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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】

　提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移
　

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期

決算年月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月

売上高 (百万円) 33,176 38,339 56,932 68,698 52,597

経常利益 (百万円) 3,881 4,259 5,078 6,188 1,008

当期純利益 (百万円) 2,145 2,360 2,708 3,396 390

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 6,322 18,824 18,824 18,824 18,824

発行済株式総数 (株) 21,533,77935,497,18335,497,18335,497,18335,497,183

純資産額 (百万円) 26,695 47,609 49,325 51,973 51,543

総資産額 (百万円) 55,689 67,076 85,806 84,361 63,167

１株当たり純資産額 (円) 1,317.751,421.671,473.011,552.131,539.36

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
17.00
(―)

17.00
(―)

20.00
(10.00)

22.00
(11.00)

24.00
(12.00)

１株当たり当期純利益金額 (円) 107.48 84.81 80.87 101.42 11.65

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) 67.96 72.84 ― ― ―

自己資本比率 (％) 47.9 71.0 57.5 61.6 81.6

自己資本利益率 (％) 8.5 6.4 5.6 6.7 0.8

株価収益率 (倍) 14.9 23.9 28.7 21.4 95.6

配当性向 (％) 15.8 20.0 24.7 21.7 206.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,949 8,899 12,501 33,054 19,436

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,029 △11,645△25,541△21,022△20,276

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,055 4,382 4,514 △3,139 △3,247

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 12,133 13,770 5,247 14,138 10,006

従業員数 (名) 759 825 1,011 1,062 978

(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記

載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社がないため、記載しておりません。

４　第38期より潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２ 【沿革】

　

昭和44年６月 三益産商株式会社の研磨部を分離独立し、半導体シリコンウエハーの鏡面研磨加工を目的とし

て群馬県群馬郡群馬町(現高崎市足門町)に三益半導体工業株式会社を設立。

昭和44年11月群馬県群馬郡群馬町(現高崎市足門町)に第二工場を建設。

昭和58年９月 本社を群馬県群馬郡群馬町足門762番地(現高崎市足門町762番地１)に移転。

昭和58年12月三益産商株式会社(精密機械の販売等)および株式会社三益エンジニアリング(プラントの設計

・製作等)を合併、それぞれの事業を事業部制のもとに引継ぎ事業目的を拡大。

昭和59年７月 エンジニアリング事業部を、設計・製作の機能化と研究開発の充実を目的として、群馬県群馬

郡群馬町棟高(現高崎市棟高町)に新社屋を建設、移転。

昭和59年８月 福島県白河市に産商事業部白河営業所を開設。

昭和61年１月 株式を社団法人日本証券業協会(現日本証券業協会)に店頭登録。

昭和61年８月 埼玉県熊谷市に産商事業部埼玉営業所を開設。

平成３年４月 群馬県群馬郡群馬町保渡田(現高崎市保渡田町)に上郊工場(Ｋ－Ⅰ棟)を建設。

平成３年５月 栃木県宇都宮市に産商事業部宇都宮営業所を開設。

平成５年５月 埼玉県深谷市に産商事業部埼玉営業所を移転。

平成７年11月 上郊工場敷地内に工場棟(Ｋ－Ⅱ棟)を建設。

平成８年８月 半導体事業部第一工場の生産設備を本社工場(現足門工場)に全面的に移設し集約。

平成８年12月 上郊工場敷地内に工場棟(Ｋ－Ⅲ棟)を建設。

平成９年２月 産商事業部太田営業所と宇都宮営業所を統合して、栃木県足利市に産商事業部北関東営業所を

開設。

平成９年４月 株式を東京証券取引所市場第二部に上場。

平成10年11月株式を東京証券取引所市場第一部に上場。

平成11年３月 上郊工場敷地内に工場棟(Ｋ－Ⅳ棟)を建設。

平成16年12月上郊工場敷地内に工場棟(Ｋ－Ⅴ棟)を建設。

平成18年２月 本社を群馬県高崎市保渡田町2174番地１に移転。

平成20年２月 上郊工場敷地内に工場棟(Ｋ－Ⅵ棟)を建設。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、当社のその他の関係会社１社及びその他の関係会社の子会社で構成されており

ます。

当社は、半導体材料の加工、精密機器の販売、自動化装置の設計・製作・販売ならびにこれらに付帯する

事業を展開しております。当社の事業は、三部門に大別され、事業部門別の主要製・商品は次のとおりであ

ります。

事業部門 主要製・商品

半導体材料部門 シリコンウエハー(プライムウエハー、再生ウエハー)等

商事部門 計測器、試験機その他精密機器等

エンジニアリング部門 半導体材料加工装置、ロボットシステム等の各種自動化装置

主な得意先は、信越半導体㈱であり、半導体材料部門におけるプライムウエハー加工は同社より受注して

おります。

　

事業の系統図は次のとおりであります。

　

　

４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
被所有割
合（％）

関係内容

(その他の関係会社)　 　 　 　 　

信越化学工業㈱ 東京都千代田区 119,419
各種化学製品の製造
及び販売

42.1
（1.1）

製商品の販売

(注) １　信越化学工業㈱は有価証券報告書提出会社であります。

２　議決権の被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
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５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成21年５月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

978 33.7 10.3 5,420,404

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係については良好であり、現在特記すべき事項はありませ

ん。

　

EDINET提出書類

三益半導体工業株式会社(E02677)

有価証券報告書

 5/62



第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機の影響から世界経済の後退が深刻化し

企業収益が大幅に減少するなど、景気は急速に悪化いたしました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、メモリーをはじめとした半導体デバイスの

価格低迷や需要の急速な減少を背景として、半導体メーカー各社において設備投資抑制や生産調整が実

施されるなど、極めて厳しい事業環境となりました。

このような経営環境の中で当社は、生産体制の見直しを図るとともに、経営全般にわたり一層の合理化

や効率化を推進してまいりました。

この結果、売上高は525億９千７百万円と前期比23.4％の減収となり、営業利益は27億４千２百万円

（前期比58.3％減）、経常利益は10億８百万円（同83.7％減）、当期純利益は３億９千万円（同88.5％

減）となりました。

　

事業部門別の業績は次のとおりであります。

　

半導体材料部門

当部門におきましては、期前半は主力の300ｍｍシリコンウエハーを中心として堅調な生産を継続いた

しましたが、期後半には半導体デバイス需要の急速な減少に伴う半導体メーカー各社による大規模な生

産調整の影響を受け、大幅な減産となりました。 

この結果、当部門の受注高は366億８千３百万円（前期比29.3％減）、売上高は388億９千万円（同

25.5％減）となりました。

　

商事部門

当部門におきましては、仕入先メーカーと連携した顧客サービスの強化を推進いたしましたが、主要顧

客であります半導体・電子部品関連各社における設備投資削減の影響を受け、受注・売上ともに減少い

たしました。

この結果、当部門の受注高は99億６千９百万円（前期比33.9％減）、売上高は121億２千２百万円（同

10.0％減）となりました。

　

エンジニアリング部門

当部門の主力製品でありますスピンプロセッサの高性能化を図り、また商事部門との連携を強化する

など、積極的な販売活動を展開いたしました。

この結果、当部門の受注高は15億８千２百万円（前期比34.5％減）、売上高は15億８千４百万円（同

47.9％減）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて41億３

千１百万円減少し、100億６百万円となりました。

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は194億３千６百万円（前期比136億１千７百万円

減）となりました。これは仕入債務の減少41億８千８百万円があったものの、税引前当期純利益９億８千

４百万円、減価償却費150億８千６百万円、売上債権の減少57億７千７百万円等により資金が増加したこ

とによるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は202億７千６百万円（前期比７億４千６百万円

減）となりました。これは前事業年度に実施した設備投資により取得した有形固定資産の支払200億２千

３百万円等があったことによるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は32億４千７百万円（前期比１億７百万円増）とな

りました。これは長期未払金の減少23億７千６百万円等があったことによるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当事業年度における生産実績を事業部門別に表示すると次のとおりであります。

　

事業部門 生産高(百万円) 前期比(％)

