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平成19年４月期第１四半期財務・業績の概況(連結)     平成18年９月15日 

  
上場会社名 オー・エイチ・ティー株式会社 （コード番号 6726 東証マザーズ） 

         （ＵＲＬ http://www.oht-inc.co.jp）  

問 合 せ 先 代表者 役職名・氏名 代表取締役社長 石岡 聖悟 TEL：（084）960－2120 

 責任者 役職名・氏名 取締役管理部長 船越 克士  

 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 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 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無  ：無 

連結（新規）－社 （除外）－社   持分法（新規）－社 （除外）－社 

④ 会計監査人の関与    ：有 

四半期連結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。 

 

２．平成19年４月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日～平成18年７月31日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況                                 （百万未満切捨） 

 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 ％

19年４月期第１四半期 1,505 113.6 18 － 11 － 2 －

18年４月期第１四半期 704 △30.1 △145 － △156 － △92 －

（参考）18年４月期   4,952 324 268  153

 

 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 

19年４月期第１四半期 54 06 50 97 

18年４月期第１四半期 △2,838 67 － － 

（参考）18年４月期   3,945 28 3,781 74 

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

   ２．平成18年４月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期利益については、潜在株式は存在するものの１株

当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、平成18年８月11日に発表された４－６月期のＧＤＰ（国内総生産）１次速報

値によると、前期比＋0.2％と６期連続のプラスとなるなど、依然として景気の回復傾向が継続しているものの、前期に

比べその伸び率は鈍化し、事前の市場予測であった同＋0.5％を下回る結果となりました。また、７月度の鉱工業生産指

数も前月比▲0.9％と２ヶ月ぶりの低下となるなど、景気の回復スピードは鈍化しつつあります。また、当社グループが

属する液晶業界においても、海外の大手メーカーにおいて設備投資時期が延期されるなど、予断を許さない状況となり

つつあります。 

 このような状況の中で、当社グループは、サービスサポート体制の充実に注力するとともに、米国のdBm Optics Inc.

と資本業務提携するなど、当社の非接触検査技術に更なる付加価値を付け、顧客の困っていることを技術力で解決する

テクニカルサービスサポートを実践してまいりました。具体的には、フレキシブル基板、テープ基板といったプリント

基板業界のユーザーに対しては、より高速で且つ安価な検査システムを提案することで、受注獲得を図ってまいりまし

た。また、設備投資額が巨額な液晶・ＰＤＰ等のフラットパネル業界に対しては、既に納入した装置の機能向上を図る
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と同時にリピートオーダーの受注に繋ぐべく、全社一丸となって注力してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における、売上高は1,505,753千円（前年同期比113.6％増）、経常利益は11,636

千円、純利益は2,224千円となりました 

 

部門別の概況は以下の通りであります。 

[非接触電気検査装置部門] 

非接触電気検査装置部門におきましては、ガラス基板向け検査装置、フレキシブル基板・テープ基板向け検査装置

とも、予定以上の売上高を計上することができております。ガラス基板検査装置におきましては、一部の液晶メーカ

ーによる大幅な減益発表等を受けて、設備投資時期が延期又は中止されるなどの懸念が台頭しておりましたが、当社

は殆ど影響を受けることはありませんでした。また、フレキシブル基板、テープ基板向け検査装置におきましても、

予定通りの出荷を行うことができておりますが、当該製品のユーザーにおいて生産量が予想したほど増大していない

との情報もあり、先行きが心配される状況となっております。 

このような環境の中、当社は、ガラス基板検査装置に付加価値をつけるべく、改良・改善を重ねるとともに、納入

済装置に対するサービスサポートを強化することで、ユーザーの信頼を勝ち得ることができつつあると考えておりま

す。 

この結果、売上高は1,300,154千円（前年同期比181.3％増）となりました。 

 

[接触電気検査装置部門] 

接触電気検査部門におきましては、依然として当該部門の製品が検査対象としているプリント基板が、中国を始め

とするアジア圏諸国へシフトする傾向が続いており、検査装置の販売は厳しい状況が続いております。一方、検査治

具に関しては、自動車関連基板を重点ターゲットに営業を強化しており、徐々に市場を開拓しつつあると考えており

ます。 

この結果、売上高は189,185千円（前年同期比52.3％増）となりました。 

 

[その他部門] 

その他の部門におきましては、プリント基板向け外観検査装置、フレキシブル基板・テープ基板向けスクリーン印

刷機、露光装置などの製造装置を取り扱っておりますが、当連結会計期間におきましては、外観検査装置の売上を計

上することができております。製造装置関連製品に関しましては、当初出荷売上を予定していた物件が、第２四半期

以降にずれ込んだことから、予想を下回る結果となっております。 

この結果、売上高は16,413千円（前年同期比86.1％減）となりました。 

 

  部門別売上高 

平成18年４月期 

第１四半期 

（前年同期) 

平成19年４月期 

第１四半期 

(当四半期) 

前期（通期） 
 

金 額 構成比 金 額 構成比

対前年 

増減率 

金 額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

非接触電気検査装置部門 462 65.6 1,300 86.3 181.3 4,042 81.7

接 触 電 気 検 査 装 置 部 門 124 17.6 189 12.6 52.3 694 14.0

そ の 他 部 門 118 16.8 16 1.1 △86.1 214 4.3

合    計 704 100.0 1,505 100.0 113.6 4,952 100.0
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(2) 連結財政状態の変動状況                                  （百万未満切捨） 

 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

19年４月期第１四半期 7,077 4,496 63.3  108,954 16 

18年４月期第１四半期 6,615 4,230 63.9  103,346 77 

（参考）18年４月期   7,058 4,505 63.8  109,536 87 

 

(3) キャッシュ・フローの状況                                 （百万未満切捨） 

 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

19年４月期第１四半期 580 △107 △52  1,372

18年４月期第１四半期 △528 △152 1,436  1,282

（参考）18年４月期   △278 △396 1,089  953

 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

 当第１四半期連結会計期間における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は19,424千円増加し、株主資本

は20,329千円減少し、自己資本比率は0.5ポイント減少いたしました。 

 現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ418,700千円増加し、1,372,391

千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動の結果獲得した資金は、580,358千円となりました。これは、主に売上債権の減少（371,663千円）の計上、

また仕入債務の増加（179,632千円）の計上を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） 

投資活動の結果使用した資金は、107,491千円（前年同期比29.4％減）となりました。これは、主に関係会社株式の

取得による支出（52,029千円）及び固定資産の取得による支出（59,461千円）の計上をし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） 

財務活動の結果使用した資金は、52,018千円となりました。これは、主に借入金の返済（36,212千円）及び配当金

の支払い（17,752千円）によるものです。 
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３．平成19年４月期の連結業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）       （百万円未満切捨） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中  間 2,554 80 55 

通  期 5,820 303 178 

   （参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 4,348円65銭 

 

[業績予想に関する定性的情報] 

 平成19年４月期通期見通しにつきましては、当社グループが属する電子基板業界、ガラス基板業界とも引き続き好調

に推移するものと思われます。特にガラス基板業界におきましては、国内外の各社とも昨年末から年初にかけて発表し

た大型の設備投資を予定しており、納品時期の変更などの不安要素はあるものの、ガラス基板検査装置の販売は高水準

で推移すると見込んでおります。また、露光機、スクリーン印刷機などの製造装置関連や前期より連結対象となった日

本電針、中国での治具製造などが、売上増に寄与すると見込んでおり、上記のとおり、平成18年６月15日に発表いたし

ました連結業績予想は変更しておりません。 

 また、利益につきましては、具体的な開発段階に入るアレイテスターなどガラス基板検査装置の付加価値向上に対す

る先行投資を見込んでいることから、連結売上高同様変更しておりません。 

 そのような状況の中、当社といたしましては売上高の増加だけではなく、中期経営計画で目標としております利益率

の向上を目指して、まずは既存事業での経常利益率10％の確保を目指してまいります。 

 よって、当期の連結業績見通しにつきましては、平成18年６月15日に発表いたしました上記の連結業績予想のとおり

であります。 

 なお、個別の業績見通しにつきましても、平成18年６月15日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

