
 

平成 20 年３月 31 日 

各     位 

会 社 名  オー・エイチ・ティー株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 山 岡 秀 嗣 

（コード番号 ６７２６ 東証マザーズ） 

問合せ先  取締役経営企画本部長 秋 山  毅  

（ T E L． ０ ８ ４ － ９ ６ ０ － ２ １ ２ ０ ） 

 

 

（訂正）「平成 16 年４月期決算短信（連結）」の訂正に関するお知らせ 

 

 
 当社は、平成 19 年 12 月 13 日付「過年度決算訂正の可能性の発生並びに平成 20 年４月期中

間決算発表遅延に関するお知らせ」、平成 20 年１月 29 日付「平成 20 年４月期半期報告書提出

遅延及び当社株式の監理銘柄（確認中）への指定に関するお知らせ」及び平成 20 年２月 29 日

付「「平成 20 年４月期中間決算の状況」の開示及び半期報告書提出並びに過年度決算にかかる

訂正の概要に関するお知らせ」にて、過年度決算について訂正を要する事実の発生、当該事実

の概要等についてお知らせしてまいりましたが、本日開催の取締役会において、過年度決算に

かかる有価証券報告書、半期報告書、有価証券届出書に関する訂正について決議し、本日訂正

報告書を中国財務局に提出いたしました。 

 これに伴い、訂正対象となる過年度の「決算短信（連結）」及び「個別財務諸表の概要」並び

に「中間決算短信（連結）及び「個別中間財務諸表の概要」の訂正を実施した結果、「平成 16

年４月期決算短信（連結）」の記載事項につき別紙のとおり確定いたしましたのでご報告いたし

ます。（訂正箇所には下線を付しております。） 

 訂正後の「平成 16 年４月期決算短信（連結）」に続き、平成 16 年６月 11 日付で開示いたし

ました「平成 16 年４月期決算短信（連結）」をあわせて添付しております。 

 

 

以上 
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（訂正後） 

平成 16 年 ４ 月期    決算短信（連結）           平成16年６月11日 

上 場 会 社 名        オー・エイチ・ティー株式会社          上場取引所       東証（マザーズ） 

コ ー ド 番 号        ６７２６                              本社所在都道府県 広島県 
（ＵＲＬ  http://www.oht-inc.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 石岡 聖悟 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  氏名 船越 克士  ＴＥＬ (084)960－2120 
決算取締役会開催日 平成16年6月11日 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 16年４月期の連結業績（平成15年５月１日～平成16年４月30日） 
(1) 連結経営成績                                   （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

16年４月期 3,089 32.2 △92 － △99 －
15年４月期 2,336 74.0 257 － 221 －

 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本経

常利益率

売上高

経常利益率

 百万円    ％ 円  銭 円   銭 ％ ％ ％

16年４月期 △308 － △52,299  34   － － － －
15年４月期 118 － 24,190  09   24,161  77 11.4 7.4 9.5

(注)①持分法投資損益     16年４月期 －百万円  15年４月期  －百万円   
    ②期中平均株式数(連結) 16年４月期  5,890株  15年４月期  4,917株    
    ③会計処理の方法の変更   無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態                                  （百万円未満切捨） 

 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％  円  銭

16年４月期 3,809 901 23.7 153,092  02
15年４月期 3,298 1,214 36.8 206,189  39

(注)期末発行済株式数（連結）16 年４月期 5,890 株   15 年４月期  5,890 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                          （百万円未満切捨）  

 
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

16年４月期 △479 △201 574 553 

15年４月期 △234 △28 415 660 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  ４社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結 (新規)  ３社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．17年４月期の連結業績予想（平成16年５月１日～平成17年４月30日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 1,657 40 20 

通   期 3,594 258 145 

 (参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  12,353円98銭 

 
 
 
 
 

 (注)１．上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項について
は、添付資料６ページをご参照ください。 

  ２．１株当たり予想当期純利益（通期）は、分割後（１→２株）の発行済株式数11,780株で算出しております。
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社（オー・エイチ・ティー株式会社）及び連結子会社４社（株式会社エス・ティー・エフ、