半導体材料部門 33,398 63.8

エンジニアリング部門 1,507 50.6

合計 34,905 63.1

(注)　金額は販売価格(消費税等抜き)で表示しております。

　

(2) 受注実績

当事業年度における受注実績を事業部門別に表示すると次のとおりであります。

　

事業部門

受注高 受注残高

金額(百万円) 前期比(％) 金額(百万円) 前期比(％)

半導体材料部門 36,683 70.7 2,434 52.5

商事部門 9,969 66.1 965 31.0

エンジニアリング部門 1,582 65.5 448 99.6

合計 48,235 69.5 3,848 46.9

(注)　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

当事業年度における販売実績を事業部門別に表示すると次のとおりであります。

　

事業部門 販売高(百万円) 前期比(％)

半導体材料部門 38,890 74.5

商事部門 12,122 90.0

エンジニアリング部門 1,584 52.1

合計 52,597 76.6

(注) １　金額は販売価格(消費税等抜き)で表示しております。

２　主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

　

相手先

前事業年度 当事業年度

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

信越半導体㈱ 50,166 73.0 38,212 72.7
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３　主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。

　　なお、(　)内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。

　

輸出先

前事業年度 当事業年度

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

北アメリカ 2,926 52.2 ― ―

ヨーロッパ 442 7.9 ― ―

アジア 2,239 39.9 ― ―

その他 0 0.0 ― ―

合計
5,608
(　8.2％)

100.0
―
(　―)

―

(注)　当事業年度につきましては、総販売実績に対する輸出高の割合が僅少となったため、記載を省略して

おります。

　

３ 【対処すべき課題】

今後の見通しにつきましては、世界経済の低迷が深刻化する中で、わが国経済においても民間設備投資の

減少や雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷などの懸念材料を抱えており、景気は先行き不透明な状況が

続くものと予想されます。

半導体業界におきましても、需要の本格的な回復には時間を要するものと予想され、今後も厳しい事業環

境が続くものと見込まれております。

このような環境の下、当社といたしましては徹底した合理化による低コスト生産体制の構築を図ってま

いります。また、各事業部門の連携を強化し自社製品の開発に積極的に取り組むとともに、市場の変化に即

応すべく営業活動を精力的に展開してまいります。一方、安全確保と環境保全を経営の重要課題と位置付

け、全社的な管理体制の強化を図るとともに、安全・安定操業の継続に努めてまいります。

　

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、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成21年５月31日）現在において当社が判断し

たものであります。

　

(1) 設備投資による影響

当社の半導体材料部門は、シリコンウエハーの研磨加工を行っております。同部門の加工能力増強には

多額の設備投資が必要となります。このため加工能力増強にあたっては減価償却費が増大し、経営成績に

影響を与えます。

　

(2) 業界設備投資動向による影響

商事部門及びエンジニアリング部門の主な販売先は半導体業界であり、同業界の設備投資動向によっ

ては経営成績に影響を受けることがあります。
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(3) 特定の取引先への依存度

当社は、信越化学工業㈱及びそのグループ企業である信越半導体㈱との円滑な取引を継続しており、当

社の売上高に占める両者の割合は、前事業年度73.9％、当事業年度74.9％と高い割合となっております。

従って、同グループの販売及び設備投資の動向によっては当社の経営成績に影響を与える可能性があ

ります。

　

(4) 業界動向による影響

当社の主な需要先であります半導体業界は、需給の変化や半導体市況の変化が激しい業界であります。

従って、需給の変動によるウエハーの販売量の減少や販売価格の低下は経営成績に影響を与える可能性

があります。

　

(5) 自然災害・事故災害の影響

当社は、生産活動の中断により生じる損害を最小限に抑えるため、生産設備に対し有効な防災点検及び

設備保守、また、安全対策投資等を行っております。しかしながら、突発的に発生する災害や天災、不慮の

事故等の影響で、生産設備等が損害を被った場合は、当社の経営成績に大きな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】

該当事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

当社の研究開発活動は、半導体材料部門においてシリコンウエハーの研磨加工におけるウエハーの平坦

度及び清浄度のより一層の精度アップを追及するとともに、大口径ウエハーの量産化に対応する加工技術

並びに加工自動化システムの研究開発を行っております。

なお、当事業年度における一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は１億７千万円でありま

す。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の分析

当事業年度末の総資産は、売上債権の減少、減価償却による固定資産の減少等により前事業年度末と比

較して211億９千４百万円減少し、631億６千７百万円となりました。

一方、当事業年度末の負債合計は仕入債務の減少、未払金の減少等により、前事業年度末に比べ207億６

千４百万円減少し、116億２千３百万円となりました。

また、当事業年度末の純資産は、利益剰余金の減少により515億４千３百万円となりました。

　

(2) 経営成績の分析

当事業年度の売上高は525億９千７百万円、営業利益は27億４千２百万円、経常利益は10億８百万円、当

期純利益は３億９千万円となり、いずれも前事業年度を下回りました。

売上高及び営業利益につきましては、メモリーをはじめとした半導体デバイスの価格低迷や需要の急

速な減少を背景として、半導体メーカー各社において設備投資抑制や生産調整が実施されるなど、極めて

厳しい事業環境となり、売上高は23.4％減の525億９千７百万円、営業利益は58.3％減の27億４千２百万

円となりました。

営業外損益につきましては、営業外収益は物品売却益７千万円等により１億２千８百万円となりまし

た。営業外費用は設備休止費用17億３千万円、為替差損５千４百万円等により18億６千２百万円となりま

した。

特別損益につきましては、特別利益は違約金収入１億５千１百万円等により２億４百万円となりまし

た。特別損失は、主に半導体事業部の生産用設備に関する減損損失１億６千１百万円等により２億２千８

百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて41億３

千１百万円減少し、100億６百万円となりました。

営業活動による資金の増加は前事業年度比136億１千７百万円減の194億３千６百万円となりました。

これは仕入債務の減少41億８千８百万円があったものの、税引前当期純利益９億８千４百万円、減価償却

費150億８千６百万円、売上債権の減少57億７千７百万円等により資金が増加したことによるものです。

投資活動による資金の減少は前事業年度比７億４千６百万円減の202億７千６百万円となりました。こ

れは前事業年度に実施した設備投資により取得した有形固定資産の支払200億２千３百万円等があった

ことによるものです。

財務活動による資金の減少は前事業年度比１億７百万円増の32億４千７百万円となりました。これは

長期未払金の減少23億７千６百万円等があったことによるものです。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資は、半導体事業部上郊工場Ｋ－Ⅴ棟建屋工事に係る中間支払を中心として、その総

額は54億２百万円であります。

事業部門別の設備投資につきましては、半導体材料部門への投資がその大半を占めておりますので、記載

を省略しております。

　

２ 【主要な設備の状況】

(平成21年５月31日現在)

事業所名

(所在地)
事業部門

設備の

内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(名)
建物 構築物

機械及び

装置

土地

(面積㎡)
その他 合計

半導体事業部

足門工場

(群馬県高崎市)

半導体

材料部門

半導体材料

加工設備
220 31 269

251
(7,499)

7 780 12

半導体事業部

上郊工場、

管理本部

(群馬県高崎市)

半導体

材料部門

半導体材料

加工設備
17,5371,1497,424

1,585
(77,509)

653 28,349868

エンジニアリング

事業部

棟高工場

(群馬県高崎市)

エンジニ

アリング

部門

半導体材料

加工装置等

の設計・製

作設備

42 5 1
100

(3,389)
13 162 31

産商事業部

(群馬県高崎市)
商事部門

販売業務

施設
16 1 ―

26
（1,130)

21 65 39

(注) １　帳簿価額欄の「その他」は、車両運搬具及び工具、器具及び備品であり、建設仮勘定3,297百万円は含んでおり

ません。なお、金額には消費税等を含んでおりません。

２　従業員数には、役員及び臨時従業員は含んでおりません。

３　上記の他、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容
年間リース料
(百万円)

リース契約残高
(百万円)

半導体事業部
上郊工場
(群馬県高崎市)

半導体
材料部門

半導体材料加工設備
(所有権移転外
ファイナンス・リース)