（注）上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさ

まざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合がありますので、この業績予

想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
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４．四半期連結財務諸表等 

(1)四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 
  

（単位：千円）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年７月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年７月31日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年４月30日現在）

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

 （資産の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産   

１． 現金及び預金  1,447,874 1,521,628  1,101,286

２． 受取手形及び売掛金 ※３ 2,571,682 2,019,271  2,390,139

３． たな卸資産  1,799,994 2,484,875  2,575,767

４． 繰延税金資産  107,864 39,330  54,219

５． その他  43,089 54,443  66,146

 貸倒引当金  △400 △1,035  △967

流動資産合計  5,970,105 90.2 6,118,514 86.4 6,186,592 87.7

Ⅱ 固定資産   

１． 有形固定資産 ※１  

 （1） 建物及び構築物  206,284 229,424  207,419

(2)  機械装置及び運搬具  39,737 90,120  90,900

(3)  工具器具備品  42,188 38,794  41,442

(4)  土地  119,934 148,934  127,934

(5)  建設仮勘定  － 1,744  7,547

 有形固定資産合計  408,145 6.2 509,018 7.2 475,244 6.7

２． 無形固定資産  167,292 2.5 204,520 2.9 199,311 2.8

３． 投資その他の資産   

(1)  投資有価証券  5,292 178,225  120,626

(2)  敷金保証金  25,578 31,111  37,656

(3)  繰延税金資産  17,469 21,841  24,480

(4)  その他  23,977 16,723  16,618

 貸倒引当金  △2,300 △2,300  △2,300

 投資その他の資産合計  70,017 1.1 245,602 3.5 197,082 2.8

 固定資産合計  645,456 9.8 959,141 13.6 871,638 12.3

 資産合計  6,615,561 100.0 7,077,655 100.0 7,058,230 100.0
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   （単位：千円）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年７月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年７月31日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年４月30日現在）

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構成比

（負債の部）  ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※３ 652,606 1,133,386  956,644 

２．短期借入金  1,170,789 972,624  966,624 

３．未払法人税等  1,616 24,680  111,210 

４．賞与引当金  9,178 11,097  31,711 

５．その他  61,695 84,571  71,154 

 流動負債合計  1,895,885 28.7 2,226,360 31.5 2,137,345 30.3

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  480,994 349,533  391,746 

２．退職給付引当金  3,334 5,467  5,472 

 固定負債合計  484,328 7.3 355,001 5.0 397,218 5.6

 負債合計  2,380,214 36.0 2,581,361 36.5 2,534,563 35.9

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  4,950 0.1 － － 18,415 0.3

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  1,934,631 29.2 － － 1,942,791 27.5

Ⅱ 資本剰余金  1,922,415 29.1 － － 1,930,575 27.3

Ⅲ 利益剰余金  365,526 5.5 － － 611,015 8.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  306 0.0 － － △3,319 △0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定  7,516 0.1 － － 24,188 0.3

 資本合計  4,230,396 63.9 － － 4,505,251 63.8

 負債、少数株主持分及び資本合計  6,615,561 100.0 － － 7,058,230 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 1,943,853 27.4 － －

２．資本剰余金  － － 1,931,637 27.3 － －

３．利益剰余金  － － 588,561 8.3 － －

 株主資本合計  － － 4,464,053 63.0 － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定  － － 19,846 0.3 － －

評価・換算差額等合計  － － 19,846 0.3 － －

Ⅲ 少数株主持分  － － 12,394 0.2 － －

純資産合計  － － 4,496,293 63.5 － －

 負債・純資産合計  － － 7,077,655 100.0 － －
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② 四半期連結損益計算書 
  （単位：千円）

 
前第１四半期連結会計期間
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

 
当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

前連結事業年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

   ％ ％  ％

Ⅰ 売上高  704,850 100.0 1,505,753 100.0 4,952,078 100.0

Ⅱ 売上原価  582,456 82.6 1,177,631 78.2 3,511,097 70.9

  売上総利益  122,394 17.4 328,121 21.8 1,440,981 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１． 役員報酬  18,608 29,364  102,061 

２． 給与手当  44,166 74,775  229,088 

３． 旅費交通費  51,306 46,597  200,083 

４． 支払手数料  13,491 24,540  71,641 

５． 販売手数料  53,460 －  55,660 

６． 賞与引当金繰入額  1,246 4,119  10,693 

７． その他  85,433 129,921  447,194 

 販売費及び一般管理費合計  267,712 38.0 309,318 20.6 1,116,421 22.5

  営業利益（又は営業損失）  △145,317 △20.6 18,803 1.2 324,560 6.5

Ⅳ 営業外収益    

１． 受取利息  19 74  468 

２． 助成金収入  － －  18,711 

３． 自販機収入  － 22  534 

４． 保険金収入  － －  1,302 

５． 受取違約金  － 1,460  － 

６． その他  573 757  15,581 

  営業外収益合計  593 0.1 2,315 0.2 36,598 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１． 支払利息  6,653 2,455  22,793 

２． 手形売却損  － 2,326  － 

３． 為替差損  － 4,504  － 

４． 新株発行費  4,831 177  68,432 

５． その他  486 18  1,793 

 営業外費用合計  11,971 1.7 9,482 0.6 93,019 1.9

 経常利益（又は経常損失）  △156,695 △22.2 11,636 0.8 268,138 5.4

Ⅵ 特別利益    

１． 投資有価証券売却益  － －  1,026 

 特別利益合計  － － － － 1,026 0.0

Ⅶ 特別損失    

１． 固定資産除却損  10 －  533 

２． たな卸資産評価損  － －  525 

３． 子会社株式売却損  － －  462 

 特別損失合計  10 0.0 － － 1,521 0.0

 
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) 

 △156,705 △22.2 11,636 0.8 267,643 5.4

 法人税、住民税及び事業税 ※１ △64,028 △9.1 14,978 1.0 114,777 2.3

 法人税等調整額  － － － － △8,107 △0.1

 
少数株主利益（又は少数株主 
損失） 

 △547 △0.0 △5,566 △0.3 7,613 0.1

 
四半期(当期)純利益(又は四半
期(当期)純損失) 

 △92,129 △13.1 2,224 0.1 153,359 3.1
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③ 四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結剰余金計算書

四半期連結株主資本等変動計算書 

 

    当第１四半期連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年７月31日） （単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等  

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計 

その他 

有価証券

評価差額

為替換算 

調整勘定 

評価・換算差

額等合計 

平成18年４月30日 残高 1,942,791 1,930,575 611,015 4,484,383 △3,319 24,188 20,868

四半期中の変動額   

新株の発行 1,062 1,062 2,124  

剰余金の配当  △24,678 △24,678  

四半期純利益  2,224 2,224  

株主資本以外の項目の当

四半期連結会計期間の変

動額（純額） 

 3,319 △4,341 △1,022

四半期中の変動額 合計 1,062 1,062 △22,453 △20,329 3,319 △4,341 △1,022

平成18年７月31日 残高 1,943,853 1,931,637 588,561 4,464,053 － 19,846 19,846

     

      少数株主 

持分 
純資産合計

  

平成18年４月30日 残高 18,415 4,523,667  

四半期中の変動額   

新株の発行  2,124

   

 

剰余金の配当  △24,678  

四半期純利益  2,224  

株主資本以外の項目の当

四半期連結会計期間の変

動額（純額） 

△6,021 △7,043  

四半期中の変動額 合計 △6,021 △27,373  

平成18年７月31日 残高 12,394 4,496,293  

 

  四半期連結剰余金計算書                   （単位：千円） 

期  別 
 
 
科  目 

 
前第１四半期連結会計期間

自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

 
前連結会計年度の 

要約連結剰余金計算書 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

 （資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  869,415 869,415 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．増資による新株の発行  1,053,000 1,053,000 1,061,160 1,061,160 

Ⅲ 資本剰余金第１四半期(当期)末残高  1,922,415 1,930,575 

 （利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  473,019 473,019 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益  － － 153,359 153,359 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．四半期純損失  92,129 －  

２．配当金  15,363 107,492 15,363 15,363 

Ⅳ 利益剰余金第１四半期(当期)末残高  365,526 611,015 
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  ④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書                        （単位：千円） 