ＫＯＨＴ Ｉｎｃ．、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）により構成されており、各種

電気機器類に組み込まれるプリント基板（注１）、半導体パッケージ向け基板（注２）及びガラス基板（注３）を

検査対象とする検査装置及びその治具（注４）の開発・企画・製造・販売を主たる業務としており、電気機器類、

プリント基板及びガラス基板メーカーを主要なユーザーとしております。 

当社は、検査装置及び治具の研究開発や企画、製品の 終調整に重点を置くために、当社が取扱う検査装置及び

その治具の製造については、検査装置本体、プリント基板搬送装置等の製造は外注先で行い、治具やセンサーと

いった検査装置の基幹部分の製造は国内の連結子会社である株式会社エス・ティー・エフに委託しております。当

社は、外注先や連結子会社から、主にこれらの半製品を仕入れ、当社で組立を行った後、検査装置を制御するソフ

トウェアをインストールし、ユーザーの仕様に合うよう 終調整を行って、検査装置をユーザーに納入しておりま

す。なお、連結子会社であるＫＯＨＴ Ｉｎｃ．は韓国内における当社製品の販売ならびに保守点検業務を主に行

なっており、卓超高科技電子（上海）有限公司は中国内における当社製品の販売ならびに保守点検業務及び治具の

製造を主に行なっており、また唯一高科技股份有限公司は台湾内における当社製品の販売ならびに保守点検業務を

主に行なっております。 

原則的には韓国内、中国内及び台湾内における当社製品の販売はそれぞれの拠点にあります子会社を通して行なっ

ておりますが、顧客の要望により、特定の販売代理店を通しての販売も行なっております。 

下図は、当社グループの事業系統を図示したものであります。 

 

[事業系統図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）１. ※ … 連結子会社であります。 

    ２．関連会社で持分法非適用会社であるＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌｔｄ．は、まだ事業を開始しておりま

せんので、記載を省略しております。 

 
国 内 ユーザー 

 
海 外 ユ ー ザ ー 

オー・エイチ・ティー株式会社 
（当 社） 

販売代理店

 
株式会社エス･ティー･エフ※

製品 

非接触電気検査装置 

非接触電気検査装置用治具 
 
接触電気検査装置 

接触電気検査装置用治具 
 
機能検査装置 
 
外観検査装置 

製品 

非接触電気 

 検査装置 

非接触電気検査 

 装置用治具 

製品 

生産委託 
部品 半製品 部品 

製品 
半製品 

 ＫＯＨＴ Ｉｎｃ.※ 

販売 
 手数料 

製品 

非接触電気 

 検査装置 

非接触電気検査

 装置用治具 

販売活動 
サービスサポート

卓超高科技電子  
 (上海)有限公司※ 
 

販売活動 
サービスサポート 
 
製品 

非接触電気検査 

 装置用治具 

部品 販売 
 手数料 

外 注 先 

 唯一高科技股份有限公司※
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

     当社は、電子基板業界の発展と産業の振興に貢献することを事業の理念としております。 

     この事業理念を達成するために、技術的に難易度の高い微細な電子基板について、当社の非接触検査技術を用

いることにより検査可能にし、顧客満足を得るのと同時に、歩留まり率改善の一翼を担う事により、ユーザー

の利益改善を行い、ひいては業界全体の発展と振興に貢献したいと考えております。 

      このように、当社は、常に 先端の電子基板業界及び株主各位の要望に応えるため、当社独自の非接触技術

を更に発展させ、より品質の高い検査装置を開発・提供する事により、社会に貢献することを事業運営の基本

方針としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

     当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定か

つ継続的な株主配当を実施していく方針であります。 

 

（３）投資単位引き下げに関する基本方針 

     当社は、当社株式の流動性向上ならびに株主数の増加を資本政策上の重要課題としております。株価水準を

考慮しつつ、当社株式の流動性向上及び個人投資家層拡大を目指してまいります。 

     このような方針に基づき、平成16年３月15日開催の取締役会決議により、平成16年４月30日 終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数１株につき２株の割合をもって分割いたします。 