1,044 4,402

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　

事業所名

(所在地)
事業部門 設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定

年月

完成後の

増加能力総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

半導体事業部
上郊工場
（群馬県高崎市）

半導体
材料部門

建屋増築 6,0003,000自己資金 平成20年４月 平成21年11月 ―

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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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】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 47,000,000

計 47,000,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,497,18335,497,183
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。単元株式数は、100株で
あります。

計 35,497,18335,497,183― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成17年５月31日
(注)１

553,43721,533,779 396 6,322 396 6,279

平成17年８月４日
(注)２

7,000,00028,533,7795,355 11,677 5,355 11,634

平成17年９月22日
(注)３

△3,019,83325,513,946 ― 11,677 ― 11,634

平成18年５月31日
(注)４

9,983,23735,497,1837,146 18,824 7,143 18,778

(注) １　転換社債の転換による増加及び新株予約権の行使による増加(平成16年６月１日～平成17年５月31日)

２　第三者割当増資　発行価格　1,530円　資本組入額　765円　割当先　信越化学工業㈱

３　自己株式の消却による減少

４　転換社債の転換による増加及び新株予約権の行使による増加(平成17年６月１日～平成18年５月31日)
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(5) 【所有者別状況】

平成21年５月31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
金融商品
取引業者

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)

― 31 33 44 142 2 4,8555,107 ―

所有株式数
(単元)

― 65,8183,025155,57059,126 2 71,179354,72025,183

所有株式数
の割合(％)

― 18.55 0.85 43.8616.67 0.00 20.07 100 ―

(注)  自己株式2,013,501株は、「個人その他」に20,135単元を、「単元未満株式の状況」に1株を含めて記載してあり

ます。

　

(6) 【大株主の状況】

平成21年５月31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(％)

信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号 13,733 38.69

中 澤 正 幸 群馬県高崎市 2,161 6.09

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,540 4.34

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,512 4.26

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,247 3.51

有限会社なかざわ 群馬県高崎市足門町619番地　 1,151 3.24

株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町194番地 701 1.98

ザ チェース マンハッタン バンク
エヌエイ ロンドン エス エル オ
ムニバス アカウント

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P
2HD, ENGLAND

547 1.54
(常任代理人 株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務室)

(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

資産管理サービス信託銀行株式会
社（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 395 1.11

モルガン スタンレー アンド カン
パニー インターナショナル ピー
エルシー

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14
4QA, U.K.

389 1.10
(常任代理人 モルガン・スタン
レー証券株式会社)

(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号)

計 ― 23,379 65.86

(注) １　上記の他、自己株式を2,013,501株（5.67％）保有しております。

２　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 1,540千株

　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　 　1,512千株

    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）     1,247千株

　　資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）　　　 395千株

３　平成21年１月30日付でバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を含む保有者３社から提出され

た大量保有報告書に関する変更報告書により、平成21年１月26日現在で1,386千株（発行済株式総数に対する

保有株式の割合3.91％）を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として事業年度末時点における

保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

４　平成21年３月23日付で株式会社みずほ銀行を含む保有者３社から提出された大量保有報告書に関する変更報

告書により、平成21年３月13日現在で1,589千株（発行済株式総数に対する保有株式の割合4.48％）を保有し

ている旨の報告を受けておりますが、当社として事業年度末時点における保有株式数の確認ができませんの

で、上記大株主の状況には含めておりません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年５月31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)
(自己保有株式)
普通株式 　2,013,500

―

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は、100株で
あります。

完全議決権株式(その他) 普通株式  33,458,500 334,585 同上

単元未満株式 普通株式　　  25,183 ― 同上

発行済株式総数           35,497,183 ― ―

総株主の議決権 ― 334,585 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が1株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年５月31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(％)

(自己保有株式)
三益半導体工業株式会社

高崎市保渡田町2174番地１2,013,500 ― 2,013,5005.67

計 ― 2,013,500 ― 2,013,5005.67

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

　
【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(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】
　

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 1,515 2

当期間における取得自己株式 128 0

(注)　当期間における取得自己株式には、平成21年８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

よる株式数は含まれておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

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 2,013,501― 2,013,629―

　
(注)　保有自己株式数には、平成21年８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

含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は業績の向上と株主の皆様への利益配分をともに経営の重要課題と位置付けており、経営基盤の強

化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としておりま

す。内部留保資金につきましては、今後の成長へ向けた事業強化のために有効投資いたします。

当事業年度の期末配当金につきましては、先に行いました中間配当金と同額の１株につき１２円を配当

いたしました。この結果、当事業年度は配当性向206.0％となりました。

当社は、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、これらの

剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

また、当社は、「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる。」

旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

　

決議年月日 配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成20年12月26日
取締役会決議

401 12

平成21年８月27日
定時株主総会決議

401 12

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期

決算年月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月

最高(円) 1,729 2,845 2,685 3,070 2,175

最低(円) 1,317 1,490 1,715 1,587 664

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一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】

　

月別
平成20年
12月

平成21年
１月

２月 ３月 ４月 ５月

最高(円) 1,005 1,037 1,085 1,243 1,215 1,162

最低(円) 664 715 919 925 991 1,020

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表取締役

社長
― 中　澤　正　幸 昭和18年７月10日生

昭和49年２月 三益産商㈱入社

(注)２ 2,161

昭和49年５月 ㈱三益エンジニアリング取締役

昭和49年６月 三益産商㈱取締役

昭和52年７月 当社取締役

昭和58年12月 常務取締役、管理本部長兼産商事

業部長兼エンジニアリング事業部

長

昭和61年４月 産商事業部長兼エンジニアリング

事業部長

昭和63年８月 取締役副社長、半導体、産商、エン

ジニアリング各事業部長

平成４年８月 産商事業部長

平成５年１月 代表取締役社長

平成５年８月 取締役副会長

平成９年８月 取締役副社長、社長室担当

平成11年８月 代表取締役社長(現任)

代表取締役

専務

半導体

事業部長
細　谷　信　明 昭和24年９月21日生

昭和48年４月 当社入社

(注)２ 8

昭和58年12月 社長室長

昭和62年３月 エンジニアリング事業部副事業部

長兼産商事業部副事業部長

昭和62年８月 取締役、エンジニアリング事業部

副事業部長兼産商事業部副事業部

長

平成３年６月 半導体事業部品質保証部長

平成４年８月 常務取締役、半導体事業部副事業

部長

平成９年８月 半導体事業部長兼エンジニアリン

グ事業部長

平成11年８月

 

平成20年８月

専務取締役

半導体事業部長(現任)

代表取締役専務(現任)

常務取締役
産商

事業部長
内　田　順一郎 昭和24年１月２日生

昭和53年１月 三益産商㈱入社

(注)２ 8

平成５年１月 当社産商事業部営業部長

平成11年８月 取締役、産商事業部長兼営業部長

平成14年６月

平成20年８月

産商事業部長(現任)

常務取締役(現任)

常務取締役
管理本部長

兼経理部長
八　髙　達　郎 昭和26年２月９日生

昭和60年７月 当社入社

(注)２ 3

平成12年６月 管理本部経理部長

平成13年８月

 

平成21年８月

取締役

管理本部長兼経理部長(現任)

常務取締役(現任)

取締役

エンジニア

リング

事業部長

片　平　孝三郎 昭和24年12月21日生

昭和52年７月 ㈱三益エンジニアリング入社

(注)２ 3

昭和54年４月 三益産商㈱入社

平成８年６月 当社エンジニアリング事業部営業

部長兼生産部長

平成11年８月 取締役(現任)

エンジニアリング事業部長兼営業

部長兼生産部長

平成12年６月 エンジニアリング事業部長兼技術

部長

平成13年８月 エンジニアリング事業部長(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

(千株)

取締役

半導体事業

部第二生産

部長

飯　塚　卓　也 昭和26年７月19日生

昭和51年３月 当社入社

(注)２ 3

平成３年６月 半導体事業部上郊工場生産部長

平成７年12月 半導体事業部第三生産部長

平成11年８月 取締役(現任)

半導体事業部第三生産部長

平成12年６月 半導体事業部第二生産部長兼第三

生産部長

平成14年６月 半導体事業部第二生産部長(現任)