 

前第１四半期連結会計期間
自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日

 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31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17年５月１日
至 平成18年４月30日

期  別
 
 
 
 
科  目 金 額 金 額 金 額 

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
金等調整前四半期純損失（△）） 

△156,705 11,636 267,643 

 減価償却費 9,159 17,624 52,719 

 連結調整勘定償却 － － 3,275 

 のれんの償却 － 1,091 － 

 貸倒引当金の増加額 － 67 567 

 賞与引当金の増加又は減少額（△） △16,600 △20,614 5,933 

 退職給付引当金の増加額 2,458 39 2,177 

受取利息及び受取配当金 △19 △75 △468 

支払利息 6,653 2,455 22,793 

為替差益（△） △206 △15 △271 

新株発行費 4,831 177 68,432 

子会社株式売却損 － － 462 

投資有価証券売却益 － － △1,026 

有形固定資産除却損 10 － 533 

売上債権の減少額 123,853 371,663 321,857 

たな卸資産の増加（△）又は減少額 △426,609 86,202 △1,186,046 

その他流動資産の増加（△）又は減少額 10,458 12,121 △9,962 

仕入債務の増加又は減少額（△） △5,698 179,632 280,020 

未払費用の増加額 － － 25,567 

割引手形の減少額（△） △26,745 － △37,385 

その他流動負債の増加又は減少額（△） △15,930 2,720 △28,979 

小 計 △491,089 664,729 △212,155 

利息及び配当金の受取額 19 75 468 

利息の支払額 △6,653 △4,106 △22,793 

法人税等の支払額 △30,442 △80,339 △43,951 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △528,165 580,358 △278,431 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の預入による支出 △1,953 △8,054 △135,095 

 定期預金の払戻による収入 1,203 6,412 152,564 

 有形固定資産の取得による支出 △28,601 △49,460 △127,971 

 有形固定資産売却による収入 2 － － 

 無形固定資産の取得による支出 △11,943 △10,001 △56,435 

 投資有価証券の取得による支出 － － △121,970 

 投資有価証券の売却による収入 － － 1,566 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 

 △89,242 － △89,242 

 子会社株式の売却による収入 － － 2,922 

 関係会社株式取得による支出 － △52,029 － 

 敷金保証金の増加（△）又は減少額 △7,038 5,942 △16,633 

 その他投資等の増加額（△） △14,664 △300 △6,669 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △152,236 △107,491 △396,965 
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前第１四半期連結会計期間
自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日

 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31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17年５月１日
至 平成18年４月30日

期  別
 
 
 
 
科  目 金 額 金 額 金 額 

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 △608,333 － △816,670 

 長期借入れによる収入 － － 20,000 

 長期借入金の返済による支出 △47,488 △36,212 △152,564 

 株式の発行による収入 2,101,168 1,946 2,053,887 

 配当金の支払額 △9,322 △17,752 △15,141 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,436,024 △52,018 1,089,511 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,717 △2,149 16,857 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 759,340 418,700 430,971 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 522,719 953,691 522,719 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末(期末)残高 1,282,059 1,372,391 953,691 
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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 

期  別 

 

項  目 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

１．連結の範囲に関する

事項 

連結子会社の数    ５社 

株式会社エス・ティー・エフ 

  ＫＯＨＴ Ｃｏ., Ｌｔｄ. 

卓超高科技電子(上海)有限公司 

  唯一高科技股份有限公司 

 日本電針株式会社 

 なお、日本電針株式会社は平

成17年７月に株式を取得してお

り、株式のみなし取得日を当第

１四半期連結会計期間末とした

ため、当第１四半期連結財務諸

表は四半期貸借対照表のみを連

結しております。 

連結子会社の数    ５社 

株式会社エス・ティー・エフ 

  ＫＯＨＴ Ｃｏ., Ｌｔｄ. 

卓超高科技電子(上海)有限公司 

  唯一高科技股份有限公司 

 日本電針株式会社 

 

連結子会社の数    ５社 

株式会社エス・ティー・エフ 

  ＫＯＨＴ Ｃｏ., Ｌｔｄ. 

卓超高科技電子(上海)有限公司 

  唯一高科技股份有限公司 

 日本電針株式会社 

 上記のうち、日本電針株式会

社については、当連結会計年度

において新たに株式を取得した

ため、連結の範囲に含めており

ます。 

２．持分法の適用に関す

る事項 

(1) 持分法適用会社 

該当事項はありません。 

(2) 持分法を適用していない関

連会社 

   ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌ

ｔｄ．は第１四半期連結純損

益及び第１四半期利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。 

(1) 持分法適用会社   

       同左 

(2) 持分法を適用していない関

連会社 

  ｄＢｍ Ｏｐｔｉｃｓ, Ｉｎ

ｃ. は当第１四半期連結会計

期間に同社株式を18.4％まで

追加取得いたしましたが、み

なし取得日を当第１四半期連

結会計期間末としており、当

社の第２四半期開始日である

平成18年８月１日より、持分

法の適用を行うことから、当

第１四半期連結会計期間にお

いては持分法を適用しており

ません。 

  また、ＯＨＴ Ａｓｉａ Ｐ

ＴＥ Ｌｔｄ．は第１四半期連

結純損益及び第１四半期利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しておりま

す。 

(1) 持分法適用会社 

       同左 

(2) 持分法を適用していない関

連会社 

  ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌ

ｔｄ．は当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しておりま

す。 
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期  別 

 

項  目 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

３．連結子会社の四半期

決算日(決算日)等に

関する事項 

連結子会社のうち、ＫＯＨＴ 

Ｃｏ., Ｌｔｄ.、卓超高科技電

子（上海）有限公司及び唯一高

科技股份有限公司の第１四半期

決算日は、３月31日でありま

す。第１四半期連結財務諸表の

作成に当たっては、６月30日現

在で実施した仮決算に基づく第

１四半期財務諸表を使用してお

ります。 

ただし、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

連結子会社のうち、ＫＯＨＴ 

Ｃｏ., Ｌｔｄ.、卓超高科技電

子（上海）有限公司及び唯一高

科技股份有限公司の第１四半期

決算日は、３月31日でありま

す。第１四半期連結財務諸表の

作成に当たっては、６月30日現

在で実施した仮決算に基づく第

１四半期財務諸表を使用してお

ります。また、日本電針株式会

社の第１四半期決算日は、６月

30日であります。 

ただし、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

 連結子会社のうち、ＫＯＨＴ 

Ｃｏ., Ｌｔｄ.、卓超高科技電

子（上海）有限公司及び唯一高

科技股份有限公司の決算日は、

12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、３月

31日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しておりま

す。また、日本電針株式会社の

決算日は３月31日であります 

ただし、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

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 

 第１四半期連結決算日の

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） 

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 

   ──────  

 

 

 

 

 

時価のないもの 

      同左 

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

は全部資本直入方により処

理し、売上原価は移動平均

法により算出） 

 時価のないもの 

      同左 

 ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 

  個別法による原価法 

 

 原材料 

  移動平均法による原価法 

ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 

 主として個別法による原価

法 

 原材料 

 主として移動平均法による

原価法 

ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 

      同左 

 

 原材料 

      同左 

(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

定率法を、また、在外連結子

会社は定額法を採用しており

ます。（ただし、当社及び国

内連結子会社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（付

属設備を除く）は定額法によ

っております。） 

イ．有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定率法を、また、在外連結子

会社は定額法を採用しており

ます。（ただし、当社及び国

内連結子会社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（付

属設備を除く）は定額法によ

っております。） 

イ．有形固定資産 

同左 
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期  別 

 

項  目 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

  建物及び構築物 

        10年～21年 

 機械装置及び運搬具 

        ５年～６年 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

  建物及び構築物 

        10年～30年 

  機械装置及び運搬具 

        ５年～10年 

 

 ロ．無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

ロ．無形固定資産 

同左 

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 

 債権の貸倒による損失に備

えて、当社及び国内連結子会

社は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。また、在外連結子会社は

主として特定の債権について

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、支給見

込額の当期負担額を計上して

おります。 

ロ．賞与引当金 

同左 

 