 今後の投資単位につきましては、市場の要請等を勘案して適切に検討していく方針であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

     「売上高経常利益率10％以上」を当面の目標としております。業界全体には明るい兆しが見えつつあります

が、ガラス基板向け検査装置の販売、カスタマイズ、メンテナンス等に要する人員を増員したこと、また外注

費等の前倒し発生、更に海外ユーザーとの商談増加に伴い、現地でのサービスサポート体制の整備のために海

外現地法人の設立を行なったことなどが要因となって、目標を達成できておりません。今後は、原価低減、経

費削減はもとより、非接触技術の付加価値増大による利益率の向上を実施していく方針であります。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

当社の属する電子基板業界は、携帯電話、デジタルスチールカメラ、液晶、ＰＤＰ等の各種電気製品の販売

動向により、その業界全体の設備投資動向も変動する環境にあり、各電気製品メーカーは、製造コストを低減

するため、製造拠点を中国等、東アジア圏へのシフトを加速させると予想しております。 

このような状況下、当社は、中長期的な経営戦略として『グローバルニッチ』、『ノンコンタクト』、『テ

クニカルソリューション』を掲げました。当社が対象とする市場は、大資本がその資本力によって参入する市

場ではなく、たとえ市場規模は小さくとも技術力で世界一となることができる市場を対象として参ります。ま

た、当社は、当社独自の『非接触』技術をコアコンピタンスとして技術開発を進め、ユーザーの要望に迅速に

応えて参ります。更に、当社は、ユーザーの困っている事を当社の技術力で解決し、ユーザーと共に発展する

『技術力を持ったサービス業』を目指して参ります。 

上記経営戦略に沿って、海外拠点の充実を図り、当面は、更に大型化する液晶、ＰＤＰ用ガラス基板検査装

置の販売ならびにフレキシブル基板検査装置及び治具の製造、販売に注力して参ります。また、国内において

は、自動車向けプリント基板の機能検査装置、外観検査装置等ならびに治具の販売に注力して参ります。更に、

米国PerkinElmer Inc.ならびに株式会社ネオテクノジャパンと業務提携し、同社が製造する、フレキシブル基

板、TAB基板向け両面同時露光装置ならびに、スクリーン印刷機の販売を開始することで、製造から検査までの

一貫したトータルソリューションビジネスの構築を目指します。 

また、当社のコアコンピタンスである非接触検査技術を、プリント基板、ガラス基板以外の業界へ応用する

ための第１歩として、ハーネス及びケーブル向け非接触検査装置を開発し、製造・販売を開始いたしました。

今後、当該非接触を活用した検査装置の開発を更に進めてまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

     現状の経営課題として、主に以下の事項を考えております。 

①海外拠点 

      海外、特に中国を始めとするアジア圏諸国への装置の販売増加に伴い、それら装置に使用される治具の供

給体制及びサービスサポート体制の充実を重要な課題としております。これらに対処するため、現在、海外

拠点の準備に取組んでおり、平成15年９月に韓国、平成15年12月に中国（上海）及び平成16年４月に台湾に

おいて子会社として現地法人の設立を行ないました。 

②新技術の確立 

      前期におきまして、ガラス基板検査装置での抵抗値測定の実用化を行うことができましたが、この技術の

プリント基板及び半導体パッケージ向け基板用の非接触電気検査装置での実用化が重要なポイントとなって

おります。このため、これらの研究開発には専任の担当者を配置し、早期の実現を目指し取組んでおります。 

    ③製造装置事業の立ち上げ 

      フレキシブル基板メーカー等に対し、製造から検査までの一貫したテクニカルソリューションを指向し、

フレキシブル基板向け、全自動両面同時露光装置を、米国PerkinElmer Inc.と業務提携し、販売を開始いた

しました。また、株式会社ネオテクノジャパンと業務提携し、スクリーン印刷機の取扱いを開始いたしまし

た。当事業を、当社の既存事業である検査装置のユーザーに対し、提案営業を展開することで、売上高の増

加及び適正な利益の確保に注力して参ります。また、当事業を展開することで、フレキシブル基板等の製造

技術に関する情報をいち早く入手し、検査装置の改良・改善に生かすべく、研究開発を進めてまいります。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

    ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

      当社は、公正かつ透明な経営を行なうために、経営のチェック機能の充実及び株主各位を始めとする利害

関係者に対し、適時かつ公平な情報開示を行なうことに努めております。    

 ②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

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

状況 

 

株主総会 

        選任・解任          選任・解任 

取締役会 

取締役（４名） 
 

監査役会 

監査役（３名） 

        選任・解任  取締役の業務監査 

代表取締役社長   

    

内部監査室   

 
        当社は、監査役会制度を採用しています。３名の監査役のうち、常勤の監査役と非常勤の監査役２名

を選任しております。 

        内部監査室を設置しており、監査役との連携を図りながら、業務改善を進めております。 

     ロ．会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要 

        社外監査役２名との利害関係はありません。 

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

        当社は、定時の取締役会を毎月開催する事に加え、毎週常務会を開催し取締役会決議事項の進捗状況

のチェックを行い、問題点があった場合の迅速な対応を心がけています。 

        また、経営内容の透明性を高めるため、ＩＲ活動の強化を進めており、株主をはじめ投資家、報道機

関等に対する決算説明会の開催、東京証券取引所及び報道機関に対するニュースリリースや取材対応を

通じて積極的かつ公平な情報開示に努めております。 



－  － 

 

 

5

３．経営成績及び財政状態 

   （１）経営成績 

   ①当期の概況 

 当連結会計年度における世界経済は、期初のSARS（重症急性呼吸器症候群）やイラク戦争の影響から、先行

きが懸念される中で始まりましたが、その後の米国経済や、企業業績の好転により、年末にかけて明るい兆し

が見え始めてきました。しかし、一方では、WTI原油価格の高騰や、為替の変動等により、景気後退の懸念は脱

し切れておらず、依然として不透明な中推移しております。 

 このような環境の中、当社グループの属する電子基板業界につきましては、世界的な通信インフラ・情報技

術関連産業投資が、ブロードバンド回線の普及や、オリンピック開催に向けた薄型テレビの増産などの影響に

より、回復傾向が顕著となりつつあります。当社の製品が検査の対象とする、プリント配線基板・半導体パッ

ケージ向け基板の生産は、量産基板のみならず高密度基板についても、中国を中心とするアジア諸国の著しい

技術力向上により、生産拠点が同地域へシフトする傾向が顕著となることで、国内の基板メーカーにとっては、

更なる高付加価値製品の研究開発が求められております。 

このような中、携帯電話、デジタルスチールカメラ、液晶テレビ、プラズマディスプレイパネル（以下｢PDP｣

という。）等のデジタル家電に使用される、フィルム状のフレキシブル基板や、テープ状のTAB基板等の国内に

おける生産が堅調に推移いたしました。またガラス基板業界におきましては、国内外の液晶・PDPメーカーにお

いて、巨額の設備投資を短期間で行なう企業も出始めております。同液晶メーカーにおいては、ガラス基板の

