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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 2,054 △54.1 △127 － △138 － △84 －

19年３月期第１四半期 4,471 26.7 534 5.5 532 5.6 323 11.4

19年３月期 12,717  1,001  948  415  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △1,818 43 － －

19年３月期第１四半期 7,113 64 6,786 27

19年３月期 9,043 14 8,754 67

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第１四半期 12,019 5,632 46.9 120,950 71

19年３月期第１四半期 13,702 5,535 40.4 121,369 19

19年３月期 12,355 5,686 46.0 123,179 93

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 △560 △307 498 823

19年３月期第１四半期 495 △44 △750 1,755

19年３月期 △574 △239 △85 1,170

２．配当の状況

１株当りの配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 1,250 00 1,250 00 2,500 00

20年３月期 －  －  
2,500 00

20年３月期（予想） 1,250 00 1,250 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,800 △56.8 45 △94 40 △94.6 50 △89.1 1,073 62

通期 8,800 △30.8 320 △68.1 290 △69.4 240 △42.2 5,153 37
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、16ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 2,000 △54.0 △162 － △181 － △104 －

19年３月期第１四半期 4,352 24.3 527 11.4 528 12.2 340 25.5

19年３月期 12,452  1,407  1,364  803  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第１四半期 △2,257 15

19年３月期第１四半期 7,494 55

19年３月期 17,489 87

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第１四半期 11,700 5,605 47.9 120,363 75

19年３月期第１四半期 13,348 5,205 39.0 114,128 62

19年３月期 12,190 5,711 46.9 123,730 27

６．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,700 △57.0 △20  △30  △30  △644 17

通期 8,600 △30.9 240 △83.0 300 △85.3 120  2,576 68

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．業績予想の記述について

上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。予想には様々な不確定

要素が内在しており、実際の業績は種々の要素によりこれらの業績予想とは異なる場合があります。業績予想に関

する事項は３ページ「定性的情報、財務諸表」３．連結業績予想に関する適正情報をご覧下さい。

２．金額の表示単位の変更について 

 　　当社の四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に掲載される科目、その他の事項の金額については、従来、千

円単位で記載しておりましたが、当連結会計年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較

を容易にするため、前四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表についても百万円単位に組替え表示しておりま

す。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期におけるわが国経済は、原油、素材価格の動向などの懸念要因はあるものの、企業収益の好調持続など

から緩やかな景気拡大基調にあります。また、当社グループ製品の主要市場であるＬＣＤ（液晶）業界は、パネル価格

の下げ止まりから４～６月期の企業業績に改善が見られ、投資案件も活発化してきております。しかしながら実際の投

資決定には依然として慎重な姿勢を崩しておりません。

  このような状況の中、装置では「露光装置」及び「高さ計測」の拡販を、市場では安定的な投資が続いている国内及

び今後益々増加する中国市場を中心に営業活動を行っておりますが、海外ＬＣＤメーカーから、より大型基板サイズへ

の投資切替のため既受注品のキャンセルがあった影響もあり受注高は12億４百万円（対前年比△41.8％）、受注残高は

37億3千5百万円となりました。

  連結売上高は20億5千4百万円（対前年比△54.1％）と減収となりました。

  利益面に関しては、コストダウン活動を推進しておりますが、減収の影響が大きく、連結営業損失は1億2千7百万円

（前年同期は5億3千4百万円の利益）、連結経常損失は1億3千8百万円（前年同期は5億3千2百万円の利益）、連結純損

失は8千4百万円（前年同期は3億2千3百万円の利益）と減益となりました。

  事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。

　検査関連装置事業は、開発費の絞込みなどコストダウン活動を積極的に行っておりますが、減収の影響は大きく、売

上高は12億4千万円（対前年同期比△72.2％）、営業損失は2億2千9百万円（前年同期は6億5千4百万円の利益）となり

ました。

　液晶基板製造装置（露光装置）事業は、カラーフィルター向け装置及び部品等の販売により、売上高は8億1千3百万

円（前年同期は1百万円）、営業利益は9千7百万円（前年同期は1億1千9百万円の損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期末における、流動資産は前連結会計年度末に比し3億4千7百万円減少し111億8千2百万円となりました。

主に「現金及び預金」が2億6千7百万円減少したことに拠ります。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比し3億3千6百万円減少して120億1千9百万円となりました。

　流動負債は前連結会計年度末に比し2億9千1百万円減少し、60億5千2百万円となりました。主に「短期借入金」が5億

円増加する一方、「支払手形及び買掛金」が2億8百万円、「未払金」が2億2千万円、「未払法人税等」が2億4千8百万

円それぞれ減少したことに拠ります。

　この結果、負債は前連結会計年度末に比し2億8千3百万円減少して63億8千6百万円となりました。

　純資産は前連結会計年度末に比し5千3百万円減少し、56億3千2百万円となりました。主に、当期純損失8千7百万円及

び配当の支払5千7百万円による減少の一方、新株の発行による資本金、資本準備金の増加5千5百万円増加したことに拠

ります。 

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比し、3億4千7百万円

減少し、8億2千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　営業活動の結果使用した資金は5億6千万円（前連結会計年度は5億7千4百万円の使用）となりました。資金の取得は

主にたな卸資産の減少2億8百万円であります。資金の使用は主に仕入債務の減少により2億2千1百万円、法人税等の支

払2億5千3百万円、税金等調整前四半期純損失1億2千万円に拠ります。

　投資活動の結果使用した資金は3億7百万円（前連結会計年度は2億3千9百万円の使用）となりました。主に無形固定

資産の取得1億9千9百万円に拠ります。

　財務活動の結果取得した資金は4億9千8百万円（前連結会計年度は8千5百万円の使用）となりました。主に短期借入

金の増額による5億円の取得及びストックオプション行使に伴う新株発行により5千5百万円の取得の一方、配当金の支

払い5千7百万円による資金の使用に拠ります。  

３．業績予想に関する定性的情報

  当期の業績予想に関しましては、第１四半期は予定を若干下回って推移しておりますが、第２四半期以降の売上製

品については利益率が改善する見込みであり、また、研究開発テーマの絞込みによる開発費の削減等のコストダウン

活動を引き続き行ってまいります。

　現時点においては中間期、通期とも当初予定に変更はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

 
前第１四半期
連結会計期間末

（平成18年６月30日現在）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成19年６月30日現在）
増減