 

ロ．賞与引当金 

同左 

 

 ハ．退職給付引当金 

 当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備え

るため、当第１四半期連結会

計期間末における退職給付債

務及び年金資産に基づき計上

しております。 

ハ．退職給付引当金 

同左 

ハ．退職給付引当金 

 当社及び連結子会社におい

て、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及び年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。 
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期  別 

 

項  目 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

(4) 重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、第１四

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、在外子会社等の資産及び負債

は、第１四半期連結決算日の直物

為替相場により円貨換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株主

持分及び資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上しており

ます。 

 外貨建金銭債権債務は、第１四

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、在外子会社等の資産及び負債

は、第１四半期連結決算日の直物

為替相場により円貨換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株主

持分及び純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上してお

ります。 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は少数株主

持分及び資本の部における為替

換算調整勘定に含めて計上して

おります。 

(5) 重要なリース取引

の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

    同左 同左 

――――――― イ．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計

の方法   繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお、為替変動リス

クのヘッジについて振当処理

の用件を充たしている場合に

は振当て処理を採用しており

ます。 

同左 

 ――――――― ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段･･･為替予約 

 ヘッジ対象･･･原材料輸入に

よる外貨建買入債務 

同左 

 ――――――― ハ．ヘッジ方針 ハ．ヘッジ方針 

   為替変動リスクの低減のた

め、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。 

同左 

 ――――――― ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ開始から有効性判定

時点までの期間において、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を

評価しております。 

同左 

(7) その他四半期連結

財務諸表(連結財務

諸表)作成のための

基本となる重要な事

項 

イ．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

 

 

イ．消費税等の会計処理 

同左 
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期  別 

 

項  目 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

５．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（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ヶ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 

 

 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17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

 
当第１四半期連結会計期間 

自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から、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。 

（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から「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4,496,293千円であります。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から、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。 

 

表示方法の変更 
 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

 
当第１四半期連結会計期間 

自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

         ─────── （損益計算書） 

 前第１四半期連結会計期間まで営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「手形売却損」及び「為替差損」

は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記い

たしました。 

 なお、前第１四半期連結会計期間の「手形売却損」及び

「為替差損」は、それぞれ112千円及び19千円であります。 
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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 
（平成17年７月31日現在） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成18年７月31日現在） 

前連結会計年度 
（平成18年４月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価 

償却累計額 

２ 受取手形割引高 

   受取手形裏書高 

 

148,309千円 

10,640千円 

121,640千円 

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 

２ 受取手形裏書高 

    

196,342千円

69,467千円

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 

２ 受取手形裏書高 

 

178,105千円

137,354千円

※３ 第１四半期連結会計期間末日満期 

手形 

  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。 

   受取手形      16,774千円 

   支払手形     119,545千円 

※３     ─────── ※３ 連結会計年度末日満期手形 

  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        378千円 

   支払手形      109,201千円

 

（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17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

 
当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

※１ 当第１四半期連結会計期間におけ

る税金費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用しているため、

法人税等調整額は、「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示してお

ります。 

※１      同左 ※１    ――――――― 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとお

りであります。 

※２    ――――――― 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとお

りであります。 

 工具器具備品 10千円    機械設備及び車両運搬具 523千円

      工具器具備品 10千円

       計 533千円
   

 

（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18年５月１日 至 平成18年７月31日） 

１．発行済株式数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） 

当四半期連結会計期間

増加株式数（株） 

当四半期連結会計期間

減少株式数（株） 

当四半期連結会計期間

末株式数（株） 

普通株式 41,130 24 － 41,154 

  合計 41,130 24 － 41,154 

自己株式数 － － － － 
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

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 

（千円） 

１株当たり配当金額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年７月28日 

定時株主総会 
普通株式 24,678 600 平成18年４月30日 平成18年７月29日

  (2) 基準日が当第１四半期連結会計期間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後となるもの 

     該当事項はありません。 

 

（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17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

 
当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

 １ 現金及び現金同等物の第１四半期期

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17年７月31日現在） 

（単位：千円） 

（平成18年７月31日現在）

（単位：千円）

（平成18年４月30日現在）

（単位：千円）

 現金及び預金勘定 1,447,874   現金及び預金勘定 1,521,628 現金及び預金勘定 1,101,286

 
 

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金   

△165,814  
 
 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金  

△149,237
預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金   

△147,595

 現金及び現金同等物 1,282,059   現金及び現金同等物 1,372,391 現金及び現金同等物 953,691

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の主

な内容 

   株式の取得により新たに日本電針

株式会社を連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳ならび

に日本電針株式会社株式の取得価額

と日本電針株式会社取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

 

※２    ――――――― 

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の主

な内容 

   株式の取得により新たに日本電針

株式会社を連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳ならび

に日本電針株式会社株式の取得価額

と日本電針株式会社取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりで

あります 

 

 流動資産 

  固定資産 

  連結調整勘定 

  流動負債 

  固定負債 

（千円）

120,686 

62,300 

23,115 

△51,255 

△32,167 

  

 流動資産 

  固定資産 

  連結調整勘定 

  流動負債 

  固定負債 

（千円）

120,686

62,300

23,115

△51,255

△32,167

  日本電針株式会社株式

の取得価額 
122,680 

   日本電針株式会社株式

の取得価額 
122,680

  日本電針株式会社現金

及び同等物 
△33,437 

   日本電針株式会社現金

及び同等物 
△33,437

  差引：日本電針株式会

社取得のための支出 
89,242 

   差引：日本電針株式会

社取得のための支出 
89,242
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（リース取引関係） 
 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

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第１四半期

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及び第１四半期

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及び期末残高相

当額 

 取 得 価 額 

相 当 額 

減価償却累

計額相当額 

第１四半期

末残高相当

額 

 取得価額

相 当 額

減価償却累

計額相当額

第１四半期末

残高相当額

 
 

取得価額 

相 当 額 

減価償却累

計額相当額 

期末残高

相 当 額

 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

機械装置

及び運搬

具 

34,349 15,856 18,492 

機械装置

及び運搬

具 

34,349 21,300 13,048

機械装置

及び運搬

具 

34,349 19,939 14,409

ｿﾌﾄｳｪｱ 13,330 1,967 11,363 ｿﾌﾄｳｪｱ 13,330 4,633 8,697 ｿﾌﾄｳｪｱ 13,330 3,967 9,363

合計 47,680 17,824 29,855 合計 47,680 25,934 21,745 合計 47,680 23,907 23,772
   

２．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 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 8,104千円  １年内 7,243千円  １年内 7,552千円

 １年超 22,456千円  １年超 15,212千円  １年超 16,949千円

 合計 30,560千円  合計 22,456千円  合計 24,501千円

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 2,129千円  支払リース料 2,180千円 支払リース料  8,723千円

減価償却費相当額 1,980千円  減価償却費相当額 2,400千円 減価償却費相当額  8,063千円

支払利息相当額 177千円  支払利息相当額 135千円 支払利息相当額  661千円

４．減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

(1) 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

て、残存価額を零とする定額法

によっております。 

４．減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

(1) 減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

４．減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

(1) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(2) 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、各期の配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

(2) 利息相当額の算定方法 

   同左 

(2) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 （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17年７月31日現在） 

   １．その他有価証券で時価のあるもの                               

内   容 取得原価（千円） 
第１四半期連結 

貸借対照表計上額（千円） 
差  額（千円） 

（1）株式 540 1,066 526 

（2）債券 － － － 

    国債、地方債等 － － － 

    社債 － － － 

    その他 － － － 

    合計 540 1,066 526 

 

    ２．時価評価のない主な有価証券の内容 

    （1）その他有価証券 

内   容 
第１四半期連結 

貸借対照表計上額（千円） 
摘   要 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 4,226  

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年７月31日現在） 

    １．その他有価証券で時価のあるもの 

     該当事項はありません。 

 

    ２．時価評価のない主な有価証券の内容 

    （1）その他有価証券 

内   容 
第１四半期連結 

貸借対照表計上額（千円） 
摘   要 

非上場株式 178,225  

 

前連結会計年度末（平成18年４月30日現在） 

   １．その他有価証券で時価のあるもの 

     該当事項はありません。 

 

   ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

1,566 1,026 － 

   

   ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

    （1）その他有価証券 

内   容 連結貸借対照表計上額（千円） 摘   要 

非上場株式 120,626  
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（デリバティブ取引関係） 

 前第１四半期連結会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年７月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

ヘッジ会計が適用されているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況の記載は省略しております。 

 

（ストック・オプション等関係） 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（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17年５月１日 至 平成17年７月31日）、当第１四半期連結会計期間(自 平成18年

５月１日 至 平成18年７月31日)及び前連結会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

当社グループは、プリント基板電気検査装置関係製品の専門メーカーとして同一セグメントに属する検査装置の製造、

販売を行っており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。 

 

 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17年５月１日 至 平成17年７月31日)及び前連結会計年度(自 平成17年５月１

日 至 平成18年４月30日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

 日本 韓国 その他 計 消去又は全社 連結 

  売上高（千円）   

（1）外部顧客に対する売上高（千円） 1,184,108 263,142 58,503 1,505,753 － 1,505,753

（2）セグメント間の内部売上高又は 

  振替高（千円） 
36,198 34,800 7,700 78,699 （78,699） －

   計（千円） 1,220,306 297,942 66,203 1,584,452 （78,699） 1,505,753

  営業費用（千円） 1,201,341 329,126 64,176 1,594,643 （107,693） 1,486,950

  営業利益（千円） 18,965 △31,183 2,027 △10,190 28,994 18,803
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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17年５月１日 至 平成17年７月31日) 

 中国 台湾 韓国 米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 76,411 375 265,995 4,489 － 347,271 

Ⅱ  連結売上高（千円） － － － － － 704,850 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 10.9 0.1 37.7 0.6 － 49.3 

 

 当第１四半期連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 277,920 93,961 346,154 63,256 781,292 

Ⅱ  連結売上高（千円） － － － － 1,505,753 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 18.5 6.2 23.0 4.2 51.9 

 

 前連結会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

 中国 台湾 韓国 米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 384,089 94,709 335,890 13,816 55,362 883,868

Ⅱ  連結売上高（千円） － － － － － 4,952,078

Ⅲ  海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 7.7 1.9 6.8 0.3 1.1 17.8

（注） 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。 

 

 （１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 

自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日 

前連結会計期間 

自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日 

１株当たり純資産額 103,346円77銭 １株当たり純資産額 108,954円16銭 １株当たり純資産額 109,536円87銭

１株当たり四半期純 
利益 

2,838円67銭 
１株当たり四半期純 
利益 

54円06銭
１株当たり当期純利 
益 

3,945円28銭

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

50円97銭
潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

3,781円74銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半

期利益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるた

め記載しておりません。 

 当社は平成16年６月18日付で株式１株

につき２株の株式分割を、また平成16年

12月20日付で株式１株につき２株の株式

分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前第１四半期連結会

計期間における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

 

 

１株当たり純資産額 62,728円27銭   

１株当たり当期純利益 1,005円73銭  
 

潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益 

988円86銭  
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(注) １株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失金額（△）、１株当たり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、以下のとおりであります。 

 前第１四半期連結会計期間

自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日 

前連結会計期間 

自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日 

１株当たり四半期（当期）純利益又

は純損失金額 
   

四半期（当期）純利益又は純損失

（千円） 
△92,129 2,224 153,359 

普通株主に帰属しない金額（千

円） 
－ － － 

普通株式に係る四半期（当期）純

利益又は純損失（千円） 
△92,129 2,224 153,359 

期中平均株式数（株） 32,455 41,142 38,871 

     

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（千

円） 
－ － － 

 普通株式増加数（株） － 2,489 1,681 

   （うち新株引受権） － （340） （343） 

   （うち新株予約権） － （2,149） （1,338） 

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 

新株予約権１種類（新株予

約権の数2,638個）及び新株

引受権方式のストックオプ

ション（普通株式572株） 

新株予約権１種類（新株予

約権の数5,079個）及び新株

引受権方式のストックオプ

ション（普通株式372株） 

平成17年７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 2,491株 

 

 （重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成17年７月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

 平成18年９月15日開催の当社取締役会において、下記の通り第三者割当方式による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

の発行を決議いたしました。 

 （1）内容 

銘柄 オー・エイチ・ティー株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)１ 

記名・無記名の別 無記名式 

券面総額又は振替社債の総額 金3,000,000,000円 

各社債の金額 金7,500万円の１種 

発行価額の総額 金3,000,000,000円 

発行価格 額面100円につき金100円 

利率（％） 本社債には利息を付さない。 

利払日 該当事項なし。 

利息支払の方法 該当事項なし。 

償還期限 平成21年10月２日（金） 

償還の方法 １ 償還金額 

 額面100円につき金100円。 

 ２ 償還の方法及び期限 

 (1）本社債の満期償還 
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 平成21年10月２日（償還期限）にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 

 (2）当社の選択による繰上償還 

 ① 平成19年10月２日以降、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値が、15連続取引日（以下に定義する。）にわたり、当該各取引日に適用のある別

記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額の175％以上であった場合、

当社は、本社債権者に対して、30日以上の書面による事前通知を行ったうえで、残存

本社債の全部（一部は不可）を額面100円につき金102円で繰上償還することができ

る。「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値（気

配表示を含む。以下同じ。）が発表されない日を含まない。 

② 当社は、本新株予約権付社債の発行日以降平成21年10月1日までに当社が消滅会社とな

る合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転につき当社の株主総会

で承認の決議をした場合、本社債権者に対して、償還日から30日以上60日以内の事前

通知を行ったうえで、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以前に、残存本

社債の全部（一部は不可）を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。

 (3）本社債権者の選択による繰上償還 

 本社債権者は、平成20年４月２日以降いつでも、その保有する本社債の全部又は一部を

額面100円につき金102円で繰上償還することを当社に対し請求する権利を有する。 

これらの請求権を行使するために、本社債権者は、所定の償還請求書に、償還を受けよ

うとする本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本

新株予約権付社債券を添えて本欄第３項記載の償還金支払場所に預託しなければならな

い。 

 (4）当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を取得す

ることができる。但し、本社債又は本新株予約権のみを取得することはできない。 

 (5）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に支払いを繰り上げる。 

 ３ 償還金支払事務取扱者及びその取扱場所（償還金支払場所） 

 当社管理部 

募集の方法 第三者割当ての方法により、全額をCredit Suisse (Hong Kong) Limitedに割り当てる。(注)８

申込証拠金（円） 該当事項なし。 

申込期間 平成18年９月25日（月） 

申込取扱場所 当社管理部 

払込期日 平成18年10月２日（月） 

振替機関・登録機関 該当事項なし。 

担保 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保さ

れている資産はない。 

財務上の特約（担保提供制限） 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後に当社が国内で発行す

る他の転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号に

より、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株

予約権の内容とされたものをいう。）に担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合に

は、本社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。当社が、本社債のために担保

権を設定する場合には、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保

付社債信託法第77条の規定に準じて公告する。 

財務上の特約（その他の条項） 本社債にはその他一切の財務上の特約は付されていない。 

取得格付 取得していない。 

 （注） １ 当該新株予約権付社債を以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを

「本新株予約権」という。 

２ 社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。 

３ 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合は、本社債について期限の利益を喪失する。 

(1）当社が、いずれかの本社債につき、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定又は別記「償還の方法」欄

第２項第(3)号の規定に違背し、７日以内にその履行をすることができないとき。 
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(2）当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないと

き。 

(3）当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金

債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ

ないとき。但し、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。 

(4）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立をし、又は取締役会

において解散（新設合併若しくは吸収合併の場合で、本新株予約権付社債に関する義務が新会社若しくは存続

会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。）の決議を行ったとき。 

(5）当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は特別清算開始の命令を受

けたとき。 

当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を通知する。 

４ 本新株予約権付社債券の喪失等 

(1）本新株予約権付社債券を喪失した者が、その記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、かつ、公示催告手続を