大型化に伴い、第5世代までは抜き取り検査で対応していた電気検査工程を全数検査に移行する企業も出始めて

いることから、当社のガラス基板検査装置に対する需要も高まりつつあります。 

 このような状況の下で、当社グループは、顧客ニーズを当社独自のサービスサポート体制によって捉え、そ

れらを製品に反映させるとともに、当社のコアコンピタンスである非接触電気検査技術の精度を高め、顧客の

要望に応えるべく、研究開発及び既存製品の改善に取組んでまいりました。その成果として、第5世代以降の大

型基板の生産工程における全数検査に対応した、ガラス基板非接触電気検査装置（製品名「GX-3」）の販売が

好調に推移し、中間決算発表時の計画を上回る台数の出荷・売上計上を実現することができました。また、

テープ状のTAB基板向け非接触電気検査装置（製品名「TRX」）につきましても、国内外のユーザー向けに、販

売が好調に推移いたしました。更に、テープ状のTAB基板の両面を同時に検査することができる非接触電気検査

装置（製品名「WTRX」）や、PDPのIC実装時におけるドライバーモジュールの機能検査を行なう装置（製品名

「DX2000C」）につきましても、日本国内のみならず、韓国・台湾等のユーザーから好評をいただき、着実に販

売を伸ばすことができましたことに加え、上記ドライバーモジュール基板の形態が、テープ状のTAB基板に変化

しつつあることに伴い、「DX2000C」の検査機能に、「TRX」で培った基板搬送装置に関する技術をドッキング

させた検査装置（製品名「DX-TRX Advance」）の製造・販売を開始したことも、売上高の増加につながりまし

た。また、アジア市場において、当社グループの製品販売の増大及びサービスサポートの充実を目的として、

韓国にKOHT Inc.を、台湾に、唯一高科技股份有限公司を設立し、中国（上海）に、販売・メンテナンス及び治

具の製造拠点として、卓超高科技電子（上海）有限公司を設立いたしました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は3,089,217千円（前年同期比32.2％増）となりました。経常損

失は、売上原価率悪化による売上総利益の減少、ならびに人件費増加による販管費及び一般管理費の増加によ

り、99,667千円（前年同期は経常利益221,829千円）となりました。一方、当期純損失は、福山北産業団地移転

取り止めに伴う違約金23百万円等を特別損失に計上したことや、繰延税金資産取崩しにより、308,043千円（前

年同期は当期純利益118,952千円）となりました。 

   ②部門別の概況 

非接触電気検査装置部門におきましては、各種プリント基板や半導体パッケージ向け基板に関する設備投資

は、依然として本格的な回復となっておりませんが、国内外のフレキシブル基板メーカーにおいて、積極的な

設備投資を行なう企業も出始めております。そのため、フレキシブル基板向け検査装置が好調に推移いたしま

した。 

一方、液晶・PDP向けガラス基板検査装置につきましては、韓国・台湾をはじめとするFPDメーカーが、巨額

な設備投資を短期間に行なうなど、空前の規模の設備投資が行われつつあることと、液晶の第5世代以降の大型

基板においては、全数検査が必須となりつつあることから、当社の非接触電気検査装置に対するニーズが急激

に高まっており好調に推移いたしました。 

     この結果、売上高は2,409,606千円（同37.3％増）となりました。 
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     接触電気検査装置部門におきましては、検査の対象となる基板の生産が、中国を始めとするアジア諸国への

