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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】 

  

 （注）１．当社は中間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．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

４．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、[ ]外数で記載しております。 

回次 第25期中 第26期中 第27期中 第25期 第26期 

会計期間 

自平成15年 
８月１日 
至平成16年 
１月31日 

自平成16年
８月１日 
至平成17年 
１月31日 

自平成17年
８月１日 
至平成18年 
１月31日 

自平成15年
８月１日 
至平成16年 
７月31日 

自平成16年 
８月１日 
至平成17年 
７月31日 

売上高（千円） 1,690,382 1,541,869 1,446,028 3,374,507 3,090,342

 経常利益（千円） 175,070 112,677 89,685 411,881 263,910

 中間（当期）純利益（千円） 107,286 70,808 50,428 251,227 166,043

持分法を適用した場合の投資
利益（千円） 

－ － － － －

資本金（千円） 1,213,787 1,213,787 1,213,787 1,213,787 1,213,787

発行済株式総数（株） 4,890,890 4,890,890 4,890,890 4,890,890 4,890,890

純資産額（千円） 4,790,678 4,957,695 5,037,088 4,982,774 5,046,170

総資産額（千円） 6,991,480 6,939,065 6,911,668 6,997,275 6,830,095

１株当たり純資産額（円） 979.86 1,014.02 1,030.26 1,018.48 1,032.11

１株当たり中間(当期)純利益
（円） 

21.94 14.48 10.31 50.71 33.96

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益（円） 

－ － － － －

１株当たり中間(年間)配当額
（円） 

－ － － 15.00 12.50

自己資本比率（％） 68.5 71.4 72.9 71.2 73.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

254,593 △21,333 △206,625 405,525 168,039

投資活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

△12,894 △24,156 △23,135 △69,410 △47,568

財務活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

△235,066 △145,997 △128,654 △407,729 △168,670

現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高（千円） 

1,240,512 966,934 770,505 1,170,333 1,122,298

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数](人) 

115 
［4］

117
［6］

118
［6］

115 
［6］

122
［5］



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は、嘱託8名を含み、平均臨時雇用者数は、[ ]外数で記載しております。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

  

  平成18年１月31日現在

従業員数（人） 118 [6] 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間のわが国経済は、企業収益の回復に支えられた設備投資意欲の強さと個人消費の堅調さを背景に景気は回復

基調に入り、外国人投資家の日本株投資により株式市場も急回復する状況で推移いたしました。 

 当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましても、デジタル家電関連企業の在庫調整が一巡し設備投資も回復基調に向

かいました。 

 こうした環境の中、これまで研究開発に注力してまいりました半導体の高集積化に大きく期待される三次元実装向けに絶縁

膜形成用ＣＶＤ装置の受注が好調となりました。一方、装置の大型化に伴い商談から出荷までの期間が長期化し売上計上が一

部下半期にずれ込みました。また、当社の販売の中心分野であるＬＥＤ(Ｌight Ｅmitting Ｄiode＝発光ダイオード）やＬＤ

（Ｌaser Ｄiode＝半導体レーザー）などの照明用途と光源用途を柱とするオプトエレクトロニクス分野向けの販売は前年同期

並でしたが、各種センサー用途やマイクロマシン用途を中心とする電子部品分野向けの販売は在庫調整の影響も受け減少いた

しました。海外向けでは、販売台数は前年同期の12台を上回る17台の出荷があったものの台湾向け青色LED製造用途の大型装置

を除き中小型装置主体となり、海外売上高比率は前年同期の19.5％から14.2％へと低下いたしました。製品開発では、微細

化・高精度化が進展するマイクロマシン分野や電子部品分野向けに、独ロバート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)

導入で開発しましたシリコンディープエッチング(深掘)装置の高速性能化を図りましたが、新製品開発の遅れにより本格的な

販売展開は下半期以降となりました。また、前期に引続き三次元実装用の専用機の開発、ＬＥＤやＬＤ用途向け次世代ＭＯＣ

ＶＤ(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)装置の開発など成長分野に的を絞った積極的な研究開発活動を推進いたしま