取締役

半導体事業

部生産管理

部長

牧　野　直　文 昭和29年８月20日生

昭和56年４月 当社入社

(注)２ 1
平成７年６月 半導体事業部第二生産部長

平成12年６月 半導体事業部生産管理部長(現任)

平成17年８月 取締役(現任)

常勤監査役 ― 野　村　紘　一 昭和13年５月８日生

昭和37年４月 信越化学工業㈱入社

(注)４ 7

平成２年６月 信越半導体㈱取締役

平成９年６月 同社常務取締役

平成10年４月 同社技術開発本部副本部長兼情報

特許部長

平成11年７月 当社入社、技術顧問

平成12年８月 常勤監査役(現任)

監査役 ― 木　村　賢　史 昭和４年１月４日生

昭和26年４月 ㈱群馬銀行入行

(注)３ 1

昭和61年６月 同行常務取締役

平成３年６月 群馬土地㈱代表取締役社長

平成８年６月 群馬テレビ㈱代表取締役社長

平成14年６月 同社相談役

平成14年８月 当社監査役(現任)

監査役 ― 小　澤　泰　美 昭和18年４月23日生

昭和37年３月 信越化学工業㈱入社

(注)４ -
平成11年９月 信越半導体㈱武生工場長

平成14年７月 同社経営企画部総務担当部長

平成15年８月 当社監査役(現任)

監査役 ― 新　井　啓　允 昭和15年１月24日生

昭和38年４月 ㈱群馬銀行入行

(注)４ -

平成８年６月 同行取締役東京支店長

平成13年６月 同行常務取締役

平成15年６月 群馬総合リース㈱(現 ぐんぎん

リース㈱)代表取締役社長

平成15年６月 富士ゼロックス群馬㈱取締役

平成16年６月 群馬キャピタル㈱代表取締役社長

平成19年８月 当社監査役(現任)

平成20年６月 群馬テレビ㈱代表取締役社長(現

任)

計 2,198

(注) １　監査役木村賢史、小澤泰美、新井啓允の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２　取締役の任期は、平成21年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年５月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

３　監査役木村賢史の任期は、平成18年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年５月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

４　監査役野村紘一、小澤泰美、新井啓允の３氏の任期は、平成19年５月期に係る定時株主総会終結の時から、平成

23年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は各部門がそれぞれの特色を活かして連携するとともに、管理本部による全社統括機能を加えて、

安定的に業績の拡大を図り企業価値を高める株主重視の経営を基本方針としておりますが、同時に遵法

精神に基づいた諸施策の展開と適時適切な情報開示に取り組むことをコーポレート・ガバナンスにおけ

る基本的な考え方といたしております。

　

② 会社の機関の内容及び内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

業務執行につきましては、定例及び臨時の取締役会に加えて、経営会議を定期的に開催し、会社の重要

事項に関する意思決定を行っております。取締役は当事業年度末現在７名（平成21年８月27日現在７

名）で、社外取締役の選任は行っておりませんが、各事項に関しては、監査役からの助言も併せて有効か

つ客観的な審議を行い、迅速な意思決定が実現されるよう図っております。また、意思決定の過程で、法的

な側面につきましては顧問弁護士より、会計・税務面におきましては公認会計士や顧問税理士より、適

宜、アドバイスを受け適法性を確保しております。

当社は監査役制度を採用しており、現在、社外監査役３名を含めた４名の監査体制（平成21年８月27日

現在、社外監査役３名を含めた４名の監査体制）であります。常勤監査役は、取締役会はもとより経営会

議その他の重要会議に出席し、業務執行に関する適切な監査や助言を行い、経営の質的向上と健全性確保

に努めております。また社外監査役３名を含めて、経営活動全般にわたり独立した立場からの客観的な監

査や助言が実現されるよう図っております。更に、監査役は会計監査人並びに内部監査室と必要に応じ随

時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。

内部監査機能としては、「内部監査室」（人員２名）を設置しており、社内の各部門の業務運営状況を

定期的に監査しております。

企業活動に伴って発生する可能性のある社内外のリスクに対しては、リスク管理に関する諸規程を整

備し、リスクの早期発見と未然防止を図るため、リスク管理委員会を設置して、全社横断的な管理活動を

行っております。

また当社ホームページにつきましては、その運用について継続的な改善を行い、随時適切な情報開示が

実現されるよう努めております。

当社といたしましては、今後とも基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスを念頭においた経営の

健全性・客観性を確保・維持するための施策に取り組んでまいる所存であります。
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以上の関係を模式図で示すと次のとおりであります。(平成21年５月31日現在）

　

　

③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概

要

当社の社外監査役３名は就任前に当社の役員または社員となったことはなく外部からの招聘でありま

す。

　

④ 役員報酬等の内容

取締役及び監査役に支払った報酬等の額

取締役７名　　　 196百万円

監査役４名　　　  23百万円（うち社外 ３名 8百万円）

　（注）１　取締役および監査役の報酬等の額には、当事業年度の役員賞与引当金繰入額および役員退職慰労引

　　　　当金繰入額が含まれております。なお、平成20年8月27日開催の第39期定時株主総会終結の時をも

　　　　って役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

　　　　２　取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額（賞与を含む）は含まれて

　　　　おりません。
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⑤ 会計監査の状況

業務を執行した公認会計士の氏名

あずさ監査法人

氏名等 継続監査年数

指定社員
業務執行社員

公認会計士 福　田　　　厚 ３年

指定社員
業務執行社員

公認会計士 佐　渡　一　雄 ５年

指定社員
業務執行社員

公認会計士 森　田　　　亨 ４年

　
　

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　４名、その他　10名

　

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。

　

⑦ 取締役の選任の要件

１．当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款で定めております。

２．当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨、定款で定めております。

　

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

１．当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得するこ

とができる旨、定款に定めております。

２．当社は、株主への剰余金の配当の機会を増加させるため、取締役会の決議によって中間配当ができる

旨、定款に定めております。

　

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特

別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款で定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

― ― 25 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

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19年６月１日から平成20年５月31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20年６月１日から平成21年５月31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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成19年６月１日から平成20年

５月31日まで)及び当事業年度(平成20年６月１日から平成21年５月31日まで)の財務諸表について、あずさ

監査法人により監査を受けております。

　

３　連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。

　

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成20年５月31日)

当事業年度
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,141 10,006

受取手形 ※４
 1,493

※４
 435

売掛金 ※１
 16,096 11,377

有価証券 2 0

商品 37 －

製品 219 －

商品及び製品 － 125

仕掛品 1,115 428

貯蔵品 920 －

原材料及び貯蔵品 － 925

前渡金 818 242

前払費用 213 208

繰延税金資産 509 474

未収還付法人税等 264 －

その他 64 42

貸倒引当金 △6 △10

流動資産合計 35,891 24,256

固定資産

有形固定資産

建物 ※２
 30,856

※２
 31,164

減価償却累計額 △11,437 △13,348

建物（純額） 19,418 ※３
 17,816

構築物 2,529 2,531

減価償却累計額 △1,230 △1,343

構築物（純額） 1,299 ※３
 1,187

機械及び装置 78,036 79,325

減価償却累計額 △59,844 △71,630

機械及び装置（純額） 18,192 ※３
 7,695

車両運搬具 159 138

減価償却累計額 △113 △107

車両運搬具（純額） 46 31

工具、器具及び備品 1,971 1,983

減価償却累計額 △1,023 △1,311

工具、器具及び備品（純額） 948 ※３
 672

土地 3,272 3,351

建設仮勘定 215 3,297

有形固定資産合計 43,393 34,052
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成20年５月31日)

当事業年度
(平成21年５月31日)