移管が加速する中で、日本国内における当該装置需要の減少傾向が顕著となっております。そういった中で、

当社は、本社、東京営業所、名古屋営業所を拠点にサービスサポートの充実を図り、ユーザーの要望に迅速に

応えることで、装置に使用される治具の受注及び売上に注力してまいりました。その結果、検査装置の保守部

品の販売、自動車業界向け、電池業界向け検査治具の販売が好調に推移いたしました。 

     この結果、売上高は595,389千円（同26.4％増）となりました。 

  その他の部門におきましては、当社は、ユーザーからの要望により、他社の外観検査装置を当社でカスタマ

イズして販売しておりますが、前年度においてユーザーの買い替え需要が一巡したことに加え、同外観検査装

置を製造していたメーカーが製造を中止したことを受けて、販売が軟調に推移いたしました。当期におきまし

て、他の外観検査装置メーカーの装置の販売を開始いたしましたが、前期外観検査装置メーカーの製造中止に

よる売上高減少を完全にカバーするまでには至りませんでした。 

  この結果、売上高は84,221千円（同23.9％減）となりました。 

   ③来期の見通し 

平成17年４月期通期見通しにつきましては、携帯電話、デジタルスチールカメラ等に使用される、フレキシ

ブル基板ならびに同基板の一種であるテープ状のTAB基板の生産が、引き続き高水準で推移すると予想されるこ

とから、同基板向け検査装置ならびに検査治具の販売が好調に推移すると予想しております。また、ガラス基

板検査装置につきましても、台湾・韓国等国内外のメーカー向け装置の設備導入が本格化する見込みであるこ

とから、売上高の伸長に寄与するものと予想しております。更に、フレキシブル基板、TAB基板向け製造装置で

ある露光装置の販売及び同基板向けスクリーン印刷機の販売を当期において開始したこと、ならびに、従来、

当社がターゲットとしていたプリント基板業界以外の産業界に対し、当社のコアコンピタンスである非接触技

術を応用した製品（ハーネステスター）の製造・販売を開始し、売上高が増加すると見込んでおりますので、

連結売上高は3,594百万円（前年同期比16.5％増）を予想しております。また、利益につきましては、売上高の

増加に応じて利益額も増大すると見込んでいるものの、上記製造装置事業の開始に必要な売上原価及び関連費

用等の増大を加味し、連結経常利益は258万円（同114.1％増）、連結当期純利益は145百万円（同157.8％増）

を見込んでおります。また、単体の売上高は3,562百万円（同14.9％増）、経常利益は217百万円（同87.5％

増）、当期純利益は129百万円（同132.6％増）を見込んでおります。 

 

 

   業績予想に関する注意事項 

    この資料に記載されている業績予想は、当社が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異なる場合がありますの

で、この業績予想に全面的に依存して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。 
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  （２）財政状態 

     当連結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、前連結会計年度末に比べ107,799

千円減少し、553,150千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、479,982千円（前年同期比245,944千円の増加）

となりました。これは主に、仕入債務の増加額（254,248千円）を計上いたしましたが、売上高の増加に伴う

売上債権の増加（305,399千円）と、ガラス基板検査装置の前倒し製造によるたな卸資産の増加（256,995千

円）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） 

      当連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、201,744千円（前年対比172,890千円の増加）と

なりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得（203,902千円）を計上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） 

      当連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、574,703千円（前年対比159,148千円の増加）と

なりました。これは主に、短期借入金の増加（406,410千円）と、長期借入れの増加（172,416千）を計上し

たことによるものです。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下表のとおりです。 

 
第８期 

平成14年４月

第９期 

平成15年４月

第10期 

平成16年４月 

自己資本比率（％） 32.2 36.8 23.7 

時価ベースの自己資本比率（％） ― 78.6 41.4 

債務償還年数（年） ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

注１． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しておりますが、第８期について

は、未上場であったため記載しておりません。 

注２． 第８期、第９期及び第10期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、債務償

還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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４．事業の概況等に関する特別記載事項 

    以下に当社の事業展開上のリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。当社は、これらのリスク発

生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生時の対応に努める方針ですが、投資判断は以下の特別記載

事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えます。 

 

（１）プリント基板業界と当社の経営成績について 

   当社の取扱っている検査装置は、主にプリント基板業界、半導体パッケージ業界及びガラス基板業界を販売の

対象としており、当社売上高の伸び率は電子基板生産額の伸び率を大幅に上回って推移しておりましたが、第８

期（平成14年４月期）については創業以来初の減収減益となっております。これは、いわゆる「ＩＴ不況」の影

響で当社ユーザーの設備投資意欲の大幅な減退による売上高の減少が主要因と考えております。前連結会計年度

においては、携帯電話、デジタルスチールカメラ、パソコン等向けのフレキシブル基板を検査対象とした検査装

置が好調に推移し増収増益となりましたが、当連結会計年度においてフレキシブル基板を検査対象とした検査装

置ならびにガラス基板検査装置の販売数の増加に伴い売上高も増加いたしましたが、販売管理費の増加により利

益を確保できない結果となりました。 

このように当社の検査装置が、主にプリント基板業界、半導体パッケージ業界及びガラス基板業界を対象とし

ている以上、今後の当社の経営成績が、これら業界の設備投資動向の影響を受ける可能性があります。さらに、

これら業界の設備投資動向は、半導体の世界的な需給動向及び各種基板の技術革新に影響を受けております。 

 