した。一方、重要商談については、個々のプロセス開発にも積極的に取組みました。既存装置については、仕様の見直し、設

計の標準化による製造原価のコスト削減に注力いたしました。 

 以上のような活動をしてまいりましたが、当中間会計期間の売上高は1,446,028千円（前年同期比6.2％減）となりました。

経常利益は89,685千円（前年同期比20.4％減)、中間純利益は50,428千円（前年同期比28.8％減）となりました。 

なお、主な品目別の売上高は次のとおりであります。 

（ＣＶＤ装置） 

 三次元実装用や各種センサー用の絶縁膜形成用途で大型ＣＶＤ装置の受注が獲得できましたが、販売台数は前年同期並みの

11台で上半期の売上高は407,681千円(前年同期比1.3％減)と微減となりました。下半期は、引続き三次元実装用途向けの出荷

が期待されます。 

（エッチング装置） 

 オプトエレクトロニクス分野でＬＥＤ用途向けに需要が一部回復、生産用途では海外向けに半導体回路の欠陥解析用で引続

き受注が獲得できましたが、電子部品向けの需要が減少いたしました。その結果、上半期の売上高は663,705千円（前年同期比

8.1％減)となりました。 

（洗浄装置） 

 青色ＬＥＤ実装前のクリーニング用途を中心に表示デバイスの表面処理用途等で幅広い需要がありましたが、価格競争の影

響から販売は伸び悩み、上半期の売上高は178,466千円(前年同期比12.5％減)となりました。 

（その他装置） 

 当中間会計期間の売上はありません。 

（その他） 

 既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が比較的安定的に推移し、売上高は196,175千円（前年同期比3.4％減）となり

ました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税引前中間純利益が89,685千円（前年同期比20.4％

減）となり、仕入債務が126,700千円増加したものの、売上債権が332,303千円、たな卸資産が101,402千円増加し、借入金の返

済67,540千円(うち短期借入金純増加額249千円、長期借入金減少額67,790千円)などにより、資金残高は前期末に比べ351,792

千円減少し、当中間会計期間末には770,505千円（前年同期比20.3％減）となりました。また、当中間会計期間における各

キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は206,625千円（前年同期に使用した資金21,333千円）となりました。これは主に税引前中間純

利益の89,685千円(前年同期比20.4％減)と仕入債務の増加126,700千円がプラスに寄与した一方、売上債権が332,303千円、た

な卸資産が101,402千円増加したことによるものであります。 



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は23,135千円（前年同期比4.2％減）となりました。その主な内容は定期預金の払戻による収入

976,179千円に対して預入による支出が989,717千円、有形固定資産の取得による支出が8,114千円であったことによるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は128,654千円（前年同期比11.9％減）となりました。これは、短期借入金の純増加額249千円

に対して、長期借入金の返済による支出67,790千円と配当金の支払61,114千円によるものであります。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売金額によっております。 

２．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

品目別 
当中間会計期間

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前年同期比（％） 

ＣＶＤ装置（千円） 549,986 117.7 

エッチング装置（千円） 698,288 86.3 

洗浄装置（千円） 201,268 87.2 

その他装置（千円） － － 

その他（千円） 227,135 94.7 

合計（千円） 1,676,679 96.0 



(2）受注実績 

 当中間会計期間の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売金額によっております。 

２．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

２．前中間会計期間及び当中間会計期間の輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。 

  

品目別 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ＣＶＤ装置 475,011 101.8 396,930 143.2 

エッチング装置 676,360 73.7 414,715 66.7 

洗浄装置 154,323 65.0 56,356 63.6 

その他装置 － － － － 

その他 210,799 111.9 38,274 93.2 

合計 1,516,494 83.8 906,276 88.1 

品目別 
当中間会計期間

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前年同期比（％） 

ＣＶＤ装置（千円） 407,681 98.7 

エッチング装置（千円） 663,705 91.9 

洗浄装置（千円） 178,466 87.5 

その他装置（千円） － － 

その他（千円） 196,175 96.6 

合計（千円） 1,446,028 93.8 

前中間会計期間
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

輸出販売高（千円） 輸出割合（％） 輸出販売高（千円） 輸出割合（％） 

300,898 19.5 205,965 14.2 



３．主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営理念とし、技術革新の著しい半導体等電子部品業界の基礎研究

から応用研究まで取組んでおります。 

 基本的に基礎研究及び応用研究は、本社の研究開発センターで行っているほか、米国のオプトフィルムス研究所、英国のサム

コケンブリッジ・ラボラトリーおよび国内の大学や産学連携による共同研究でも行っております。 

 当中間会計期間における研究開発活動の成果は次のとおりであります。 

(1）ＣＶＤ装置関係 

 汎用ＣＶＤ装置は均一性の改善、ストレス分布の制御性の改善等装置のブラッシュアップを図りました。厚膜形成用装置で

は三次元実装用途向け装置の完成度を高めました。今後は標準仕様化による価格競争力の強化を図ります。 

  