前連結会計年度
要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日現在）

科目
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ．流動資産          

１．現金及び預金 ※２ 1,755  903  △851 △48.5 1,170  

２．受取手形及び売
掛金

※３ 8,892  8,547  △345 △3.9 8,486  

３．たな卸資産  1,181  1,215  34 2.9 1,422  

４．前渡金  700  －  △700 △100.0 －  

５．繰延税金資産  459  391  △68 △14.8 353  

６．その他  148  126  △22 △15.0 98  

貸倒引当金  △4  △1  3 △73.4 △1  

流動資産合計  13,132 95.8 11,182 93.0 △1,949 △14.8 11,529 93.3

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※１ 353 2.6 373 3.1 19 5.5 357 2.9

２．無形固定資産  18 0.1 184 1.5 165 871.0 191 1.6

３．投資その他資産  196 1.5 284 2.4 88 44.8 283 2.2

貸倒引当金  －  △6 △0.0 △6 － △6  

固定資産合計  569 4.2 836 7.0 267 46.9 826 6.7

資産合計  13,702 100.0 12,019 100.0 △1,682 △12.3 12,355 100.0

          

株式会社ブイ・テクノロジー （7717）平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概要

－ 4 －



 
前第１四半期
連結会計期間末

（平成18年６月30日現在）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成19年６月30日現在）
増減

前連結会計年度
要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日現在）

科目
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ．流動負債          

１．支払手形及び買
掛金

 4,919  2,519  △2,400 △48.8 2,727  

２．短期借入金 ※２ 2,130  3,000  870 40.8 2,500  

３．１年内返済予定
の長期借入金

※２ 50  50  ― ― 50  

４．未払金  286  177  △108 △37.9 398  

５．未払法人税等  384  27  △356 △92.9 276  

６．賞与引当金  57  46  △10 △18.6 100  

７．製品保証引当金  141  90  △51 △36.1 112  

８．その他  121  140  19 16.1 177  

流動負債合計  8,090 59.0 6,052 50.4 △2,038 △25.2 6,343 51.3

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金  50  300  250 500.0 300  

２．繰延税金負債  0  －  △0 △25.0 －  

３．退職給付引当金  26  34  7 30.2 26  

固定負債合計  76 0.6 334 2.8 257 335.7 326 2.7

負債合計  8,167 59.6 6,386 53.2 △1,780 △21.8 6,669 54.0

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  2,139 15.6 2,218 18.5 79 3.7 2,190 17.7

２．資本剰余金  1,795 13.1 1,874 15.6 79 4.4 1,846 15.0

３．利益剰余金  1,562 11.4 1,454 12.1 △107 △6.9 1,596 12.9

４．自己株式  △1 △0.0 △2 △0.0 △0 38.9 △2 △0.0

株主資本合計  5,495 40.1 5,545 46.2 50 0.9 5,632 45.6

Ⅱ．評価・換算差額等          

１．その他有価証券
評価差額金

 0 0.0 0 0.0 0 19.4 0 0.0

２．為替換算調整勘
定

 38 0.3 86 0.7 47 122.0 53 0.4

評価・換算差額等
合計

 39 0.3 87 0.7 47 119.8 54 0.4

純資産合計  5,535 40.4 5,632 46.9 97 1.8 5,686 46.0

負債純資産合計  13,702 100.0 12,019 100.0 △1,682 △12.3 12,355 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

 

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

増減

前連結会計年度の
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

科目
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ．売上高  4,471 100.0 2,054 100.0 △2,417 △54.1 12,717 100.0

Ⅱ．売上原価  3,311 74.1 1,804 87.9 △1,506 △45.5 9,919 78.0

売上総利益  1,160 25.9 249 12.1 △911 △78.5 2,798 22.0

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

※１ 625 14.0 377 18.4 △248 △39.7 1,796 14.1

営業利益及び営業
損失（△）

 534 12.0 △127 △6.2 △662 △123.9 1,001 7.9

Ⅳ．営業外収益          

１．受取利息  3  4  1 37.2 15  

２．材料棄損引当戻入  －  －  － － 24  

３．その他  0  7  7 733.4 4  

営業外収益計  4 0.1 11 0.6 8 190.3 44 0.3

Ⅴ．営業外費用          

１．支払利息  5  9  4  26  

２．為替差損  0  －  △0  22  

３．仕掛品除却損  －  12  12  －  

４．製品除却損  －  －  －  15  

５．材料廃棄損  －  －  －  22  

６．その他  －  0  0  9  

営業外費用計  5 0.1 22 1.1 16 277.2 97 0.7

経常利益又は経常
損失（△）

 532 11.9 △138 △6.8 △671 △126.0 948 7.5

Ⅵ．特別利益          

１．貸倒引当金戻入益  －  0  0  0  

２．製品保証引当金戻
入益

 －  17  17  －  

特別利益計  － － 18 0.9 18 － 0 0.0

Ⅶ．特別損失          

１．固定資産売却損 ※２ －  －  －  0  

２．固定資産除却損 ※３ －  －  －  6  

特別損失計  － － － － － － 6 0.1

税金等調整前四半
期（当期）純利益
又は税金等調整前
四半期（当期）純
損失(△）

 532 11.9 △120 △5.9 △652 △122.6 941 7.4

法人税、住民税及
び事業税

 173 3.9 0 0.0 △172 △99.5 386 3.0

法人税等調整額  35 0.8 △36 △1.8 △72 △203.9 140 1.1

四半期（当期）純
利益又は四半期
（当期）純損失
（△）

 323 7.2 △84 △4.1 △408 △126.1 415 3.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６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18年４月１日　残高
（百万円）

2,122 1,778 1,352 △1 5,252

第１四半期連結会計期間中の変動
額

新株の発行 16 16   33

剰余金の配当   △113  △113

四半期純利益   323  323

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

16 16 210  243

平成18年６月30日　残高
（百万円）

2,139 1,795 1,562 △1 5,495

評価・換算差額等

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18年４月１日　残高
（百万円）

2 35 37 5,290

第1四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行    33

剰余金の配当    △113

四半期純利益    323

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△1 3 1 1

第1四半期連結会計期間中の変動額
合計（百万円）

△1 3 1 245

平成18年６月30日　残高
（百万円）

0 38 39 5,535

株式会社ブイ・テクノロジー （7717）平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概要

－ 7 －



当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６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19年３月31日残高（百万円） 2,190 1,846 1,596 △2 5,632