し、その無効宣言があった後、確定した除権決定の謄本を添えて請求したときは、当社はこれに対し代り新株

予約権付社債券を交付することができる。 

(2）本新株予約権付社債券を毀損又は汚損したときは、当該本新株予約権付社債券を提出して代り新株予約権付社債

券の交付を請求することができる。但し、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。 

(3）代り新株予約権付社債券を交付する場合には、当社はこれに要した実費（印紙税を含む。）を徴収する。 

５ 本社債権者に対する通知の方法 

本社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令に別段の定めがある場合

を除き、公告に代えて各本社債権者に直接通知する方法によることができる。 

６ 社債権者集会に関する事項 

(1）本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも３週間前に本社債の社債権者集

会を招集する旨及び会社法第719条所定の事項を公告する。 

(2）本社債の社債権者集会は広島県福山市においてこれを行う。 

(3）本社債の総額の10分の１以上に当たる本社債を有する本社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の

理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

７ 費用の負担 

以下に定める費用は、当社の負担とする。 

(1）上記(注)５に定める公告に関する費用 

(2）上記(注)６に定める社債権者集会に関する費用 

８ 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係等は以下のとおりである。 

割当予定先の氏名又は名称 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 

割当転換社債型新株予約権付社債（額面） 金3,000,000,000円 

払込金額 金3,000,000,000円 

住所 
6th Floor, Alexandra House, 18 Chater 
Road, Central, Hong Kong 

代表者の氏名 Alexander Lin 

資本の額 661,838,565香港ドル 

事業の内容 証券業務 

割当予定先の内容 

大株主 
Credit Suisse (International) Holding AG
82.1％ 

当社が保有している割
当予定先の株式の数 

なし。 

出資関係 
割当予定先が保有して
いる当社の株式の数 

なし。 

取引関係等 該当事項なし。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

      （注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成18年９月14日現在のものである。 
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（2）新株予約権付社債に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」とい

う。）は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額（以下に定義する。）で

除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨てる。「転換価額」

とは、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項記載の金額を指すが、同欄第３

項又は第４項によりこれが修正又は調整される場合には、かかる修正又は調整後の金額

を指す。 

新株予約権の行使時の払込金額 １ 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債

とし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。但し、交付株式数に本欄

第２項ないし第４項記載の転換価額を乗じた額が行使請求する本新株予約権に係る

本社債の払込金額の総額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資され

る財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の

払込金額から上記差額を差し引いた額とする。上記但書の場合には、本社債の償還

金として上記差額を償還する。 

 ２ 転換価額は、当初、804,166円とする。 

 ３ 転換価額の修正 

 (1）本新株予約権付社債の発行後、毎年１月、４月、７月及び10月の第１金曜日（但

し、初回は平成18年10月11日とする。以下「修正日」という。）の前取引日まで

（同日を含む。）の15連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額

が、当該修正日の直前に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額

は、各修正日以降かかる金額に修正される。 

(2）本項第(1)号の適用に関して、修正後の転換価額が562,917円（以下「下限転換価

額」という。）を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。下

限転換価額は、本欄第４項の規定を準用して調整される。 

 (3）本項第(1)号の適用に関して、当該修正日の前取引日までの15連続取引日の間に本

欄第４項に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該15連続取引日

の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を

勘案して調整されるものとする。 

 (4）本新株予約権のいずれかの行使にあたって本項第(1)号に定める修正が行われる場合

には、当社は、かかる行使の際に、当該本社債権者に対し、修正後の転換価額を通

知するものとする。 

 ４ 転換価額の調整 

 (1）当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定め

る算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 

 
 

    
新発行・ 

処分株式数 
× 

１株当りの 

払込金額 
 

既発行株式数＋
時価 調整後 

転換価額
＝

調整前 

転換価額
×

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

      
 (2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。 

 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社の普通株式を処分する場合（無償割当てによる場

合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通

株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及

び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）
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 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその

終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発

行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日の翌日以降これを適用する。 

  ② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

 調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する

定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（無償割当てによる場合を含

む。） 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約

権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して

算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割

当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

 ⑤ 本項第(2)号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生

が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときには、本項第(2)号①ないし③にかかわらず、調整後の転換価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準

日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予

約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。但し、株

券の交付については別記（新株予約権付社債に関する事項）(注)４記載の規定

を準用する。 

 (調整前転換価額－ 

    調整後転換価額)
×

調整前転換価額により当該

期間内に交付された株式数
株式数＝ 

調整後転換価額 
 

 (3）転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価

額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額調整式を適用する場合には、転換

価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引い

た額を使用する。 

 (4）① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を四捨五入する。 

 ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整

後の転換価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株

式の総数から、当該日において当社の保有する当社の普通株式数を控除した数

とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、転換価額調整式で使用する新発

行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられ

る当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 (5）本項第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、本社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行

う。 
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 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調

整を必要とするとき。 

 ② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転

換価額の調整を必要とするとき。 

 ③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を

考慮する必要があるとき。 

 (6）本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の転換価額を初め

て適用する日が本欄第３項に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、本項

第(2)号に基づく転換価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下

限転換価額については、かかる調整を行うものとする。 

 (7）本欄第４項により転換価額の調整を行うときには、当社は、その旨並びにその事

由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項

を当該適用開始日の前日までに公告する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合そ

の他適用開始日の前日までに上記公告を行うことができない場合には、適用開始

日以降速やかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、

かかる公告は下限転換価額の調整についてのみ行う。 

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価額の総額 

金3,000,000,000円 

１ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第２項記載の転換価額（但し、「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項又は第４項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後

の転換価額）とする。 

 ２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金

額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものと

する。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を

減じた額とする。 

新株予約権の行使期間 平成18年10月10日から平成21年９月18日までとする。但し、①別記「償還の方法」欄第

２項第(2)号に基づき本社債が償還される場合は、償還日の前の日まで、②別記「償還の

方法」欄第２項第(3)号に基づき本社債が償還される場合は、所定の償還請求書及び当該

本新株予約権付社債券が別記「償還の方法」欄第３項記載の償還金支払場所に預託され

た時まで、③別記「償還の方法」欄第２項第(4)号に基づき取得した本社債を消却する場

合は、当社が本社債を消却した時まで、④別記「１ 新規発行新株予約権付社債（短期

社債を除く。）」(注)３「期限の利益喪失に関する特約」(4)及び(5)記載の期限の利益

の喪失の場合には、期限の利益の喪失時まで、また⑤別記「１ 新規発行新株予約権付

社債（短期社債を除く。）」(注)３「期限の利益喪失に関する特約」(1)ないし(3)記載

の期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失後の本社債の償還日までとする。上

記いずれの場合も、平成21年９月18日より後に本新株予約権を行使することはできな

い。 

１ 本新株予約権の行使請求受付場所 新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

 ２ 本新株予約権の行使請求取次場所 

 該当事項なし。 

 ３ 本新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

 該当事項なし。 

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。 

新株予約権の消却事由及び消却の条件 取得事由は定めない。 
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新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文及び同条第３項本文の定めにより、本

社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債と

し、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。但し、交付株式数に別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第２項ないし第４項記載の転換価額を乗じた額が行使請

求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下回る場合には、本新株予約権の

行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の

価額は、本社債の払込金額から上記差額を差し引いた額とする。上記但書の場合には、

本社債の償還金として上記差額を償還する。 

  （注）１ 本社債に付された新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計40個の本新株予約権を発行する。 

２ 本新株予約権の行使請求の方法 

本新株予約権を行使請求しようとする本社債権者は、所定の行使請求書に、行使請求しようとする本新株予約権付社債

を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株予約権付社債券を添えて別記「新株予約権

の行使期間」欄記載の行使請求期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１

項記載の行使請求受付場所に提出しなければならない。 

３ 新株予約権行使の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場

所」欄第１項記載の行使請求受付場所に到着した日に発生する。 

４ 株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後速やかに（但し、効力発生日の３営業日後の日までに）株券を交付する。 