(2）エッチング装置関係 

 独ロバート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)導入で微細加工に欠かせないシリコンの高速ディープエッチング装

置は、スタンダード型とハイレート型の２機種の装置を開発中です。スタンダード型は、各種のプロセス開発を実施し良好な

結果を得られました。また、ハイレート型は、設計を完了し近々装置が完成する予定です。化合物用エッチング装置では、各

種のプロセス開発を行い、特にサファイアのエッチングプロセスは海外から多くの引合いを頂いております。 

  

(3）洗浄装置関係 

 小型バッチ式プラズマ処理装置(ＰＣ－３００)の開発を完了、販売を開始いたしました。既存装置(ＰＣ－１０００)をベー

スに省スペースタイプでコストパフォーマンスに優れた新型機種です。 

  

(4）基礎研究 

 当社の海外研究拠点のひとつであるケンブリッジ大学に研究員を派遣し、強誘電体やフォトニクスの研究に注力しておりま

す。また、国立の大学や研究機関との共同研究にも各種のテーマで積極的に取り組んでおります。 

  

 以上の結果、当中間会計期間の研究開発費は78,840千円となっております。 

  

  

輸出先 
前中間会計期間

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

  金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

アジア 249,694 83.0 182,346 88.5 

北米 51,203 17.0 23,618 11.5 

欧州 － － － － 

合計 300,898 100.0 205,965 100.0 



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等（平成18年１月31日現在） 

 該当事項はありません。 

  

(2）重要な設備の除却等（平成18年１月31日現在） 

 該当事項はありません。 

  



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 10,000,000 

計 10,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年１月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年４月21日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 4,890,890 同左 ジャスダック証券取引所 － 

計 4,890,890 同左 － － 

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
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年８月１日～ 
平成18年１月31日 

－ 4,890,890 － 1,213,787 － 1,629,587



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記の所有株式数のうち、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) (信託口)     454千株 

日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)       201千株 

日興シティー信託銀行(株) (投信口)           90千株 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

    平成18年１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（％） 

辻 理 滋賀県大津市本宮２－45－10 1,471 30.1 

サムコエンジニアリング㈱ 京都市伏見区竹田藁屋町64番地 638 13.1 

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱ 

東京都中央区晴海１－８－11 454 9.3 

日本マスタートラスト信託銀
行㈱ 

東京都港区浜松町２－11－３ 201 4.1 

辻 猛 兵庫県尼崎市塚口本町７－12－12－303 158 3.2 

辻 一美 滋賀県大津市本宮２－45－10 144 3.0 

サムコ従業員持株会 京都市伏見区竹田藁屋町36番地 121 2.5 

立田 利明 京都府宇治市木幡桧尾26－23 99 2.0 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 90 1.8 

日興シティ信託銀行㈱ 東京都品川区東品川２－３－14 90 1.8 

計 － 3,471 71.0 

  平成18年１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    1,700 

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,888,300 48,883 －

単元未満株式 普通株式    890 － －

発行済株式総数 4,890,890 － －

総株主の議決権 － 48,883 －



②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  役職の異動 

  

     平成18年１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 

（％） 

サムコ ㈱ 
京都市伏見区竹田藁
屋町36番地 

1,700 － 1,700 0.03

計 － 1,700 － 1,700 0.03

月別 平成17年８月 ９月 10月 11月 12月 平成18年１月

最高（円） 1,890 2,140 2,120 2,240 2,950 3,000 

最低（円） 1,780 1,750 1,895 1,949 2,005 2,115 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 
（営業本部長兼東海営業所長） 

取締役 
（営業本部長） 

石川 詞念夫 平成18年3月10日 

取締役 
（製造本部長兼設計本部長） 

取締役 
（設計本部長兼資材部長代行） 

長谷川  清 平成18年3月10日 



第５【経理の状況】 

  

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間(平成16年８月１日から平成17年１月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第5号) 附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表

等規則を適用しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年８月１日から平成17年１月31日まで）及び当中間

会計期間（平成17年８月１日から平成18年１月31日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けてお

ります。 

  

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年１月31日現在） 
当中間会計期間末

（平成18年１月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年７月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   2,067,003  1,897,373 2,235,627  

２．受取手形 ※１ 70,237  71,018 83,187  

３．売掛金   1,138,925  1,382,075 1,037,728  

４．たな卸資産   344,881  304,391 202,989  

５．繰延税金資産   17,783  19,074 15,588  

６．その他   12,784  9,171 8,398  

７．貸倒引当金   △1,100  △436 △561  

流動資産合計    3,650,516 52.6 3,682,669 53.3  3,582,958 52.5

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1）建物 ※2.3 521,557  488,262 505,164  