第１四半期連結会計期間中の変動額      

新株の発行 27 27   55

剰余金の配当（注）   △57  △57

第１四半期純損失   △84  △84

自己株式の取得      

株主資本以外の項目の第１四半期連結会
計期間中の変動額（純額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

27 27 △142  △86

平成19年６月30日残高（百万円） 2,218 1,874 1,454 △2 5,545

 

評価・換算差額等

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19年３月31日残高（百万円） 0 53 54 5,686

第１四半期連結会計期間中の変動額     

新株の発行    55

剰余金の配当（注）    △57

第１四半期純損失    △84

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の第１四半期連結会
計期間中の変動額（純額）

0 32 32 32

第１四半期連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

0 32 32 △54

平成19年６月30日残高（百万円） 0 86 87 5,632

　（注）１．剰余金の配当は、平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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18年３月31日残高（百万円） 2,122 1,778 1,352 △1 5,252

連結会計期年度の変動額      

新株の発行 68 68   136

剰余金の配当（注）   △171  △171

当期純利益   415  415

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の第１四半期連結会
計年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（百万円） 68 68 244 △0 379

平成19年３月31日残高（百万円） 2,190 1,846 1,596 △2 5,632

 

評価・換算差額等

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18年３月31日残高（百万円） 2 35 37 5,290

連結会計期年度の変動額     

新株の発行    136

剰余金の配当（注）    △171

当期純利益    415

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の連結会計期年度の
変動額（純額）

△1 18 16 16

連結会計期年度中の変動額合計（百万円） △1 18 16 396

平成19年３月31日残高（百万円） 0 53 54 5,686

　（注）１．剰余金の配当は、平成18年９月期の中間配当金57百万円が含まれております。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前四半期（当期）純利益又は税
金等調整前四半期（当期）純損失(△）

 532 △120 941

減価償却費  20 28 122

貸倒引当金の増減額（減少△）  2 △0 △0

賞与引当金の増減額（減少△）  △31 △53 12

製品保証引当金の増減額（減少△）  6 △22 △22

退職給付引当金の増加額  9 7 8

受取利息及び配当金  △3 △4 △15

為替差損（△差益）  3 △1 △0

支払利息・手形売却損  5 9 26

有形固定資産売却損  － － 0

有形固定資産除却損  － － 5

無形固定資産除却損  － － 1

売上債権の増減額（増加△）  △352 △46 62

たな卸資産の減少額  304 208 65

その他流動資産の増減額（増加△）  △654 △35 101

仕入債務の増減額（減少△）  1,286 △221 △911

その他流動負債の減少額  △35 △51 △26

その他固定資産の減少額  1 0 2

小計  1,096 △303 374

利息及び配当金の受取額  2 5 14

利息の支払額  △4 △9 △26

法人税等の支払額  △598 △253 △937

営業活動によるキャッシュ・フロー  495 △560 △574

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金預け入れによる支出  － △79 －

投資有価証券の取得による支出  △0 △0 △81

有形固定資産の取得による支出  △38 △30 △144

有形固定資産の売却による収入  － － 0

無形固定資産の取得による支出  △4 △199 △9

無形固定資産の売却による収入  － － 0

短期貸付による支出  △2 △21 △287

短期貸付金の回収による収入  － 23 245

長期貸付金の回収による収入  － 0 38

投資活動によるキャッシュ・フロー  △44 △307 △239
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前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  4,930 9,600 28,930

短期借入の返済による支出  △5,600 △9,100 △29,230

長期借入による収入  － － 300

長期借入金の返済による支出  － － △50

株式の発行による収入  33 55 136

自己株式の取得による支出  － － △0

配当金支払による支出  △113 △57 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー  △750 498 △85

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △3 23 12

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少額△）  △302 △346 △887

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,058 1,170 2,058

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期（期末）残
高

※１ 1,755 823 1,170
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社の数　３社

　すべての子会社を連結しており

ます。

 (1）　　　　　同左 (1）　　　　　同左

 

 連結子会社の名称

V Technology Korea Co., 

Ltd.

V-TEC Co., Ltd.

㈱ブイ・イメージング・テク

ノロジー

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 同左

３．連結子会社の四半期

決算日等に関する事

項

　すべての連結子会社の四半期の末

日は四半期連結決算日と一致してお

ります。

同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しておりま

す。

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

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　四半期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）

───── 

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　四半期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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

イ　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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 ロ　たな卸資産