無形固定資産

ソフトウエア 1,093 ※３
 975

電話加入権 0 －

水道施設利用権 1,500 1,352

その他 303 81

無形固定資産合計 2,898 2,410

投資その他の資産

投資有価証券 260 183

破産更生債権等 2 －

長期前払費用 51 51

繰延税金資産 1,775 2,116

差入保証金 38 38

その他 52 91

貸倒引当金 △2 △35

投資その他の資産合計 2,178 2,447

固定資産合計 48,470 38,910

資産合計 84,361 63,167

負債の部

流動負債

支払手形 ※４
 3,794

※４
 1,847

買掛金 7,205 4,963

1年内返済予定の長期借入金 100 100

未払金 15,019 1,055

未払費用 1,401 1,088

未払法人税等 － 553

前受金 148 10

預り金 28 75

前受収益 － 1

役員賞与引当金 60 54

設備関係支払手形 2,378 －

その他 78 436

流動負債合計 30,214 10,187

固定負債

長期借入金 150 50

長期未払金 810 －

退職給付引当金 1,050 1,205

役員退職慰労引当金 153 －

その他 7 179

固定負債合計 2,173 1,435

負債合計 32,388 11,623
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成20年５月31日)

当事業年度
(平成21年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 18,824 18,824

資本剰余金

資本準備金 18,778 18,778

資本剰余金合計 18,778 18,778

利益剰余金

利益準備金 689 689

その他利益剰余金

別途積立金 6,900 7,900

繰越利益剰余金 10,152 8,773

利益剰余金合計 17,742 17,362

自己株式 △3,405 △3,407

株主資本合計 51,938 51,556

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 34 △13

評価・換算差額等合計 34 △13

純資産合計 51,973 51,543

負債純資産合計 84,361 63,167
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②【損益計算書】
（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年６月１日
  至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
  至 平成21年５月31日)

売上高

商品売上高 13,474 17,317

製品売上高 3,043 1,584

加工料収入 52,180 33,695

売上高合計 ※７
 68,698 52,597

売上原価

商品期首たな卸高 46 37

当期商品仕入高 12,332 16,251

合計 12,378 16,288

商品期末たな卸高 37 25

商品売上原価 12,341 16,263

製品期首たな卸高 220 219

当期製品製造原価 45,781 ※８
 31,490

合計 46,002 31,710

製品他勘定振替高 ※２
 409

※２
 341

製品期末たな卸高 219 100

製品売上原価 45,373 31,268

売上原価合計 57,714 ※１
 47,531

売上総利益 10,983 5,065

販売費及び一般管理費

販売手数料 66 －

荷造運搬費 458 303

旅費及び交通費 96 81

役員報酬 127 144

給料及び手当 571 590

賞与 315 275

役員賞与引当金繰入額 60 54

法定福利費 126 127

退職給付費用 60 66

役員退職慰労引当金繰入額 28 21

事業税 98 98

減価償却費 42 41

貸倒引当金繰入額 4 3

貸倒損失 － 2

研究開発費 ※８
 1,864

※８
 117

その他 482 392

販売費及び一般管理費合計 4,405 2,323

営業利益 6,577 2,742
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年６月１日
  至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
  至 平成21年５月31日)

営業外収益

受取利息 11 17

有価証券利息 0 0

受取配当金 8 4

物品売却益 － 70

その他 54 36

営業外収益合計 74 128

営業外費用

支払利息 85 40

為替差損 216 54

リース解約損 115 －

設備休止費用 － ※３
 1,730

貸倒引当金繰入額 － 35

その他 46 1

営業外費用合計 464 1,862

経常利益 6,188 1,008

特別利益

固定資産売却益 ※４
 44 －

投資有価証券売却益 37 －

違約金収入 － 151

その他 0 52

特別利益合計 82 204

特別損失

固定資産除売却損 ※５
 316

※５
 48

減損損失 ※６
 123

※６
 161

その他 － 18

特別損失合計 439 228

税引前当期純利益 5,831 984

法人税、住民税及び事業税 741 877

法人税等調整額 1,693 △282

法人税等合計 2,434 594

当期純利益 3,396 390
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【製造原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 　 6,976 14.4 3,716 12.1

Ⅱ　労務費 　 5,594 11.5 5,373 17.4

Ⅲ　経費 ※１ 35,922 74.1 21,700 70.5

　　当期総製造費用 　 48,493100.0 30,790100.0

　　仕掛品期首たな卸高 　 1,166　 1,115　

　　他勘定受入高 ※２ 400　 331　

合計 　 50,060　 32,237　

　　仕掛品期末たな卸高 　 1,115　 428　

　　他勘定振替高 ※３ 3,163　 318　

　　当期製品製造原価 　 45,781　 31,490　

　

(注)

※１　主な内訳は次のとおりであります。

項目 当事業年度

外注費(百万円) 4,727

電力料(百万円) 1,408

修繕費(百万円) 1,606

減価償却費(百万円) 24,204

(注)

※１　主な内訳は次のとおりであります。

項目 当事業年度

外注費(百万円) 1,138

電力料(百万円) 1,498

修繕費(百万円) 1,327

減価償却費(百万円) 13,742

※２　他勘定受入高は、製品の再加工のための製造工程

への戻し品原価であります。

※２　同左

※３　他勘定振替高は、有形固定資産及び販売費及び一

般管理費に振替えたものであります。

※３　同左 

４　原価計算方法は、次のとおりであります。

(1)半導体事業部………………実際組別総合原
価計算

　　　　(2) エンジニアリング事業部…個別原価計算

エンジニアリング事業部における加工費

の一部は、時間当りの予定率を採用してお

ります。

この結果生ずる原価差額は、原則として、

売上原価とたな卸資産とに調整配賦して

おります。

４　原価計算方法は、次のとおりであります。

(1) 同左

 

(2) 同左

　

EDINET提出書類

三益半導体工業株式会社(E02677)

有価証券報告書

30/62



③【株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年６月１日
  至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
  至 平成21年５月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,824 18,824

当期末残高 18,824 18,824

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 18,778 18,778

当期末残高 18,778 18,778

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 689 689

当期末残高 689 689

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 5,900 6,900

当期変動額

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 6,900 7,900

繰越利益剰余金

前期末残高 8,459 10,152

当期変動額

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

剰余金の配当 △703 △770

当期純利益 3,396 390

当期変動額合計 1,693 △1,379

当期末残高 10,152 8,773

利益剰余金合計

前期末残高 15,049 17,742

当期変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △703 △770

当期純利益 3,396 390

当期変動額合計 2,693 △379

当期末残高 17,742 17,362

自己株式

前期末残高 △3,403 △3,405

当期変動額

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △3,405 △3,407
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年６月１日
  至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
  至 平成21年５月31日)

株主資本合計

前期末残高 49,248 51,938

当期変動額

剰余金の配当 △703 △770

当期純利益 3,396 390

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 2,690 △381

当期末残高 51,938 51,556

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 77 34

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△42 △48

当期変動額合計 △42 △48

当期末残高 34 △13

純資産合計

前期末残高 49,325 51,973

当期変動額

剰余金の配当 △703 △770

当期純利益 3,396 390

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 △48

当期変動額合計 2,647 △429

当期末残高 51,973 51,543
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④【キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年６月１日
  至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
  至 平成21年５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 5,831 984

減価償却費 24,247 15,086

減損損失 123 161

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 36

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 114 155

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27 21

受取利息及び受取配当金 △20 △21

支払利息 85 40

為替差損益（△は益） 1 44

有形固定資産除却損 204 40

投資有価証券売却損益（△は益） △37 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,974 5,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △164 813

仕入債務の増減額（△は減少） 296 △4,188

その他 906 577

小計 37,594 19,522

利息及び配当金の受取額 20 21

利息の支払額 △86 △41

法人税等の支払額 △4,474 △372

法人税等の還付額 － 306

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,054 19,436

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 △6 △3

定期預金の払戻による収入 6 6

有形固定資産の取得による支出 △23,242 △20,023

有形固定資産の売却による収入 3,083 41

無形固定資産の取得による支出 △965 △282

投資有価証券の取得による支出 △15 △11

投資有価証券の売却による収入 228 9

その他 △110 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,022 △20,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △100 △100

自己株式の取得による支出 △2 △2

配当金の支払額 △702 △768

長期未払金の返済による支出 △2,334 △2,376

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,139 △3,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,890 △4,131

現金及び現金同等物の期首残高 5,247 14,138

現金及び現金同等物の期末残高 ※１
 14,138

※１
 10,006
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法によっております。

(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。)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