(2）土地 ※３ 2,343,424  2,343,424 2,343,424  

(3）その他 ※2.4 90,125  74,364 83,543  

有形固定資産合計   2,955,107  2,906,051 2,932,132  

２．無形固定資産   17,677  15,304 16,445  

３．投資その他の資産       

(1）繰延税金資産   156,657  156,873 151,970  

(2）その他   159,107  150,769 146,589  

投資その他の資産
合計 

  315,765  307,643 298,559  

固定資産合計    3,288,549 47.4 3,228,999 46.7  3,247,137 47.5

資産合計    6,939,065 100.0 6,911,668 100.0  6,830,095 100.0

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．買掛金   479,811  495,059 368,358  

２．短期借入金 ※３ 679,724  730,301 730,051  

３．一年内返済予定長
期借入金 

※３ 140,790  47,850 112,640  

４．未払法人税等   55,000  54,000 16,000  

５．賞与引当金   17,000  15,700 13,600  

６．製品保証引当金   8,800  12,300 13,900  

７．その他 ※５ 136,628  80,826 97,148  

流動負債合計    1,517,753 21.9 1,436,036 20.8  1,351,698 19.8



  

  

    
前中間会計期間末 

（平成17年１月31日現在） 
当中間会計期間末

（平成18年１月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年７月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※３ 111,350  63,500 66,500  

２．退職給付引当金   114,599  125,084 121,913  

３．役員退職慰労引当
金 

  237,667  249,958 243,813  

固定負債合計    463,617 6.7 438,542 6.3  432,226 6.3

負債合計    1,981,370 28.6 1,874,579 27.1  1,783,925 26.1

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    1,213,787 17.5 1,213,787 17.6  1,213,787 17.8

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   1,629,587  1,629,587 1,629,587  

資本剰余金合計    1,629,587 23.5 1,629,587 23.6  1,629,587 23.9

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   59,500  59,500 59,500  

２．任意積立金   1,827,000  1,907,000 1,827,000  

３．中間（当期）未処
分利益 

  201,054  205,603 296,289  

利益剰余金合計    2,087,554 30.1 2,172,103 31.4  2,182,789 32.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   30,397 0.4 25,241 0.4  23,637 0.3

Ⅴ 自己株式    △3,630 △0.1 △3,630 △0.1  △3,630 △0.1

資本合計    4,957,695 71.4 5,037,088 72.9  5,046,170 73.9

負債資本合計    6,939,065 100.0 6,911,668 100.0  6,830,095 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    1,541,869 100.0 1,446,028 100.0  3,090,342 100.0

Ⅱ 売上原価    795,324 51.6 751,692 52.0  1,602,122 51.8

売上総利益    746,544 48.4 694,336 48.0  1,488,220 48.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  618,694 40.1 609,075 42.1  1,229,990 39.8

営業利益    127,850 8.3 85,261 5.9  258,229 8.4

Ⅳ 営業外収益 ※２  8,004 0.5 10,718 0.7  21,176 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※３  23,177 1.5 6,294 0.4  15,495 0.5

経常利益    112,677 7.3 89,685 6.2  263,910 8.5

税引前中間(当期)
純利益 

   112,677 7.3 89,685 6.2  263,910 8.5

法人税、住民税及
び事業税 

  48,306  48,742 92,805  

法人税等調整額   △6,437 41,868 2.7 △9,484 39,257 2.7 5,062 97,867 3.1

中間(当期)純利益    70,808 4.6 50,428 3.5  166,043 5.4

前期繰越利益    130,245 155,174  130,245 

中間(当期)未処分
利益 

   201,054 205,603  296,289 

        



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日）

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税引前中間(当期)純
利益 

  112,677 89,685 263,910 

減価償却費   37,940 31,987 76,928 

受取利息及び受取配
当金 

  △883 △859 △1,676 

支払利息   7,453 6,205 14,388 

為替差損益   11,910 △6,622 △165 

賞与引当金の増加額   4,200 2,100 800 

製品保証引当金の増
減額 

  △2,000 △1,600 3,100 

退職給付引当金の増
加額 

  8,046 3,170 15,360 

役員退職慰労引当金
の増減額 

  △20,284 6,145 △14,138 

売上債権の増加額   △97,627 △332,303 △9,919 

たな卸資産の増減額   △66,109 △101,402 64,193 

仕入債務の増減額   29,633 126,700 △81,818 

未払消費税等の減少
額 

  △11,524 △11,220 △2,135 

未払費用の増減額   △3,643 △5,029 1,524 

前受金の増加額   6,346 4,049 － 

預り金の増減額   △8,233 △9,671 1,530 

役員賞与の支払額   △3,300 － △3,300 

その他   52,738 3,637 12,048 

小計   57,338 △195,026 340,630 



  

