステムへの変

更  

  平成18年２月支払分より、一部仕入先等への支払

方法を手形から一括ファクタリングシステムによる

支払いへ移行しました。この結果、従来と同一の方

法によった場合と比べて以下の科目の金額が増減し

ております。 

支払手形 △1,405,584千円

買掛金 1,330,672千円

未払金 74,912千円

────── ※８．期末日満期手形の会計処理 

 期末日満期手形の会計処理については、満期日をも

って決済処理しております。従って、当事業年度末日

は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。 

 なお、当事業年度末残高から除かれている期末日満

期手形は、次のとおりであります。 

 受取手形             42,793千円 



（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

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50株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※１．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

構築物 90千円

機械及び装置 1,282千円

車両及び運搬具 120千円

土地   7,009千円

計 8,503千円

機械及び装置 3,912千円

  

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 2,370千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 180千円

機械及び装置 43千円

工具器具及び備品 875千円

計 1,100千円

※３．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。 

   グルーピングは事業部門単位で行い、また賃貸資

産と遊休資産は個別の物件毎に行っております。 

 液晶モジュール組立設備は、液晶モジュール組立

部門の廃止に伴い、これらの資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失461,657

千円として特別損失に計上しております。その内訳

は土地194,855千円、建物256,361千円及びその他

10,441千円であります。 

 なお当資産グループの回収可能価額は不動産鑑定

士による評価額をもとに正味売却価額により算定し

ております。 

場所 用途 種類 

奈良県大和高田市 
液晶モジュー

ル組立設備 
建物及び土地等 

※３．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しております。 

   グルーピングは事業部門単位で行い、また賃貸資

産と遊休資産は個別の物件毎に行っております。 

 奈良県大和高田市に所有していた工場の土地及び

建物(賃貸資産及び遊休資産）については、当中間会

計期間末に売却損の発生が見込まれたため、当該帳

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41,185千円として特別損失に計上しておりま

す（平成18年４月売却済）。その内訳は、土地

31,917千円、建物9,098千円及びその他169千円であ

ります。 

 なお当資産グループの回収可能価額は売却価額を

もとに測定しております。 

場所 用途 種類 

奈良県 

大和高田市 

賃貸資産及び 

遊休資産 

建物及び 

土地等 

※４．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 201,210千円

※４．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 174,128千円

 
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 

当期末株式数 
（株） 

自己株式     

普通株式 5,927 50 － 5,977 

合計 5,927 50 － 5,977 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18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 

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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
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 163,265 102,182 61,082 

車両及び運搬
具 

7,951 4,352 3,599 

工具器具及び
備品 

44,475 21,097 23,378 

ソフトウェア 8,520 7,356 1,164 

合計 224,212 134,988 89,223 

 
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 93,165 55,110 38,054 

車両及び運搬
具 

6,900 1,411 5,488 

工具器具及び
備品 

37,352 19,413 17,939 

ソフトウェア 4,800 4,720 80 

合計 142,217 80,655 61,562 

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 33,983千円

１年超 56,794千円

合計 90,777千円

１年内 23,972千円

１年超 38,715千円

合計 62,687千円

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 116,270千円

減価償却費相当額 107,814千円

支払利息相当額 9,070千円

支払リース料 35,968千円

減価償却費相当額 34,136千円

支払利息相当額 1,403千円

 支払リース料のうち、68,720千円は液晶モジュール

の受託組立に使用するリース資産に係るものであり、

受託先から同額を入金しております。 

 