　 時価のないもの

移動平均法による原価法によって

おります。

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品、原材料、貯蔵品ならびに半導体事

業部の製品及び仕掛品は、月別総平均

法に基づく原価法によっております。

また、エンジニアリング事業部の仕掛

品は、個別法に基づく原価法によって

おります。

商品、原材料、貯蔵品ならびに半導体事

業部の製品及び仕掛品は、月別総平均

法に基づく原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）によっております。ま

た、エンジニアリング事業部の仕掛品

は、個別法に基づく原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）によっており

ます。

（会計方針の変更）

当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号

　平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。

この変更に伴い、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ311百

万円減少しております。

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法（改正法人税法に規定する

定額法の償却率（１／耐用年数）

を2.5倍した数とし、特定事業年度

以降は残存年数による均等償却に

切り替えて備忘価額１円まで償却

する方法）を採用しております。

なお、平成19年３月31日以前に取

得した固定資産については、残存

価額を取得価額の10％とした定率

法（旧定率法）によっておりま

す。

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

 

　 また、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法（改正法

人税法に規定する耐用年数経過時

点における残存価額がゼロとなる

償却率により、耐用年数にわたっ

て均等に償却する方法）を採用し

ております。

　

　

　

　

　

EDINET提出書類

三益半導体工業株式会社(E02677)

有価証券報告書

34/62



項目
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備は除

く）のうち、平成19年３月31日以

前に取得した建物（建物附属設備

は除く）については、残存価額を

取得価額の10％とした定額法（旧

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 ８～50年

機械及び装置 ３～５年

また、通常の使用時間を超えて使

用する一部の機械及び装置につい

ては、増加償却を実施しておりま

す。

　

　 （追加情報)

１ 従来、再生ウエハー加工設備の耐

用年数は５年として減価償却を

行ってきましたが、300mmウエハー

への世代交代が進行し300mmウエ

ハーの生産量が拡大していること

から当該加工設備の稼働率が急速

に高まり、再生ウエハー加工設備

全体として通常の稼働時間を超え

て使用することが常態化しており

ます。このため当該加工設備は長

時間稼働による物理的劣化が早ま

るものと考えられます。このよう

な状況において使用実態に整合し

た費用配分を図るため、当事業年

度より増加償却を実施することに

致しました。

また殆どのユーティリティ設備は

プライムウエハー・再生ウエハー

共用となっておりますが、そのい

ずれも高稼働状態が継続してお

り、高負荷長時間稼働による設備

の物理的劣化は免れないものと予

想されますので、当該ユーティリ

ティ設備につきましても当事業年

度より増加償却を実施することに

致しました。

この結果、減価償却費が1,728百万

円増加し、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益がそれぞれ

1,710百万円減少しております。

２ 当事業年度から、平成19年３月31

日以前に取得した固定資産につい

ては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。

この変更に伴い、減価償却費が136

百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益がそれぞれ

135百万円減少しております。
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項目
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

自社利用のソフトウエア

同左

　
その他の無形固定資産

定額法を採用しております。

その他の無形固定資産

同左

　 ――――― (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法に

よっております。

なお、平成20年３月31日以前に

契約をした、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。

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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。

同左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権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

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

　 (2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額のうち当

事業年度負担額を計上しておりま

す。

(2) 役員賞与引当金

同左

　 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末に発生している

と認められる額を計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、発生事業年

度に一括処理しております。

(3) 退職給付引当金

同左

　 (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく事業年度末要

支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

―――――
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項目
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　 　 （追加情報）

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく事業年度末要

支給額を役員退職慰労引当金に計

上しておりましたが、平成20年開

催の定時株主総会において役員退

職慰労金制度を廃止し、同総会終

結の時までの在任期間に対応する

退職慰労金を打ち切り支給するこ

とといたしました。これにより当

事業年度において打ち切り支給額

175百万円を「役員退職慰労引当

金」より取崩し、固定負債「その

他」に振替えております。

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。

─────

７　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、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

負わない短期的な投資からなっており

ます。

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理の方法

同左
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【会計方針の変更】

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

――――― （リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関

する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計

士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適

用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

これによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

――――― （貸借対照表）

１ 前事業年度において区分掲記していた「電話加入

権」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しく、

かつ、表示の明瞭性を高める観点から、当事業年度よ

り無形固定資産の「その他」に含めて表示すること

に変更いたしました。

２ 前事業年度において区分掲記していた「設備関係支

払手形」(当事業年度28百万円)は、金額的重要性が乏

しく、かつ、表示の明瞭性を高める観点から、当事業年

度より流動負債の「その他」に含めて表示すること

に変更いたしました。

３ 前事業年度において区分掲記していた「長期未払

金」(当事業年度175百万円)は、金額的重要性が乏し

く、かつ、表示の明瞭性を高める観点から、当事業年度

より固定負債の「その他」に含めて表示することに

変更いたしました。

（損益計算書）

前事業年度まで販売費及び一般管理費の区分で掲記して

おりました「広告宣伝費」「車両費」「厚生費」「通信

費」「交際接待費」「消耗品費」「租税公課」「賃借

料」「事務費」「雑費」については、金額的重要性が乏

しく、かつ、表示の明瞭性を高める観点から、当事業年度

より販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示す

ることにいたしました。

なお、当事業年度の「その他」に含めた金額は「広告宣

伝費」20百万円、「車両費」31百万円、「厚生費」29百万

円、「通信費」22百万円、「交際接待費」52百万円、「消

耗品費」19百万円、「租税公課」53百万円、「賃借料」33

百万円、「事務費」13百万円、「雑費」205百万円であり

ます。

（損益計算書）

１ 前事業年度において販売費及び一般管理費の区分で

掲記しておりました「販売手数料」(当事業年度26百

万円)については、金額的重要性が乏しく、かつ、表示

の明瞭性を高める観点から、当事業年度より販売費及

び一般管理費の「その他」に含めて表示することに

変更いたしました。

２ 前事業年度において区分掲記していた「固定資産売

却益」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏し

く、かつ、表示の明瞭性を高める観点から、当事業年度

より特別利益の「その他」に含めて表示することに

変更いたしました。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成20年５月31日)
当事業年度

(平成21年５月31日)

※１　関係会社に対する資産

売掛金　　    　291百万円

※１　　　　　　　　―――――

 

※２　国庫補助金による固定資産圧縮記帳額

建物　　　　　　 33百万円

※２　国庫補助金による固定資産圧縮記帳額

建物　　　　　 　33百万円

※３　　　　　　　　――――― ※３　休止固定資産

固定資産には、以下の休止固定資産（帳簿価額）

が含まれております。

有形固定資産

　建物　　　　　　 　3,021百万円

　構築物　　　　　　 　125

　機械及び装置　　 　1,080

　工具、器具及び備品　　71

無形固定資産

　ソフトウエア         280

※４　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当期の末日は金融

機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

受取手形　　　　 29百万円

支払手形　　　　 45

※４　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当期の末日は金融

機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

受取手形　　　　 20百万円

支払手形　　　　 89
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

※１　　　　　　　　――――― ※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額は次のとおりであります。

売上原価　　　　313百万円

※２　製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

　 再加工のための振替高 400百万円

　 販売費及び一般管理費 9

　 計 409

※２　製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

　 再加工のための振替高 331百万円

　 販売費及び一般管理費 10

　 計 341

※３　　　　　　　　――――― ※３　設備休止費用

半導体事業部上郊工場における現在休止中の設備

の減価償却費及びリース料であります。

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

項目 金額(百万円)

　機械及び装置 44

　車両運搬具 0

計 44

※４　　　　　　　　―――――

※５　固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

項目 金額(百万円)

除却損 　

　建物 63

　構築物 37

　機械及び装置 101

　工具、器具及び備品 1

  撤去費用 108

売却損 　

　機械及び装置 2

　車両運搬具 1

計 316

※５　固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

項目 金額(百万円)