  

  次へ 

    
前中間会計期間

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日）

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受
取額 

  883 859 1,676 

利息の支払額   △8,231 △6,890 △14,370 

法人税等の支払額   △71,325 △5,567 △159,897 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △21,333 △206,625 168,039 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入によ
る支出 

  △978,165 △989,717 △1,738,112 

定期預金の払戻によ
る収入 

  969,848 976,179 1,716,534 

有形固定資産の取得
による支出 

  △15,527 △8,114 △25,639 

その他   △311 △1,482 △350 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △24,156 △23,135 △47,568 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額 

  339 249 50,666 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △73,000 △67,790 △146,000 

配当金の支払額   △73,337 △61,114 △73,337 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △145,997 △128,654 △168,670 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  △11,910 6,622 165 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
減少額 

  △203,398 △351,792 △48,034 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,170,333 1,122,298 1,170,333 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

  966,934 770,505 1,122,298 

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

その他有価証券 同左 その他有価証券 

  時価のあるもの   時価のあるもの 

  中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法に

より算定） 

  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、

売却原価は総平均法により

算定） 

  時価のないもの   時価のないもの 

  総平均法による原価法   同左 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  製品・仕掛品 同左 同左 

  個別原価法を採用しておりま

す。 

    

  原材料     

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

    

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法により償却しておりま

す。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

同左 同左 

  建物及び構築物 

………４年～50年 

    

  機械装置及び工具器具備品 

………４年～20年 

    

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法により償却しておりま

す。ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）に

基づく定額法により償却してお

ります。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち、当中

間会計期間に負担すべき金額を

計上しております。 

同左  従業員の賞与の支給に充てる

ため、翌期の支給見込額のう

ち、当期に負担すべき金額を計

上しております。 



  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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

給付債務の見込額に基づき、当

中間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。 

同左  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。 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。 

同左  役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

  (5）製品保証引当金 (5）製品保証引当金 (5）製品保証引当金 

   製品の保証期間に基づく無償

の補償支払に備えるため、過去

の実績に基づいて計上しており

ます。 

同左 同左 

４．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 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

は僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資によっておりま

す。 

同左  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動については

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資によっております。 

６．その他中間財務諸表（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  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 

 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。 

同左 同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 

至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 

至 平成17年７月31日） 

─────  (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」 (企業会計審

議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」 (企業会

計基準適用指針第6号 平成15年10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。 

      ───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年１月31日現在） 
当中間会計期間末

（平成18年１月31日現在） 
前事業年度末 

（平成17年７月31日現在） 

※１．期末日満期手形の会計

処理 

───── ─────  期末日満期手形の会計処理につ

いては、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。 

 なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期

手形を満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。 

受取手形     90,426千円 

※２．有形固定資産の減価償

却累計額 

625,884千円 682,038千円 652,213千円 

※３．担保資産       

(イ)担保に供している資

産 

      

  
建物 

土地 

計 

  
315,262千円 

2,343,424 

2,658,686 

299,817千円 

2,343,424 

2,643,241 

307,496千円 

2,343,424 

2,650,920 

(ロ)上記に対応する債務       
  

  

短期借入金 

一年内返済予定長
期借入金 

長期借入金 

計 

  
610,000千円 

80,790 

86,350 

777,140 

580,000千円 

22,850 

63,500 

666,350 

620,000千円 

57,640 

66,500 

744,140 

※４．圧縮記帳の適用  国庫補助金等によって取得した

資産について国庫補助金等に相当

する下記の金額を取得価額から控

除しております。 

 国庫補助金等によって取得した

資産について国庫補助金等に相当

する下記の金額を取得価額から控

除しております。 

 国庫補助金等によって取得した

資産について国庫補助金等に相当

する下記の金額を取得価額から控

除しております。 

  その他（機械及び装置） その他（機械及び装置） その他（機械及び装置） 

  
  

23,535千円 23,535千円 23,535千円 

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ───── 



（中間損益計算書関係） 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

※１．研究開発費の総額 91,599千円 78,840千円 168,115千円 

※２．営業外収益のうち主要

なもの 

      