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 

 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。 

（注）従来、開示の対象としていた液晶モジュール事業

に係るリース物件は、当該事業の廃止に伴い、当事業

年度に解約又は地位継承いたしました。 

 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

流動の部  

繰延税金資産  

賞与引当金 49,400千円

繰越欠損金 130,239千円

棚卸資産評価損否認 46,682千円

その他 10,077千円

計 236,400千円

固定の部  

繰延税金資産  

繰越欠損金 151,714千円

減損損失否認 320,722千円

役員退職慰労引当金 24,764千円

その他 8,665千円

計 505,867千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △10,273千円

計 △10,273千円

繰延税金資産（固定）の純額 495,593千円

繰延税金資産計 731,993千円

評価性引当額 △189,467千円

合計 542,526千円

流動の部  

繰延税金資産  

賞与引当金 66,349千円

繰越欠損金 137,349千円

棚卸資産評価損否認 31,638千円

その他 16,547千円

計 251,884千円

固定の部  

繰延税金資産  

繰越欠損金 124,252千円

減損損失否認 47,919千円

役員退職慰労引当金 25,660千円

その他 9,611千円

計 207,444千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △10,304千円

計 △10,304千円

繰延税金資産（固定）の純額 197,140千円

繰延税金資産計 449,024千円

評価性引当額 △57,415千円

合計 391,609千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

法定実効税率 40％

(調整)  

住民税均等割 ４％

交際費等一時差異ではない項目 ５％

評価性引当額の減少 △60％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △11％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

法定実効税率 40％

(調整)  

交際費等一時差異ではない項目 １％

評価性引当額の減少 △19％

その他 ０％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22％



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益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。 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額  899円79銭

１株当たり当期純利益 23円94銭

１株当たり純資産額 987円23銭

１株当たり当期純利益 99円45銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 

97円46銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している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16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円） 129,056 541,016 

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（千円） 129,056 541,016 

期中平均株式数（株） 5,391,850 5,440,352 

      

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） － － 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主要

な内訳 

 新株予約権（株） 
－ 110,916 

普通株式増加数（株） － 110,916 

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 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議日 

 平成15年12月19日 

（新株予約権272個 272,000株） 

 平成16年12月22日 

（新株予約権3,764個 376,400株)

 なお、新株予約権の概要は、

「第４提出会社の状況、１株式

等の状況、（2）新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。 

────── 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 同左 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 【株式】 

 【債券】 

 【その他】 

     銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証券 
その他有

価証券  

 コクヨ㈱ 10,000 18,780 

 ㈱日伝 6,000 18,660 

 グンゼ㈱ 12,000 8,016 

 ㈱ＧＳＩクレオス 20,000 3,640 

    計 48,000 49,096 

    銘柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証券 
その他有

価証券 
 38回利付国庫債券（５年） 500,000 501,850 

    計 500,000 501,850 

     種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証券 
その他有

価証券  

（投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資） 
  

ＴＨＣミレニアム投資事業有限責任組合 1 44,469 

    計 1 44,469 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

２．当期減少額には、奈良県大和高田市に所有していた工場（賃貸資産及び遊休資産）の売却による減少額が次

のとおり含まれております。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、319千円は洗替えによるものであり、167千円は回収によるものであ

ります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産        

建物 3,669,406 16,245 946,635 

(9,098) 

2,739,016 1,754,648 68,962 984,367 

構築物 292,519 2,702 10,607 

(39) 

284,614 234,230 4,392 50,383 

機械及び装置 477,044 16,100 168,069 

(127) 

325,075 280,116 4,837 44,958 

車両及び運搬具 3,699 － － 

－ 

3,699 3,514 － 184 

工具器具及び備品 588,889 24,779 98,210 

(3) 

515,458 460,467 14,472 54,991 

土地 874,754 － 266,160 

(31,917) 

608,593 － － 608,593 

有形固定資産計 5,906,314 59,827 1,489,683 

(41,185) 

4,476,458 2,732,977 92,665 1,743,480 

無形固定資産        

ソフトウェア  27,305 6,759 － 34,065 10,456 5,910 23,609 

その他 3,452 － － 3,452 － － 3,452 

無形固定資産計 30,758 6,759 － 37,518 10,456 5,910 27,062 

長期前払費用 － － － － － － － 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

建物 935,937千円 

構築物  10,568千円 

機械及び装置  78,822千円 

工具器具及び備品  81,812千円 

土地  234,242千円 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 2,747 － 2,260 487 － 

賞与引当金 123,500 165,873 123,500 － 165,873 

部品交換損失引当金 － 13,246 － － 13,246 

役員退職慰労引当金 61,910 2,241 － － 64,152 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