除却損 　

　構築物 4

　機械及び装置 35

　車両運搬具 0

　工具、器具及び備品 0

  撤去費用 7

売却損 　

　車両運搬具 0

計 48

※６　減損損失　

当社は、事業用資産について管理会計上の区分を

基礎としてグルーピングを行っております。

当事業年度においては、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。

場所 用途 種類

 半導体事業部 生産用設備 建物

 上郊工場他 　 構築物

 (群馬県高崎市)　 機械及び装置

　 　 工具、器具及び備品

当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途

が定まっていないため、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（建物20百万

円、構築物5百万円、機械及び装置96百万円、工具、

器具及び備品1百万円）として特別損失に計上し

ております。なお、当該資産の回収可能価額は、正

味売却価額であり、その評価額は備忘価額として

おります。

※６　減損損失

当社は、事業用資産について管理会計上の区分を

基礎としてグルーピングを行っております。

当事業年度においては、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。

場所 用途 種類

 半導体事業部 生産用設備 建物

 上郊工場他 　 構築物

 (群馬県高崎市)　 機械及び装置

　 　 工具、器具及び備品

当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途

が定まっていないため、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（建物6百万

円、構築物0百万円、機械及び装置151百万円、工具、

器具及び備品3百万円）として特別損失に計上し

ております。なお、当該資産の回収可能価額は、正

味売却価額であり、その評価額は備忘価額として

おります。

※７　関係会社に対する売上高

売上高　　　　　　　　　599百万円

※８　一般管理費に含まれる研究開発費は、1,864百万円

であります。

※７　　　　　　　　―――――

 

※８　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、170百万円であります。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成19年６月１日　 至　平成20年５月31日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末

普通株式 35,497,183株 ― ― 35,497,183株

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末

普通株式 2,010,973株  　　1,013株 ― 2,011,986株

(注)　当事業年度増加株式数の概要

 単元未満株式の買取による自己株式の取得 1,013株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

①平成19年８月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 334百万円

１株当たり配当額 10円

基準日 平成19年５月31日

効力発生日 平成19年８月31日

②平成20年１月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 368百万円

１株当たり配当額 11円

基準日 平成19年11月30日

効力発生日 平成20年２月８日

　

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

平成20年８月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 368百万円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 11円

基準日 平成20年５月31日

効力発生日 平成20年８月28日
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当事業年度(自　平成20年６月１日　 至　平成21年５月31日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末

普通株式 35,497,183株 ― ― 35,497,183株

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末

普通株式 2,011,986株      1,515株 ― 2,013,501株

(注)　当事業年度増加株式数の概要

 単元未満株式の買取による自己株式の取得 1,515株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

①平成20年８月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 368百万円

１株当たり配当額 11円

基準日 平成20年５月31日

効力発生日 平成20年８月28日

②平成20年12月26日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 401百万円

１株当たり配当額 12円

基準日 平成20年11月30日

効力発生日 平成21年２月３日

　

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

平成21年８月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 401百万円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 12円

基準日 平成21年５月31日

効力発生日 平成21年８月28日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５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

　現金及び預金勘定 14,141百万円

　預入期間が３ヶ月を超える
　定期預金

△3

　現金及び現金同等物 14,138

※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

　現金及び預金勘定 10,006百万円

　現金及び現金同等物 10,006
 

 
 
 

　

(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　 　 機械及び装置 　
工具、器具

及び備品
　 合計

取得価額

相当額
　 5,255百万円　 76百万円　 5,331百万円

減価償却

累計額相当額
　 239 　 35 　 275

期末残高

相当額
　 5,015 　 40 　 5,056

　

　 　 機械及び装置 　
工具、器具

及び備品
　 合計

取得価額

相当額
　 5,339百万円　 57百万円　 5,397百万円

減価償却

累計額相当額
　 1,188 　 30 　 1,219

期末残高

相当額
　 4,150 　 26 　 4,177

　

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 917百万円

１年超 4,360

合計 5,278

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 953百万円

１年超 3,476

合計 4,429

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 345百万円

減価償却費相当額 312

支払利息相当額 59

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 1,058百万円

減価償却費相当額 963

支払利息相当額 149

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、残存価額をゼロとする

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

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。
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(有価証券関係)

前事業年度(平成20年５月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

①　株式 179 232 53

②　債券 　 　 　

　　　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 179 232 53

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

①　株式 29 24 △5

②　債券 　 　 　

　　　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 29 24 △5

合計 209 256 47

　

２　当事業年度中に売却したその他有価証券

　

区分
当事業年度

(自　平成19年６月１日
  至　平成20年５月31日)

売却額(百万円) 237

売却益の合計額(百万円) 37

売却損の合計額(百万円) ―

　

３　時価評価されていない主な有価証券

　

区分
貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券 　

　非上場株式 2

　貸付信託受益証券 3

計 6

　

４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

貸付信託受益証券 2 0 ― ―
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当事業年度(平成21年５月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

①　株式 40 45 5

②　債券 　 　 　

　　　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 40 45 5

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

①　株式 164 135 △29

②　債券 　 　 　

　　　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 164 135 △29

合計 204 180 △23

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において15百万円の減損処理を行って

おります。

　

２　当事業年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

　

３　時価評価されていない主な有価証券

　

区分
貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券 　

　非上場株式 2

　貸付信託受益証券 0

計 3

　

４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

貸付信託受益証券 0 ― ― ―
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日)

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

当事業年度(自　平成20年６月１日　至　平成21年５月31日)

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

　

　

(退職給付関係)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。

２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 2,264百万円

年金資産 1,213

退職給付引当金 1,050

２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 2,407百万円

年金資産 1,201

退職給付引当金 1,205

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 168百万円

利息費用 40

期待運用収益 △29

数理計算上の差異の処理額 77

退職給付費用 256

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 175百万円

利息費用 43

期待運用収益 △30

数理計算上の差異の処理額 124

退職給付費用 312
 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間按分
方法

期間定額基準

割引率 　1.9％

期待運用収益率 　2.5％

数理計算上の差異の
処理年数

発生事業年度で
一括処理

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間按分
方法

期間定額基準

割引率 　1.9％

期待運用収益率 　2.5％

数理計算上の差異の
処理年数

発生事業年度で
一括処理

　

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日)

　該当事項はありません。

当事業年度(自　平成20年６月１日　至　平成21年５月31日)

　該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　(1) 流動資産の部

繰延税金資産 　

　未払賞与 366百万円

　その他 144

繰延税金資産合計 511

繰延税金負債 2

繰延税金資産の純額 509

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　(1) 流動資産の部

繰延税金資産 　

　未払賞与 299百万円

　売上原価 118

　未払事業税 53

　その他 46

繰延税金資産小計 517

評価性引当額 △42

繰延税金資産合計 474

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 474

　(2) 固定資産の部

繰延税金資産 　

　退職給付引当金 424百万円

　減価償却費 1,225

　固定資産除却損 55

　減損損失 183

　その他 128

繰延税金資産小計 2,018

評価性引当額 △229

繰延税金資産合計 1,788

繰延税金負債 　

　その他有価証券評価差額金 12

繰延税金資産の純額 1,775

　(2) 固定資産の部

繰延税金資産 　

　退職給付引当金 487百万円

　減価償却費 1,558

　固定資産除却損 117

　減損損失 160

　その他有価証券評価差額金 10

　その他 127

繰延税金資産小計 2,462

評価性引当額 △345

繰延税金資産合計 2,116

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 2,116
　 　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と当該負担率との差異は、法定実効

税率の百分の五以下であるため注記を省略して

おります。
 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

　(調整) 　

　交際費等永久に損金算入されない項目 1.6

　役員賞与引当金 2.2

　評価性引当額の増減 16.1

　その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.4
 

　

(持分法損益等)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

 前事業年度(自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日)

１　兄弟会社等

属性
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)
役員の

兼任等

事業上の

関係

その他

の関係

会社の

子会社

信越半導体㈱
東京都

千代田区
10,000

半導体シリ

コンの製造

及び販売

(被所有)

直接 1.1
－

製商品の販

売・半導体

シリコンウ

エハー加工

の受託

製商品の販

売・加工料

の売上

50,166売掛金 10,256

その他

の関係

会社の

子会社

長野電子工業㈱
長野県

千曲市
80

半導体シリ

コンの加工
－ －

製商品の

販売等

製商品の

販売
1,950

売掛金 14

受取手形 1,188

(注) １　その他の関係会社は信越化学工業㈱であります。

２　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。

３　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　製商品の販売・加工料については、市場価格を勘案して価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しておりま