（3）新株予約権付社債発行の背景及び目的 

当社グループは、平成６年の会社設立以来、ユーザーの困っていることを技術で解決し、ユーザーの生産効率の向上、引いて

は電子業界の発展に資するべく、非接触電気検査装置並びに関連製品の開発・改良を重ねてまいりました。こういった基本方針

の下、平成18年６月に定めた第３次中期事業計画を達成するべく、更なる技術開発を行うことができる環境を整え、製品の製造

効率の向上を図る必要があると考え、本新株予約権付社債の発行を決断いたしました。 

今後は、本新株予約権付社債発行で得た資金を、新社屋の建設等を通じた既存事業である治具の生産設備の増強等に活用する

ことにより、当社グループの業績に寄与するものと見込んでおります。また、借入金の返済、事業運転資金等への充当により、

資金負担を軽減させることで、財務体質の強化を図ることができるものと見込んでおります。 

 

前連結会計年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

  該当事項はありません。 

 

 

  (その他) 

   該当事項はありません。 
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平成19年４月期 第１四半期財務・業績の概況（個別）   平成18年９月15日 
 

上場会社名 オー・エイチ・ティー株式会社 （コード番号 6726 東証マザーズ）

         （ＵＲＬ http://www.oht-inc.co.jp）  

問 合 せ 先 代表者 役職名・氏名 代表取締役社長 石岡 聖悟 TEL：（084）960－2120 

  責任者 役職名・氏名 取締役管理部長 船越 克士  

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項   

① 四半期財務諸表の作成基準   ：中間財務諸表作成基準 

② 近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：無 

③ 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。 

 

２．平成19年４月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日～平成18年７月31日） 

(1) 経営成績の進捗状況                                    （百万未満切捨） 

 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 ％

19年４月期第１四半期 1,128 55.3 10 － 13 － 5 －

18年４月期第１四半期 726 △28.4 △139 － △146 － △85 －

（参考）18年４月期   4,714 269 215  118

 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円 銭

19年４月期第１四半期 127 95 

18年４月期第１四半期 △2,631 95 

（参考）18年４月期   3,058 33 

（注） 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

(2) 財政状態の変動状況                                   （百万円未満切捨） 

 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 

19年４月期第１四半期 6,747 4,387 65.0  106,610 64 

18年４月期第１四半期 6,496 4,184 64.4  102,216 29 

（参考）18年４月期   6,759 4,401 65.1  107,012 51 
 

３．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）         （百万円未満切捨） 

  売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 2,082 △21 △12 

通   期 4,991 178 97 

   （参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,377円83銭 

 （注）上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざま

な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合がありますので、この業績予想に全面的

に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
 

４．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

   中間期末 期末 年間 

18年４月期 0 600 600 

19年４月期（実績） 0 －  

19年４月期（予想） 0 600 600 
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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
  

（単位：千円）

前第１四半期会計期間末 

（平成17年７月31日現在）

当第１四半期会計期間末 

（平成18年７月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成18年４月30日現在) 

 
期  別 

 
 
科  目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

（資産の部）   ％  ％  ％

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金  1,324,914  1,380,886  946,116 

２．受取手形 ※５ 308,327  234,316  270,876 

３．売掛金  2,302,511  1,674,501  2,178,952 

４．たな卸資産  1,730,061  2,338,199  2,405,797 

５．繰延税金資産  80,230  26,139  26,139 

６．その他 ※４ 42,417  80,465  27,683 

 流動資産合計  5,788,461 89.1 5,734,507 85.0 5,855,567 86.6

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１      

（1）建物  189,633  189,933  192,224 

（2）構築物  3,927  21,010  3,287 

（3）機械装置  12,069  53,048  50,503 

（4）工具器具備品  33,410  28,437  30,576 

（5）土地  92,626  121,626  100,626 

有形固定資産合計  331,668 5.1 414,056 6.1 377,218 5.6

 ２．無形固定資産       

（1）ソフトウェア  10,833  7,665  8,457 

（2）特許権  130,967  170,996  163,634 

（3）電話加入権  1,246  1,246  1,246 

無形固定資産合計  143,047 2.2 179,907 2.7 173,337 2.6

 ３．投資その他の資産       

（1）投資有価証券  3,000  6,000  119,400 

（2）関係会社株式  215,400  385,373  214,374 

（3）関係会社貸付金  －  10,000  － 

（4）敷金保証金  9,553  10,979  10,997 

（5）繰延税金資産  1,772  1,914  4,165 

（6）その他  6,333  7,414  7,144 

貸倒引当金  △2,300  △2,300  △2,300 

投資その他の資産合計  233,760 3.6 419,382 6.2 353,781 5.2

 固定資産合計  708,475 10.9 1,013,346 15.0 904,338 13.4

 資産合計  6,496,937 100.0 6,747,853 100.0 6,759,905 100.0
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    （単位：千円）

前第１四半期会計期間末

（平成17年７月31日現在）

当第１四半期会計期間末 

（平成18年７月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成18年４月30日現在)

 
期  別 

 
科  目 金 額 構 成 比 金 額 構成比 金 額 構 成 比

 （負債の部）   ％  ％  ％

Ⅰ 流動負債      

１． 支払手形 ※５ 557,732 904,435  753,554 

２． 買掛金  102,949 135,884  165,129 

３． 短期借入金  1,008,337 800,000  800,000 

４． １年以内返済予定長期借入金  132,452 129,952  129,952 

５． 未払法人税等  1,814 12,660  95,000 

６． 賞与引当金  7,683 9,548  26,389 

７． その他  50,666 46,336  34,385 

 流動負債合計  1,861,635 28.7 2,038,817 30.2 2,004,411 29.7

Ⅱ 固定負債      

１． 長期借入金  450,994 321,042  353,530 

２． 退職給付引当金  186 539  539 

 固定負債合計  451,180 6.9 321,581 4.8 354,069 5.2

 負債合計  2,312,815 35.6 2,360,399 35.0 2,358,481 34.9

       
 （資本の部）      

Ⅰ 資本金  1,934,631 29.8 － － 1,942,791 28.7

Ⅱ 資本剰余金      

１． 資本準備金  1,922,415 －  1,930,575 

 資本剰余金合計  1,922,415 29.6 － － 1,930,575 28.5

Ⅲ 利益剰余金      

１． 任意積立金 350,000  －  350,000 

２． 
第１四半期（当期）未処分 
利益又は未処理損失 

△22,925  －  181,376 

 利益剰余金合計  327,074 5.0 － － 531,376 7.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － － － △3,319 △0.0

 資本合計  4,184,121 64.4 － － 4,401,424 65.1

 負債資本合計  6,496,937 100.0 － － 6,759,905 100.0

 （純資産の部）     

Ⅰ 株主資本      

１． 資本金  － － 1,943,853 28.8 － －

２． 資本剰余金      

 （1）資本準備金  － 1,931,637  － 

 資本剰余金合計  － － 1,931,637 28.6 － －

３． 利益剰余金      

 （1）その他利益剰余金      

    任意積立金  － 450,000  － 

    繰越利益剰余金  － 61,962  － 

 利益剰余金合計  － － 511,962 7.6 － －

 株主資本合計  － － 4,387,454 65.0 － －

 純資産合計  － － 4,387,454 65.0 － －

 負債・純資産合計  － － 6,747,853 100.0 － －
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(2) 四半期損益計算書 
   

（単位：千円）

 
前第１四半期会計期間 
自 平成17年５月１日 
至 平成17年７月31日 

 
当第１四半期会計期間 
自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日 

 
前事業年度の要約損益計算書

自 平成16年５月１日 
至 平成18年４月30日 

 
期  別 

 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

       ％

Ⅰ 売上高  726,945 100.0 1,128,816 100.0 4,714,239 100.0

Ⅱ 売上原価  624,069 85.8 882,467 78.2 3,422,566 72.6

 売上総利益  102,875 14.2 246,348 21.8 1,291,672 27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  242,309 33.4 235,581 20.9 1,021,846 21.7

 営業利益（又は営業損失）  △139,433 △19.2 10,766 0.9 269,826 5.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,240 0.6 5,573 0.5 36,416 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 11,512 1.6 2,407 0.2 91,191 1.9

 経常利益（又は経常損失）  △146,705 △20.2 13,932 1.2 215,051 4.6

Ⅵ 特別利益      

 関係会社株式売却益  － －  1,896 

 特別利益合計  － － － － 1,896 0.0

Ⅶ 特別損失      

１． 固定資産除却損  10 －  10 

２． たな卸資産評価損  － －  525 

 特別損失合計  10 0.0 － － 535 0.0

 
税引前四半期(当期)純利益(又 
は税引前四半期(当期)純損失) 