商品、製品、材料、仕掛品

　当社及び国内連結子会社は材料

は移動平均法による原価法を、そ

れ以外は個別法による原価法を、

在外連結子会社の内、１社は先入

先出法による原価法を、他１社は

移動平均法による原価法を採用し

ております。

ロ　たな卸資産

商品、製品、材料、仕掛品

　当社は材料は月別総平均法によ

る原価法を、それ以外は移動平均

法による原価法を、在外連結子会

社の内、１社は先入先出法による

原価法を、他１社は移動平均法に

よる原価法を採用しております。

ロ　たな卸資産

商品、製品、材料、仕掛品

　当社及び国内連結子会社は材料

は移動平均法による原価法を、そ

れ以外は個別法による原価法を、

在外連結子会社の内、１社は先入

先出法による原価法を、他１社は

移動平均法による原価法を採用し

ております。

  （会計処理の変更）

在外連結子会社１社は、当連結会計

期間より先入先出法から移動平均法

による原価法に変更しております。

これは従来税法基準と会社決算との

２重処理を行っておりましたが、事

務処理の軽減のため親会社基準に準

じた処理方法に変更しております。

この変更に伴う影響は軽微でありま

す。

（会計処理の変更）

当社は、当連結会計期間より移動平

均法による原価法から月別総平均法

による原価法に変更しております。 

これは当連結会計年度より、基幹シ

ステム（生産管理システム）導入に

より、システム処理に準じた処理を

行うために変更しております。 

この変更に伴う影響は軽微でありま

す。　

 （会計処理の変更）

在外連結子会社１社は、当連結会計

年度より先入先出法から移動平均法

による原価法に変更しております。

これは従来税法基準と会社決算との

２重処理を行っておりましたが、事

務処理の軽減のため親会社基準に準

じた処理方法に変更しております。

この変更に伴う影響は軽微でありま

す。　
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は、建

物については定額法（附属設備は

定率法を採用）を、機械装置及び

工具器具備品については定率法を

採用し、在外連結子会社は建物に

ついては定額法を、機械装置、車

両運搬具及び工具器具備品につい

ては定率法を採用しております。

イ　有形固定資産

 同左

イ　有形固定資産

同左

 （主な耐用年数）

建物　　　　　　　　３年～40年

機械装置　　　　　　５年～13年

車両運搬具　　　　　　　　５年

工具器具備品　　　　２年～18年

 ロ　無形固定資産

ソフトウェア

　当社及び国内連結子会社は、製

作委託した市場販売目的のソフト

ウェアについては見込販売数量に

基づく償却額と、見込販売可能期

間（３年）に基づく償却額のいず

れか大きい額を償却する方法を、

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）に基づく定額法を採用してお

ります。

ロ　無形固定資産

 当社及び国内連結子会社は定額法

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）に基づく定額法を採用して

おります。

 また、特許権等については、８年

間で均等償却をしております。

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計

上基準

イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、従

業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額

のうち、当第１四半期連結会計期

間の負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、従

業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額

のうち、当連結会計期間の負担額

を計上しております。

 ハ　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当第１四

半期連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上し

ております。

ハ　退職給付引当金

同左

ハ　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき計上してお

ります。

 ニ　製品保証引当金

　当社は、契約上の保証期間内に

おける当社の瑕疵に基づく支出に

充てるため、無償サービス費の実

績率に基づいて算定した当第１四

半期連結会計期間の製品売上に対

応する金額を計上しております。

ニ　製品保証引当金

同左

ニ　製品保証引当金

　当社は、契約上の保証期間内に

おける当社の瑕疵に基づく支出に

充てるため、無償サービス費の実

績率に基づいて算定した当連結会

計年度の製品売上に対応する金額

を計上しております。

株式会社ブイ・テクノロジー （7717）平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概要

－ 13 －



 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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、四半期連

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、収益及び費用は、

四半期連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額につい

ては、純資産の部における為替換算

調整勘定に含めております。

同左 　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・

負債及び収益・費用は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額については、純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めてお

ります。

(5）重要なリース取引

の処理方法

　当社は、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 同左

(6）その他連結財務諸

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

消費税等の会計処理

同左

５．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 同左
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四半期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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　　当第１四半期連結会計期間より

「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5,535百万円であります。

 なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当第１四半期会計期間におけ

る四半期貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

────── （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5,686百万円であります。

  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。

────── ──────

　

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号　平成18年５月

31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。 　

表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日） 

 （四半期連結貸借対照表）

 「前渡金」は、前第１四半期連結会計

期間は、「その他」の欄に含めて表示

しておりましたが、資産総額の100分の

5を超えた為、区分掲記いたしまし

た。

　なお、前第１四半期連結会計期間に

おける前渡金額は、53百万円でありま

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「ソフトウェア償却費」は、当連結

会計年度において、金額的重要性が乏

しくなったため「減価償却費」に含め

ております。

　なお、当連結会計年度の「減価償却

費」に含まれている「ソフトウェア償

却費」は5百万円であります。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日現在）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

256百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

328百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

311百万円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

 ※２．　　　　───── ※２．　　　　─────

現金及び預金 51百万円

上記に対する債務

短期借入金 600百万円

※３．　　　　　───── ※３．当第１四半期連結会計期間末日満期手形

　当第１四半期連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、当第１四半期連結

会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。当第１四半期連結会計期間末

日満期手形の金額は次のとおりであります。

 ※３．当連結会計期間末日満期手形

 当連結会計年度末日満期手形の会計処理に

ついては、当連結会計年度の末日が金融機

関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当連結会

計年度末日満期手形の金額は次のとおりで

あります。

受取手形 1百万円 

支払手形 282百万円 

受取手形 9百万円 

支払手形 234百万円 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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。

※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。

発送費 102 百万円

賞与引当金繰入額 17 百万円

製品保証引当金繰入額 30 百万円

貸倒引当金繰入額 2 百万円

研究開発費 190 百万円

発送費 40 百万円

従業員給料手当 59 百万円

賞与引当金繰入額 9 百万円

退職給付引当金繰入額 6 百万円

研究開発費 101 百万円

発送費 249 百万円

賞与引当金繰入額 58 百万円

製品保証引当金繰入額 112 百万円

従業員給料手当 235 百万円

研究開発費 503 百万円

退職給付引当金繰入額 9 百万円

貸倒引当金繰入額 6 百万円

 ※２．　　　　──────  ※２．　　　　────── ※２．固定資産売却損は次のとおりであります。

工具器具備品 0 百万円

計 0 百万円

 ※３．　　　　────── ※３．　　　　────── ※３．固定資産除却損は次のとおりであります。

機械装置 0 百万円

工具器具備品 4 百万円

ソフトウェア 1 百万円

計 6 百万円
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（第１四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６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

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（注） 46,167.8 409.0 － 46,576.8

合計 46,167.8 409.0 － 46,576.8

自己株式     

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4

　（注）普通株式の発行済株式総数の増加数409株は、ストックオプション行使による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当第１四半期
連結会計期間
末残高
（百万円）

前連結会計年
度末

当第１四半期
連結会計期間
増加

当第１四半期
連結会計期間
減少

当第１四半期
連結会計期間
末

提出会社

（親会社）

平成12年新株引受権（注２） 普通株式 374 － 374 － －

平成14年新株予約権（注３） 普通株式 16 － 16 － －

平成15年新株予約権（注３） 普通株式 305 － － 305 －

平成16年新株予約権（注３） 普通株式 327 － 35 292 －

平成17年新株予約権（注４） 普通株式 1,423 － 7 1,416 －

合計 － 2,445 － 432 2,013 －

　（注）１．上表の新株引受権及び新株予約権は全てストック・オプションによるものであります。

２．平成12年の新株予約権の減少のうち、358株は新株予約権の行使によるものであり、16株は権利行使期間満了

による失効によるものであります。 

３．平成14年から平成16年の新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

４．平成17年度の新株予約権は権利行使日の到来しておりません。また、減少数は失効（退職による）によるも

のであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 57 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当第１四半期連結会計期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間末後とな