  
受取利息 

為替差益 

特許実施許諾料 

  
341千円 

－ 

5,877 

685千円 

9,143 

69 

724千円 

1,736 

5,877 

※３．営業外費用のうち主要

なもの 

      

  
支払利息 

為替差損 

  
7,453千円 

15,463 

6,205千円 

－ 

14,388千円 

－ 

    

 ４．減価償却実施額       
  

有形固定資産 

無形固定資産 

  
37,940千円 

1,277 

31,987千円 

1,140 

76,928千円 

2,509 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係 

（平成17年１月31日現在） （平成18年１月31日現在） （平成17年７月31日現在） 
  
  （千円）

現金及び預金勘定 2,067,003

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△1,100,068

現金及び現金同等物 966,934

  
  （千円）

現金及び預金勘定 1,897,373

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△1,126,868

現金及び現金同等物 770,505

  （千円）

現金及び預金勘定 2,235,627

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△1,113,329

現金及び現金同等物 1,122,298



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(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中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産
「その他」 

3,300 1,374 1,925

無形固定資産 9,730 1,783 7,946

合計 13,030 3,158 9,871

  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産
「その他」 

3,300 1,924 1,375

無形固定資産 9,730 3,729 6,000

合計 13,030 5,654 7,375

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

有形固定資産
「その他」 

3,300 1,649 1,650

無形固定資産 9,730 2,756 6,973

合計 13,030 4,406 8,623

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 2,455千円

１年超 7,517千円

合計 9,972千円

  
１年内 2,501千円

１年超 5,016千円

合計 7,517千円

１年内 2,478千円

１年超 6,272千円

合計 8,750千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(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 1,308千円

減価償却費相当額 1,247千円

支払利息相当額 97千円

  
支払リース料 1,308千円

減価償却費相当額 1,247千円

支払利息相当額 75千円

支払リース料 2,617千円

減価償却費相当額 2,495千円

支払利息相当額 184千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については利息法によって

おります。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 600千円

１年超 －千円

合計 600千円

   

   ───── 
１年内 300千円

１年超 －千円

合計 300千円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年１月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間会計期間末（平成18年１月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

前事業年度末（平成17年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 11,292 62,449 51,157 

合計 11,292 62,449 51,157 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 8,000

  取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 11,290 53,770 42,480 

合計 11,290 53,770 42,480 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 7,000

  取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

株式 11,292 51,072 39,779 

合計 11,292 51,072 39,779 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 7,000



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成16年８月１日 至平成17年１月31日） 

 当社は、為替予約取引を行っておりますが、平成17年１月31日現在の取引残高はありません。 

  

当中間会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年１月31日） 

 当社は、為替予約取引を行っておりますが、平成18年１月31日現在の取引残高はありません。 

  

前事業年度（自平成16年８月１日 至平成17年７月31日） 

 当社は、為替予約取引を行っておりますが、平成17年７月31日現在の取引残高はありません。 

  

  

  次へ 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成16年８月１日 至平成17年１月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年１月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自平成16年８月１日 至平成17年７月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  
１株当たり純資産額 1,014円02銭

１株当たり中間純利益 14円48銭

  
１株当たり純資産額 1,030円26銭

１株当たり中間純利益 10円31銭

１株当たり純資産額 1,032円11銭

１株当たり当期純利益 33円96銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

  
前中間会計期間

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日）

当中間会計期間
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日）

中間（当期）純利益（千円） 70,808 50,428 166,043 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

(うち利益処分による役員賞与金) （－） （－） （－）

普通株式に係る中間(当期)純利益
（千円） 

70,808 50,428 166,043 

期中平均株式数（千株） 4,889 4,889 4,889 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

  

当中間会計期間の開始日から半期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26期）（自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日）平成17年10月25日近畿財務局長に提出 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年４月22日

サムコ株式会社   

  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 米林  彰   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮林 利朗   印 

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

ムコ株式会社の平成16年８月１日から平成17年７月31日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成16年８月１日か

ら平成17年１月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間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

立場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、サムコ株式会社の平成17年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16年８

月１日から平成17年１月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

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

 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年４月21日

サムコ株式会社   

  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 米林  彰   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮林 利朗   印 

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

ムコ株式会社の平成17年８月１日から平成18年７月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平成17年８月１日か

ら平成18年１月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間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

立場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、サムコ株式会社の平成18年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年８

月１日から平成18年１月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

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

 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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