 △146,715 △20.2 13,932 1.2 216,412 4.6

 法人税、住民税及び事業税 ※３ △61,295 8,668  104,877 

 法人税等調整額  － －  △7,347 

 
四半期(当期)純利益(又は四半
期(当期)純損失) 

 △85,419 △11.8 5,264 0.5 118,882 2.5

 前期繰越利益  62,494 －  62,494 

 
第１四半期(当期)未処分利益
又は未処理損失 

 △22,925 －  181,376 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 
    

   当第１四半期会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年７月31日） （単位：千円）

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金

その他利益剰余金 

 

 

資本金 

資本準備金 任意積立金
繰越利益

剰余金 

その他利益

剰余金合計

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成18年４月30日 残高 1,942,791 1,930,575 350,000 181,376 531,376 531,376 4,404,744

四半期中の変動額   

新株の発行 1,062 1,062  2,124

剰余金の配当  △24,678 △24,678 △24,678 △24,678

任意積立金の積立  100,000 △100,000 － － －

四半期純利益  5,264 5,264 5,264 5,264

株主資本以外の項目の当四半

期会計期間の変動額（純額）
  

四半期中の変動額 合計 1,062 1,062 100,000 △119,413 △19,413 △19,413 △17,289

平成18年７月31日 残高 1,943,853 1,931,637 450,000 61,962 511,962 511,962 4,387,454

    

      評価・ 

換算差額等 

 

その他 

有価証券 
評価差額 

純資産合計
  

平成18年４月30日 残高 △3,319 4,401,424  

四半期中の変動額   

新株の発行  2,124  

剰余金の配当  △24,678  

任意積立金の積立  －  

四半期純利益  5,264  

株主資本以外の項目の当四半

期会計期間の変動額（純額）
3,319 3,319  

四半期中の変動額 合計 3,319 △13,970  

平成18年７月31日 残高 － 4,387,454
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

期  別 
 
項  目 

前第１四半期会計期間 

自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日 

当第１四半期会計期間 

自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日 

前事業年度 

自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

 関係会社株式 

移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1) 有価証券 

 関係会社株式 

      同左 

 その他有価証券 

 時価のないもの  

       同左 

(1) 有価証券 

 関係会社株式 

同左 

 その他有価証券 

 時価のないもの  

同左 

 (2) たな卸資産 

製品・仕掛品 

個別法による原価法 

原材料 

移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

製品・仕掛品 

     同左 

原材料 

      同左 

(2) たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

原材料 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（付属設

備を除く）は定額法によって

おります。） 

主な耐用年数 

 建物及び構築物  

  10～21年 

 機械装置   

  ５～６年  

(1) 有形固定資産 

     同左 

 

(1) 有形固定資産 

     同左 

 

 (2) 無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づいております。 

(2) 無形固定資産 

     同左 

 

(2) 無形固定資産 

     同左 

 

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1) 新株発行費 

     同左 

(1) 新株発行費 

     同左 

４．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

備えて、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

（1）貸倒引当金 

     同左 

 

（1）貸倒引当金 

     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17年５月１日 

至 平成17年７月31日 

当第１四半期会計期間 

自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日 

前事業年度 

自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第１四半期会計期間から「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１

７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4,387,454千円であります。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から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。 

 

期  別 
 
項  目 

前第１四半期会計期間 

自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日 

当第１四半期会計期間 

自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日 

前事業年度 

自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日 

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額の期間対応分を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

     同左 

 

（2）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、当第１四半期会計

期間末における退職給付債

務及び年金資産に基づき計

上しております。 

(3) 退職給付引当金 

     同左 

 

（3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め当期末における退職給付債務

及び年金資産に基づき計上して

おります。 

５．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、第

１四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。 

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。

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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注記事項 

 （四半期貸借対照表関係）  

前第１四半期会計期間末 
（平成17年７月31日現在） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年７月31日現在） 

前事業年度末 
（平成18年４月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

85,054千円 

２ 受取手形裏書高 

132,280千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

119,363千円

２ 受取手形裏書高 

69,467千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

109,661千円

２ 受取手形裏書高 

137,354千円

３     ―-―――――   ３ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行っており

ます。 

保証先 
金額 

(千円)
内容 

日本電針㈱ 24,500 借入債務

㈱ｴｽ･ﾃｨｰ･ｴﾌ 16,664 借入債務
 

 ３ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行っており

ます。 

保証先  
金額 

(千円) 
 内容 

日本電針㈱  25,500  借入債務

㈱ｴｽ･ﾃｨｰ･ｴﾌ  18,888  借入債務
 

※４ 消費税の取扱い 

仮払消費税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

め流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

※４ 消費税の取扱い 

        同左 

 

 

※４     ―-――――― 

 

 

 

※５ 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、当第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。当第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。 

   受取手形     16,774千円 

   支払手形     119,545千円 

※５    ―-――――― ※５ 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       378千円 

支払手形     109,210千円 

 

 

 （四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日 

当第１四半期会計期間 

自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日 

前事業年度 

自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    賃貸収入      2,100千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息      6,652千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    賃貸収入     2,100千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     2,150千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    助成金収入   18,711千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     22,048千円 

    新株発行費   68,432千円 

※３ 当第１四半期会計期間における税

金費用については、簡便法による税

効果会計を適用しているため、法人

税等調整額は「法人税、住民税及び

事業税」に含めて表示しておりま

す。 

※３       同左 ※３    ――――――― 

 ４ 減価償却実施額 

    有形固定資産   6,533千円 

        無形固定資産   1,602千円 

 ４ 減価償却実施額 

    有形固定資産   9,702千円 

        無形固定資産   2,698千円 

 ４ 減価償却実施額 

    有形固定資産   33,979千円 

       無形固定資産    8,080千円 
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 （四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 （リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 

自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日 

当第１四半期会計期間 

自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日 

前事業年度 

自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

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第１四半期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び第１四半期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 取得価額 

相 当 額 

減価償却累

計額相当額

第１四半期末

残高相当額 
 取得価額

相 当 額

減価償却累

計額相当額

第１四半期末

残高相当額

 取得価額 

相 当 額 

減価償却累

計額相当額

期末残高

相 当 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

機械装置 24,950 10,098 14,851 機械装置 24,950 13,663 11,286 機械装置 24,950 12,772 12,177

車両運搬具 9,399 5,758 3,641 車両運搬具 9,399 7,637 1,761 車両運搬具 9,399 7,167 2,231

ｿﾌﾄｳｪｱ 13,330 1,967 11,363 ｿﾌﾄｳｪｱ 13,330 4,633 8,697 ｿﾌﾄｳｪｱ 13,330 3,967 9,363

合計 47,680 17,824 29,855 合計 47,680 25,934 21,745 合計 47,680 23,907 23,772

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 8,104千円  １年内 7,243千円  １年内 7,552千円

 １年超 22,456千円  １年超 15,212千円  １年超 16,949千円

  合計 30,560千円   合計 22,456千円   合計 24,501千円

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 2,129千円 支払リース料 2,180千円 支払リース料 8,723千円

減価償却費相当額 1,980千円 減価償却費相当額 2,400千円 減価償却費相当額 8,063千円

支払利息相当額 177千円 支払利息相当額 135千円 支払利息相当額 661千円

４．減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

 (1) 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て、残

存価額を零とする定額法によってお

ります。 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

(1) 減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

(1) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(2) 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、各期の配分については、利息法

によっております。 

(2) 利息相当額の算定方法 

同左 

(2) 利息相当額の算定方法 

同左 

（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１四半期会計期間、当第１四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

 

 （１株当たり情報） 

 第１四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 （重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成17年７月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

平成18年９月15日開催の当社取締役会において、第三者割当方式による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議いたしました。詳細は第１四半期四半期連結財務諸表の「重要な後発事象」を参照願います。 

 

前会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日)    

 該当事項はありません。 

 

 （その他） 

   該当事項はありません。 
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