るもの

　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 45,400.8 767.0 － 46,167.8

合計 45,800.8 767.0 － 46,167.8

自己株式     

普通株式（注）２ 5.0 0.4 － 5.4

合計 5.0 0.4 － 5.4

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加数767株は、ストックオプション行使による増加であります。

２．普通株式の自己株式の増加数0.4株は、端株の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当第１四半期
連結会計期間
末残高
（百万円）

前連結会計年
度末

当第１四半期
連結会計期間
増加

当第１四半期
連結会計期間
減少

当第１四半期
連結会計期間
末

提出会社

（親会社）

平成12年新株引受権（注２） 普通株式 499 － 125 374 －

平成14年新株予約権（注２） 普通株式 293 － 277 16 －

平成15年新株予約権（注２） 普通株式 334 － 29 305 －

平成16年新株予約権（注２） 普通株式 663 － 336 327 －

平成17年新株予約権（注３） 普通株式 1,432 － 9 1,423 －

合計 － 3,221 － 776 2,445 －

　（注）１．上表の新株引受権及び新株予約権は全てストック・オプションによるものであります。

２．平成12年から平成16年の新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．平成17年度の新株予約権は権利行使日の到来しておりません。また、減少数は失効（退職による）によるも

のであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 113 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月７日

取締役会
普通株式 57 1,250 平成18年９月30日 平成18年12月11日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

取締役会
普通株式 57 利益剰余金 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,755 百万円

現金及び現金同等物 1,755 百万円

現金及び預金勘定 903 百万円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△79 百万円

現金及び現金同等物 823 百万円

現金及び預金勘定 1,170 百万円

現金及び現金同等物 1,170 百万円

（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

第１四
半期末
残高相
当額
(百万円)

有形固定資
産

   

(車両運搬
具)

19 7 12

(工具器具
備品)

7 4 2

無形固定資
産

   

(ソフト
ウェア)

12 12 0

合計 39 24 15

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

第１四
半期末
残高相
当額
(百万円)

有形固定資
産

   

(車両運搬
具)

25 5 20

(工具器具
備品)

13 2 11

無形固定資
産

   

(ソフト
ウェア)

8 0 7

合計 47 8 39

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

有形固定資
産

   

(車両運搬
具)

19 11 7

(工具器具
備品)

17 5 12

無形固定資
産

   

(ソフト
ウェア)

20 12 7

合計 57 29 27

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第１

四半期末残高が有形固定資産の第１四半

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注）　従来、一部の取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりましたが、

当第１四半期よりすべてのリース物件に

ついてその割合が増したため、支払利子

抜き法により算定しております。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

（注）　従来、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しておりましたが、当連

結会計年度より一部のリース物件につい

てその割合が増したため、一部支払利子

抜き法により算定しております。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額

等

未経過リース料第１四半期末残高相当額

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額

等

未経過リース料第１四半期末残高相当額

　　　　　

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 6 百万円

１年超 8 百万円 

計 15 百万円

１年内 12 百万円

１年超 29 百万円

計 41 百万円

１年内 8 百万円

１年超 19 百万円

計 27 百万円

（注）未経過リース料第１四半期末残高相当額

は、未経過リース料第１四半期末残高が

有形固定資産の第１四半期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

（注）従来、一部の未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おりましたが、当第１四半期よりすべて

のリース物件についてその割合が増した

ため、支払利子抜き法により算定してお

ります。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

（注）従来、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりまし

たが、当連結会計年度より一部のリース

物件についてその割合が増したため、一

部支払利子抜き法により算定しておりま

す。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 2 百万円

減価償却費相当額 2 百万円

支払リース料 2 百万円 

減価償却費相当額 2 百万円

支払利息相当額 0 百万円

支払リース料 8 百万円

減価償却費相当額 8 百万円

支払利息相当額 0 百万円

(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

(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。　

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
第１四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 7 9 1

 　 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 　　　　該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
第１四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 9 10 1

 　 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 第１四半期連結貸借対照表計上額（百万円）

その他の有価証券  

非上場株式 80

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 8 9 0

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他の有価証券  

非上場株式 80

（デリバティブ取引関係）

　　　前第１四半期連結会計期間、当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。

（ストック・オプション等）

　　　前第１四半期連結会計期間、当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。
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(6）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

 検査関連装置
液晶基板製造　

（露光）装置
計  消去又は全社 連結 

 売上高(百万円） 4,469 1 4,471 ― 4,471

 営業費用(百万円） 3,815 121 3,936 ― 3,936

 営業利益(損失△）　

（百万円）
654 △119 534 ― 534

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 検査関連装置
液晶基板製造
（露光）装置

計  消去又は全社  連結

売上高（百万円） 1,240 813 2,054 ― 2,054

営業費用（百万円） 1,469 716 2,185 △3 2,182

営業利益(損失△）

(百万円）
△229 97 △132 3 △127

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 検査関連装置
液晶基板製造

（露光）装置
計 消去又は全社 連結

 売上高（百万円） 11,014 1,703 12,717 ― 12,717

 営業費用（百万円） 9,859 1,856 11,715 ― 11,715

 営業利益(損失△）　

（百万円）
1,155 △153 1,001 ― 1,001

 　（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

事業区分 主要製品

 検査関連装置  LCD欠陥修正装置、LCD欠陥検査装置、LCD座標測定装置

 液晶基板製造（露光）装置  露光装置
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②　所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,089 382 4,471 － 4,471

(2）セグメント間の内部売上高 265 138 404 (404) －

計 4,354 521 4,876 (404) 4,471

営業費用 3,937 405 4,342 (405) 3,936

営業利益 416 116 533 1 534

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,928 125 2,054 － 2,054

(2）セグメント間の内部売上高 800 39 839 (839) －

計 2,728 164 2,893 (839) 2,054

営業費用 2,831 181 3,012 (830) 2,182

営業損失 △102 △17 △119 △8 △127

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 12,007 710 12,717 － 12,717

(2）セグメント間の内部売上高 1,702 301 2,003 (2,003) －

計 13,709 1,011 14,721 (2,003) 12,717

営業費用 12,793 933 13,726 (2,010) 11,715

営業利益 916 78 995 6 1,001

　（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．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……韓国、台湾