ロ．受取手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 137 

預金  

当座預金 116,081 

普通預金 1,077,538 

定期預金 727,166 

外貨預金 0 

別段預金 1,160 

小計 1,921,946 

合計 1,922,084 

相手先 金額（千円） 

㈱南陽 220,221 

大谷㈱ 62,676 

松下電器産業㈱ 42,000 

リバーエレテック㈱ 28,042 

㈱サンエス 27,431 

その他 82,210 

合計 462,581 

期日別 金額（千円） 

平成18年10月 57,082 

11月 257,127 

12月 32,072 

平成19年１月 22,762 

２月 93,536 

３月以降 － 

合計 462,581 



ハ．売掛金 

相手先別内訳 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

ニ．製品 

ホ．原材料 

相手先 金額（千円） 

シャープ㈱ 282,074 

シャープタカヤ電子工業㈱ 263,425 

シャープファイナンス㈱ 185,176 

DONG RONG ELECTRONICS CO.,LTD.／中国 174,469 

ダイトエレクトロン㈱ 128,305 

その他 933,913 

合計 1,967,366 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

1,139,444 6,609,973 5,782,051 1,967,366 74.61 85.78 

品目 金額（千円） 

電子機器 519,044 

合計 519,044 

品目 金額（千円） 

電子機器 76,900 

繊維機器 14,639 

合計 91,539 



ヘ．仕掛品 

ト．貯蔵品 

② 流動負債 

イ．買掛金 

相手先別内訳 

ロ．前受金 

相手先別内訳 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

品目 金額（千円） 

電子機器 528,366 

繊維機器 36,240 

合計 564,607 

品目 金額（千円） 

事務用貯蔵品 877 

合計 877 

相手先 金額（千円） 

三菱ＵＦＪファクター㈱ 1,293,948 

㈱アライドマテリアル 22,380 

テクノライズ㈱ 21,714 

㈱ミスミ 20,108 

光洋機械工業㈱ 17,589 

その他 294,369 

合計 1,670,112 

相手先 金額（千円） 

Toppoly Optoelectronics Corp／中国 112,800 

K-BRIDGE ELECTRONICS CO.,LTD.／台湾 67,500 

HANNSTAR DISPLAY CORPORATION.／台湾 65,988 

CHI LIN TECHNOLOGY CO.,LTD.／台湾 63,900 

Apex-i International Co., Ltd／台湾 55,090 

その他 104,607 

合計 469,885 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ９月30日 

定時株主総会 12月中 

基準日 ９月30日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店 

  野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録   

株券喪失登録申請料 １件につき  10,000円 

株券登録料 １枚につき     500円 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店 

  野村證券株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事項その

他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

（公告掲載ＵＲＬ http://www.takatori-g.co.jp) 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】  

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】  

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第45期）（自 平成12年10月１日 至 平成13年９月30日）平成17年12月19日近畿財務局長に提

出。 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第46期）（自 平成13年10月１日 至 平成14年９月30日）平成17年12月19日近畿財務局長に提

出。 

(3）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第47期）（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日）平成17年12月19日近畿財務局長に提

出。 

(4）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第48期）（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日）平成17年12月19日近畿財務局長に提

出。 

(5）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第49期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月26日近畿財務局長に提

出。 

(6）半期報告書 

 事業年度（第50期中）（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月21日近畿財務局長に提

出。 

(7）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第49期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成18年12月15日近畿財務局長に提

出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年12月26日  

株式会社タカトリ    

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 芝池  勉  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南方 得男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社タカトリの平成16年10月１日から平成17年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社タカトリ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年12月25日  

株式会社タカトリ    

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 芝池  勉  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南方 得男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社タカトリの平成17年10月１日から平成18年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社タカトリ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年12月26日  

株式会社タカトリ    

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 芝池  勉  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南方 得男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社タカトリの平成16年10月１日から平成17年９月30日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

タカトリの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年12月25日  

株式会社タカトリ    

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 芝池  勉  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南方 得男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社タカトリの平成17年10月１日から平成18年９月30日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

タカトリの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 
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