す。

　

 当事業年度(自　平成20年６月１日　至　平成21年５月31日)

 （追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17

日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年

10月17日）を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

　

１　関連当事者との取引

　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

　

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

その他

の関係

会社の

子会社

信越半導体㈱
東京都

千代田区
10,000

半導体シリ

コンの製造

及び販売

(被所有)

直接 1.1

製商品の販

売・半導体

シリコンウ

エハー加工

の受託

製商品の販

売・加工料

の売上

38,212売掛金 7,851

(注) １　その他の関係会社は信越化学工業㈱であります。

２　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。

３　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　製商品の販売・加工料については、市場価格を勘案して価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しておりま

す。

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１株当たり純資産額 1,552.13円

１株当たり当期純利益金額 101.42円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

１株当たり純資産額 1,539.36円

１株当たり当期純利益金額 11.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前事業年度末

(平成20年５月31日)
当事業年度末

(平成21年５月31日)

純資産額（百万円） 51,973 51,543

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 51,973 51,543

普通株式の発行済株式数（千株） 35,497 35,497

普通株式の自己株式数（千株） 2,011 2,013

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（千株）
33,485 33,483

２　１株当たり当期純利益金額

項目
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益（百万円） 3,396 390

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,396 390

普通株式の期中平均株式数（千株） 33,485 33,484

　

　

(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記

載を省略しております。

　

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 30,856 317
9
(6)

31,16413,3481,91117,816

　構築物 2,529 41
39
(0)

2,531 1,343 148 1,187

　機械及び装置 78,0361,827
538
(151)

79,32571,63012,1667,695

　車両運搬具 159 6 26 138 107 20 31

　工具、器具及び備品 1,971 19
7
(3)

1,983 1,311 292 672

　土地 3,272 78 ― 3,351 ― ― 3,351

　建設仮勘定 215 4,932 1,849 3,297 ― ― 3,297

有形固定資産計 117,0427,223
2,472
(161)

121,79387,74114,53834,052

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウエア 1,744 282 43 1,983 1,007 400 975

　水道施設利用権 2,214 ― ― 2,214 861 147 1,352

　その他 304 60 283 82 0 0 81

無形固定資産計 4,263 343 326 4,279 1,869 548 2,410

長期前払費用 51 9 10 51 ― ― 51

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

２　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

機械及び装置 上郊工場 研磨加工設備 830百万円

　 　 検査設備 237

　 　 洗浄設備 214

３　建設仮勘定の当期増加額は主として上郊工場建屋工事に係る中間支払及び機械及び装置の取得であります。ま

た、当期減少額は該当する各科目への振替えであります。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 100 100 0.99 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) 150 50 0.99  平成22年11月22日

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) ― ― ― ―

その他有利子負債 　 　 　 　

  未払金 2,376 810 1.80 ―

  長期未払金 810 ― ― ―

合計 3,437 960 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末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)の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下の

とおりであります。

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

50 ― ― ―

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 9 45 2 6 45

役員賞与引当金 60 54 60 ― 54

役員退職慰労引当金 153 21 ― 175 ―

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２　役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金制度廃止に伴う取崩額であり、固

定負債「その他」に振替えております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

(Ⅰ) 資産の部

Ａ　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 2

預金の種類 　

当座預金 548

普通預金 33

通知預金 7,418

別段預金 2

定期預金 2,003

預金計 10,004

合計 10,006

　

Ｂ　受取手形

(Ａ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

セイコーＮＰＣ㈱ 100

コムベックス㈱ 70

長野電子工業㈱ 35

大阪アサヒ商事㈱ 32

岩崎電気㈱ 29

その他 166

合計 435

　

(Ｂ)期日別内訳

　

科目
平成21年
６月

７月 ８月 ９月 10月 11月 合計

受取手形
(百万円)

285 41 49 40 15 3 435
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Ｃ　売掛金

(Ａ)相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

信越半導体㈱ 7,851

信越化学工業㈱ 507

直江津電子工業㈱ 387

日立キャピタル㈱ 359

㈱ＥＮＥＯＳセルテック 327

その他 1,945

合計 11,377

　

(Ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高
(百万円)
 
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
 
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(ヶ月)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
12

16,096 55,113 59,831 11,377 84.02 2.99

(注)　金額は消費税等込みで表示しております。
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Ｄ　たな卸資産

(Ａ)商品及び製品
　

区分 金額(百万円)

商品 　

計測器 11

試験機 6

その他 7

小計 25

製品 　

半導体素子 100

小計 100

合計 125

(注)　製品の半導体素子は、半導体材料部門における再生ウエハーの工程完了品であります。

　

(Ｂ)仕掛品
　

品名 金額(百万円)

半導体素子 352

その他 75

合計 428

　

(Ｃ)原材料及び貯蔵品
　

品名 金額(百万円)

貯蔵品 　

石英ガラス類 226

研磨用材料 142

機械部品 433

その他 121

合計 925
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(Ⅱ)　負債の部

Ａ　支払手形

(Ａ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

㈱大阪真空機器製作所 253

ケーエルエー・テンコール㈱ 221

㈱ユタカ・トレンズ 180

日本電子㈱ 137

㈱東京精密 69

その他 983

合計 1,847

　

(Ｂ)期日別内訳

　

科目
平成21年
６月

７月 ８月 ９月 10月 合計

支払手形
(百万円)

572 317 323 242 391 1,847

　

Ｂ　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

コマツＮＴＣ㈱ 648

㈱ルネサス東日本セミコンダクタ 493

㈱チノー 378

信越ポリマー㈱ 349

㈱竹中工務店 315

その他 2,779

合計 4,963
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(3) 【その他】

 当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

　 　
第１四半期

(自 平成20年６月１日

至 平成20年８月31日)

第２四半期
(自 平成20年９月１日

至 平成20年11月30日)

第３四半期
(自 平成20年12月１日

至 平成21年２月28日)

第４四半期
(自 平成21年３月１日

至 平成21年５月31日)

売上高 (百万円) 17,801 16,484 9,211 9,100

税引前四半期純利益金
額又は税引前四半期純
損失金額（△）

(百万円) 2,477 1,254 △1,474 △1,271

四半期純利益金額又は
四 半 期 純 損 失 金 額
（△）

(百万円) 1,440 695 △895 △850

１株当たり四半期純利
益金額又は１株当たり
四 半 期 純 損 失 金 額
（△）

(円) 43.02 20.77 △26.73 △25.40
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 ８月中

基準日 ５月31日

剰余金の配当の基準日 11月30日、５月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
(特別口座)
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社　本店

　　株主名簿管理人
(特別口座)
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　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

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載ＵＲＬ
http://www.aspir.co.jp/koukoku/8155/8155.html

株主に対する特典 なし

　
(注)　当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができない。

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する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) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第39期(自 平成19年６月１日　至　平成20年５月31日)平成20年８月27日関東財務局長に提出

　

(2) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第40期第１四半期(自 平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)平成20年10月15日関東財務局長に提出

第40期第２四半期(自 平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)平成21年１月14日関東財務局長に提出

第40期第３四半期(自 平成20年12月１日　至　平成21年２月28日)平成21年４月14日関東財務局長に提出
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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。
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独立監査人の監査報告書
　

平成20年８月27日

三益半導体工業株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　福　　田　　　　　厚　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　渡　　一　　雄　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　森　　田　　　　　亨　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている三益半導体工業株式会社の平成19年６月１日から平成20年５月31日までの第39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、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

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、三益半導体工業株式会社の平成20年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

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

　
※１　上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

平成21年８月27日

三益半導体工業株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　福　　田　　　　　厚　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　渡　　一　　雄　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　森　　田　　　　　亨　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている三益半導体工業株式会社の平成20年６月１日から平成21年５月31日までの第40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、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

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、三益半導体工業株式会社の平成21年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

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。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、三益半導体工業株

式会社の平成21年５月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統

制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

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。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制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、三益半導体工業株式会社が平成21年５月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制

の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、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
　

※１　上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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