        ３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、当社での管理部門に係る費用であります。
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③　海外売上高

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,179 3,179

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 4,471

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 71.1 71.1

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,016 1,016

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 2,054

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 49.5 49.5

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,203 6,203

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 12,717

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 48.8 48.8

　（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．各区分に属する地域の内訳は次の通りであります。

アジア……台湾、韓国、中国

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。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 121,369円19銭

１株当たり四半期純利

益金額
7,113円64銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
6,786円27銭

１株当たり純資産額 120,950円71銭

１株当たり四半期純損

失金額
1,818円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額については、旧商法第280条ノ20

及び第280条ノ21に基づく新株予約権（ス

トックオプション）の付与がなされており

ますが、１株当り四半期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 123,179円93銭

１株当たり当期純利益

金額
9,043円14銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
8,754円67銭

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下の通りであります。

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益（百万円） 323 △84 415

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式にかかる四半期（当期）純利益

（百万円）
323 △84 415

期中平均株式数（株） 45,481.4 46,454.5 45,918.3

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額
   

四半期（当期）純利益調整額（百万円）    

普通株式増加数（株） 2,194 276 1,513

（うち新株予約権） (2,194) (276) (1,513)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

平成17年６月28日定時株主総

会決議のストックオプション

（新株予約権） 

 　普通株式　428株

平成17年６月28日定時株主総

会決議のストックオプション

（新株予約権）

普通株式　　412株

平成17年６月28日定時株主総

会決議のストックオプション

（新株予約権）

普通株式　419株

（重要な後発事象）

　前第１四半期連結会計期間、当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　生産実績を機種別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

検査関連装置事業（百万円） 694 8,792

液晶基板製造（露光）装置事業   

(百万円）
573 1,796

合計（百万円） 1,268 10,589

　（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

　受注状況を機種別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

受注高

(百万円）

受注残高

（百万円）

受注高

（百万円）

受注残高

（百万円）

検査関連装置事業 1,190 2,319 6,570 2,372

液晶基板製造（露光）装置事業 13 1,416 930 2,213

合計 1,204 3,735 7,501 4,585

　（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

　販売実績を機種別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

検査関連装置事業（百万円） 1,240 11,014

液晶基板製造（露光）装置事業  　

（百万円）
813 1,703

合計（百万円） 2,054 12,717

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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７．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

 
前第１四半期
会計期間末

（平成18年６月30日現在）

当第１四半期
会計期間末

（平成19年６月30日現在）
増減

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月31日現在）

科目
注記
番号

金額
(百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ．流動資産          

１．現金及び預金 ※２ 933  431  △502 △53.8 592  

２．受取手形 ※３ 418  979  560 133.9 358  

３．売掛金  8,457  7,620  △837 △9.9 8,141  

４．材料  357  654  297 83.3 626  

５．仕掛品  509  310  △198 △39.0 504  

６．前渡金  700  3  △696 △99.5 －  

７．繰延税金資産  431  346  △84 △19.6 286  

８．その他  540  86  △453 △83.9 416  

流動資産合計  12,347 92.5 10,433 89.2 △1,914 △15.5 10,925 89.6

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※１ 228 1.7 247 2.1 18 8.1 237 1.9

２．無形固定資産          

  (1）特許権等  －  168  168 － 175  

 （2）その他　  16  14  △2 △15.7 15  

無形固定資産　合
計

 16 0.1 183 1.6 166 979.4 190 1.6

３．投資その他の資産          

(1）関係会社株式  572  572  － － 572  

(2）その他  182  270  88 48.2 270  

貸倒引当金  －  △6  △6 － △6  

投資その他の資産
合計

 755 5.7 837 7.2 81 10.8 836 6.9

固定資産合計  1,000 7.5 1,267 10.8 266 26.6 1,264 10.4

資産合計  13,348 100.0 11,700 100.0 △1,647 △12.3 12,190 100.0
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前第１四半期
会計期間末

（平成18年６月30日現在）

当第１四半期
会計期間末

（平成19年６月30日現在）
増減

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月31日現在）

科目
注記
番号

金額
(百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ．流動負債          

１．支払手形  2,669  1,171  △1,498 △56.1 1,354  

２．買掛金  2,235  1,103  △1,131 △50.6 1,225  

３．短期借入金 ※２ 2,130  3,000  870 40.9 2,500  

４．１年内返済予定の
長期借入金

 50  50  － － 50  

５．未払金  390  209  △181 △46.5 418  

６．未払法人税等  319  20  △299 △93.7 275  

７．賞与引当金  51  42  △9 △17.8 90  

８．製品保証引当金  141  90  △51 △36.1 112  

９．その他  88  87  △0 △0.8 132  

流動負債合計  8,076 60.5 5,774 49.3 △2,302 △28.5 6,158 50.5

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金  50  300  250 500.0 300  

２．繰延税金負債  0  0  △0 △25.0 －  

３．退職給付引当金  16  20  4 24.4 19  

固定負債合計  67 0.5 321 2.7 253 378.1 319 2.6

負債合計  8,143 61.0 6,095 52.1 △2,048 △25.2 6,478 53.1

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  2,139 16.0 2,218 19.0 79 3.7 2,190 18.0

２．資本剰余金          

(1）資本準備金  1,795  1,874    1,846  

資本剰余金合計  1,795 13.5 1,874 16.0 79 4.4 1,846 15.2

３．利益剰余金          

(1）その他利益剰余
金

         

別途積立金  300 2.2 300 2.6 － － 300  

繰越利益剰余金  970 7.3 1,212 10.4 242 25.0 1,375  

利益剰余金合計  1,270 9.5 1,512 13.0 242 19.1 1,675 13.7

４．自己株式  △1 △0.0 △2 △0.0 △0 38.9 △2 △0.0

株主資本合計  5,204 39.0 5,604 48.0 400 7.7 5,711 46.9

Ⅱ．評価・換算差額等          

１．その他有価証券評
価差額金

 0 0.0 0 0.0 0 19.4 0 0.0

評価・換算差額等合
計

 0 0.0 0 0.0 0 19.4 0 0.0

純資産合計  5,205 39.0 5,605 47.9 400 7.7 5,711 46.9

負債純資産合計  13,348 100.0 11,700 100.0 △1,647 △12.3 12,190 100.0
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(2）四半期損益計算書

 
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

増減

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

科目
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ．売上高  4,352 100.0 2,000 100.0 △2,352 △54.0 12,452 100.0

Ⅱ．売上原価  3,218 73.9 1,825 91.2 △1,393 △43.3 9,306 74.7

売上総利益  1,134 26.1 175 8.8 △958 △84.6 3,145 25.3

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

 606 13.9 338 16.9 △268 △44.2 1,737 14.0

営業利益及び営業
損失（△）

 527 12.1 △162 △8.1 △690 △130.9 1,407 11.3

Ⅳ．営業外収益 ※１ 5 0.1 4 0.2 △1 △19.0 24 0.2

Ⅴ．営業外費用 ※２ 5 0.1 23 1.2 18 348.3 67 0.5

経常利益及び経常
損失（△）

 528 12.1 △181 △9.1 △709 △134.5 1,364 11.0

Ⅵ．特別利益  ※３ － － 17 0.9 17 － － －

Ⅶ．特別損失 ※４ － － － － － － 6 0.1

税引前四半期（当
期）純利益又は税
引前四半期（当
期）純損失（△）

 528 12.1 △164 △8.2 △692 △131.2 1,357 10.9

法人税、住民税及
び事業税

 152 3.5 0 0.0 △151 △99.5 374 3.0

法人税等調整額  35 0.8 △60 △3.0 △95 △272.4 179 1.4

四半期（当期）純
利益又は四半期
（当期）純損失
（△）

 340 7.8 △104 △5.2 △445 △130.8 803 6.5
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６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
資本剰余金
合計

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18年３月31日残高（百万円） 2,122 1,778 1,778 － 1,043 1,043 △1 4,943

第１四半期会計期間中の変動額         

新株の発行 16 16 16     33

剰余金の配当（注）     △113 △113  △113

四半期純利益     340 340  340

別途積立金の積立（注）    300 △300 －  －

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

第１四半期会計期間中の変動額　　
合計（百万円）

16 16 16 300 △72 227  260

平成18年６月30日残高（百万円） 2,139 1,795 1,795 300 970 1,270 △1 5,204

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高（百万円） 2 2 4,945

第１四半期会計期間中の変動額    

新株の発行   33

剰余金の配当（注）   △113

四半期純利益   340

別途積立金の積立（注）   －

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

△1 △1 △1

第１四半期会計期間中の変動額　　
合計（百万円）

△1 △1 259

平成18年６月30日残高（百万円） 0 0 5,205

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６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
資本剰余金
合計

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19年３月31日残高（百万円） 2,190 1,846 1,846 300 1,375 1,675 △2 5,711

第１四半期会計期間中の変動額         

新株の発行 27 27 27     55

剰余金の配当　（注）     △57 △57  △57

四半期純利益     △104 △104  △104

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

第１四半期会計期間中の変動額　　
合計（百万円）

27 27 27  △162 △162  △106

平成19年６月30日残高（百万円） 2,218 1,874 1,874 300 1,212 1,512 △2 5,604

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高（百万円） 0 0 5,711

第１四半期会計期間中の変動額    

新株の発行   55

剰余金の配当   △57

四半期純利益   △104

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

0 0 0

第１四半期会計期間中の変動額　　
合計（百万円）

0 0 △106

平成19年６月30日残高（百万円） 0 0 5,605

 （注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
資本剰余金
合計

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18年３月31日残高（百万円） 2,122 1,778 1,778 － 1,043 1,043 △1 4,943

事業年度中の変動額         

新株の発行 68 68 68     136

剰余金の配当（注）1.2     △171 △171  △171

当期純利益     803 803  803

別途積立金の積立（注）1.2    300 △300 －  －

自己株式の取得       △0 △0

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計（百万円） 68 68 68 300 332 632 △0 767

平成19年３月31日残高（百万円） 2,190 1,846 1,846 300 1,375 1,675 △2 5,711

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高（百万円） 2 2 4,945

事業年度中の変動額    

新株の発行   136

剰余金の配当（注）1.2   △171

当期純利益   803

別途積立金の積立（注）1.2   －

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

△1 △1 △1

事業年度中の変動額合計（百万円） △1 △1 766

平成19年３月31日残高（百万円） 0 0 5,711

　（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

２．剰余金の配当は、平成18年９月期の中間配当金57百万円が含まれております。
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

四半期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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法

（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 ────── 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．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

(1）仕掛品

個別法に基づく原価法

(1）仕掛品

同左

(1）仕掛品

同左

 (2）材料

移動平均法による原価法

(2）材料

月末総平均法による原価法

(2）材料

移動平均法による原価法

３．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

①　建物

　定額法を採用しております。

なお、附属設備は定率法によっ

ております。

(1）有形固定資産

①　建物

同左

(1）有形固定資産

①　建物

同左

 ②　機械装置、工具器具備品

　定率法を採用しております。

②　機械装置、工具器具備品

同左

②　機械装置、工具器具備品

同左

 　なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

 建物　　　　　　　３～18年

機械装置　　　　　５～13年

工具器具備品　　　２～18年

 　なお、期首から保有する資産

については年間減価償却費見積

額の４分の１を、期中取得資産

については所有月数按分額を計

上しております。

同左 ───── 

 (2）無形固定資産

ソフトウェア

製作委託した市場販売目的の

ソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額

と見込販売可能期間（３年）

に基づく定額償却額のいずれ

か大きい額を償却する方法

(2）無形固定資産

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）に基づく定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

同左

 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

  

 ────── 特許権等 

８年間で均等償却をしており

ます。 

特許権等

同左 

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、四半期決

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。

同左 　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。
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等の特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能額を計上する方法によっ

ております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当第１四

半期会計期間の負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負

担額を計上しております。

 (3）製品保証引当金

　契約上の保証期間内における当

社の瑕疵に基づく支出に充てるた

め、無償サービス費の実績率に基

づいて算定した当第１四半期会計

期間の製品売上に対応する金額を

計上しております。

(3）製品保証引当金

同左

(3）製品保証引当金

　契約上の保証期間内における当

社の瑕疵に基づく支出に充てるた

め、無償サービス費の実績率に基

づいて算定した当事業年度の製品

売上に対応する金額を計上してお

ります。

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当第１四半

期会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しており

ます。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、計上してお

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。

同左 同左

７．その他四半期財務諸

表（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

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、金銭的重要性が

乏しいため、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 当第１四半期会計期間より「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5,205百万円であります。

 　なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当第１四半期会計期間におけ

る四半期貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

（材料の評価方法にかかる会計方針の

変更について）

 当第１四半期会計期間より移動平均法

による原価法から月別総平均法による

原価法に変更しております。 

 これは当連結会計年度より、基幹シス

テム（生産管理システム）導入により、

システム処理に準じた処理を行うため

に変更しております。 

 この変更に伴う影響は軽微であります。

　

（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5,711百万円であります。

 　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。

──────  ────── （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会

計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

四半期貸借対照表

　「前渡金」は、前第１四半期会計期

間まで投資その他資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、資産総

額の100分の５を超えた為、区分掲記

しました。

　なお、第１四半期会計期間における

「前渡金」の金額は、53百万円であり

ます。

────── ──────
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間
（平成18年６月30日現在）

当第１四半期会計期間
（平成19年６月30日現在）

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

214百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

262百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

251百万円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次の通りであり

ます。

 ※２．　　　　　───── ※２．　　　　　─────

定期預金 40百万円

外貨通知預金 11百万円

担保付債務

短期借入金 600百万円

※３．　　　　　───── ※３．第１四半期会計期間末日満期手形

　第１四半期会計期間末日満期手形の会計処理

については、第１四半期会計期間の末日が金融

機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。第１四半期会計

期間末日満期手形の金額は、次のとおりであり

ます。

 ※３．期末日満期手形

 期末日満期手形の会計処理については、当期

の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理しております。期

末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 1 百万円 

支払手形 282 百万円 

受取手形 9 百万円 

支払手形 234 百万円 

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息及び配当金 0百万円 子会社業務受託事務手

数料
3百万円

受取利息及び配当金 1百万円

子会社業務受託事務

手数料
15百万円

有償支給価格差異 2百万円

為替差益 3百万円

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息 5百万円 支払利息 9百万円

仕掛品除却損 12百万円

支払利息及び手形売

却損
26百万円

材料廃棄損 22百万円

製品除却損 15百万円

※３．　　　　───── ※３．特別利益のうち重要なもの  ※３．　　　　　─────

製品保証引当金戻入益 17百万円

※４．　　　　───── ※４．　　　　　───── ※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損 6百万円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 14百万円

無形固定資産 1百万円

有形固定資産 15百万円

無形固定資産 7百万円

有形固定資産 69百万円

無形固定資産 30百万円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期事業年度末株式
数（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 5.0 0.4 － 5.4

合計 5.0 0.4 － 5.4

　（注）　普通株式の自己株式の増加数0.4株は、端株の買取によるものです。

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

第１四
半期末
残高相
当額
(百万円)

有形固定資
産

   

(車両運搬
具)

19 7 12

(工具器具
備品)

7 4 2

無形固定資
産

   

(ソフト
ウェア)

12 12 0

合計 39 24 15

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

第１四
半期末
残高相
当額
(百万円)

有形固定資
産

   

(車両運搬
具)

25 5 20

(工具器具
備品)

13 2 11

無形固定資
産

   

(ソフト
ウェア)

8 0 7

合計 47 8 39

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

有形固定資
産

   

(車両運搬
具)

19 11 7

(工具器具
備品)

17 5 12

無形固定資
産

   

(ソフト
ウェア)

20 12 7

合計 57 29 27

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第１

四半期末残高が有形固定資産の第１四半

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注）　従来、一部の取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりましたが、

当第１四半期よりすべてのリース物件に

ついてその割合が増したため、支払利子

抜き法により算定しております。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

（注）従来、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しておりましたが、当事業

年度より一部のリース物件についてその

割合が増したため、一部支払利子抜き法

により算定しております。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）未経過リース料第１四半期期末残高相当

額等

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額

等

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料第１四半期末残高相当額 未経過リース料第１四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 6百万円

１年超 8百万円

合計 15百万円

１年内 12百万円

１年超 29百万円

合計 41百万円

１年内 8百万円

１年超 19百万円

合計 27百万円

（注）未経過リース料第１四半期末残高相当額

は、未経過リース料第１四半期末残高が

有形固定資産の第１四半期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

（注）従来、一部の未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おりましたが、当第１四半期よりすべて

のリース物件についてその割合が増した

ため、支払利子抜き法により算定してお

ります。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

（注）従来、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりまし

たが、当事業年度より一部のリース物件

についてその割合が増したため、一部支

払利子抜き法により算定しておりま

す。

なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

支払利息相当額 0百万円

(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

(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。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前第１四半期、当第１四半期及び前事業年度において、子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 114,128円62銭

１株当たり四半期純利益金

額
　7,494円55銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
　7,149円66銭

１株当たり純資産額 120,363円75銭

１株当たり四半期純損失金

額
2,257円15銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21に基づく新株予約権（ストッ

クオプション）の付与がなされております

が、１株当り四半期純損失が計上されてい

るため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 123,730円27銭

１株当たり当期純利益金額 17,489円87銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
16,931円97銭

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下の通りであります。

 
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益及び純損失（△）

金額
   

四半期（当期）純利益及び純損失(△）（百万

円）
340 △104 803

普通株主に帰属しない金額（百万円）    

普通株式にかかる四半期（当期）純利益及び純

損失（△）　(百万円）
340 △104 803

期中平均株式数（株） 45,481.4 46,454.5 45,918.3

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額及び純損失金額（△）
   

四半期（当期）純利益調整額（百万円）    

普通株式増加数（株） 2,194 276 1,513

（うち新株予約権） (2,194) (276) (1,513)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

平成17年６月28日定時株主総

会決議　ストックオプション

（新株予約権）

 普通株式　428株

平成17年６月28日定時株主総

会決議　ストックオプション

（新株予約権）

普通株式　412株

平成17年６月28日定時株主総

会決議　ストックオプション

（新株予約権）

普通株式　419株

（重要な後発事象）

　前第１四半期、当第１四半期及び前事業年度において該当事項はありません。
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