（２）非接触技術について 

    当社の取扱う製品の大きな特徴の一つは、非接触でプリント基板、半導体パッケージ向け基板及びガラス基板

の通電検査ができることであります。従来は、このプリント配線が、途中で断線していないか、或いは、短絡し

ていないかをピンコンタクトと呼ばれる配線にピンを当てる方法で通電状況を調べていましたが、昨今のプリン

ト基板の小型化やプリント配線の高密度化等により、ピンを正確に対象物に当てることが困難になりつつありま

す。そこで、当社が開発した非接触電気検査装置はこの問題点をピンではなく特殊なセンサーを利用することで

解決しており、非接触電気検査装置を実用化し、導入実績を積み重ねてきております。しかし、他社が当社の技

術を上回る画期的な新製品を開発・販売した場合、当社の非接触技術が陳腐化することにより、財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社は非接触電気検査装置のセンサー等の企画、開発といった研究開発活動を継続して行っていくため

に、資金や人材を充分に確保する必要があるとの認識を持っており、現状、それらは充分に確保できております

が、充分な資金や当社の求める人材を確保できずに、研究開発活動が滞った場合、当社の非接触技術開発が遅れ、

ユーザーの検査要求に応えられなくなるために、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（３）運転資金負担について 

  当社の事業特性として、検査装置の受注から納品、検収、売上債権の回収まで通常約８ヶ月から10ヶ月程度の

期間がかかり、また、その売上高は大規模なものになると数千万円から数億円に及ぶため、当社の平成16年4月

期における売上債権回転期間は5.4ヶ月となっております。一方、検査装置の製造に係る仕入費用や外注費用と

いった仕入先及び外注先に対する買掛金の支払いは、概ね２ヶ月から３ヶ月程度（同、仕入債務回転期間3.8ヶ

月）となっております。 

 このような事業特性上、当社には絶えず運転資金負担が発生し、事業の拡大はもとより、大量の受注が集中し

た場合には、相当額の運転資金負担が予測されます。このため、当社では、売掛金回収の早期化のために、ファ
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クタリング取引を積極的に用いることや販売代理店を通すことにより、運転資金負担を軽減させる施策を講じて

おりますが、充分な運転資金が確保できない場合には、当社の事業の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（４）海外生産拠点について 

  当社は平成15年12月、中華人民共和国（以下「中国」という。）に国内外の液晶・ＰＤＰメーカーならびにプ

リント基板メーカーへの販売促進及びサービスサポートの体制構築を目的として、卓超高科技電子（上海）有限

公司を設立いたしましたが、更に主な事業として当社製品の製造を計画しております。 

  中国で当社製品、主に当社電気検査装置の治具を製造することにより、アジア圏のユーザーへの納期を短縮す

る体制、日本国内で製造するよりもコストが削減出来る場合には、日本国内への輸出など当地生産によるメリッ

トを 大限活用した事業展開を考えておりますが、今後の為替変動や国際情勢、市況の変動によっては、計画通

りの生産が出来ない可能性もあります。 

 

（５）役員及び従業員に対するストックオプションについて 

当社は、定款及び旧商法第280条ノ19の規定に従い､平成12年７月28日、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21

の規定に従い、平成14年７月26日及び平成15年７月28日定時株主総会の株主総会決議に基づき、当社役員及び従

業員に対してストックオプション（新株予約権）を付与しております。当該ストックオプションの概要は、次の

とおりであります。 

 

平成12年７月28日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 発行価額 権利行使期間 権利行使についての条件

当社取締役２名 

当社執行役員５名 

当社従業員 31 名 

普通株式 144 株 300,000 円
自 平成 16 年８月 20 日 

至 平成 22 年７月 27 日 

定時株主総会決議及び取

締役会決議に基づき、当

社と対象取締役及び従業

員との間で締結する「新

株引受権付与契約書」に

定めるものとする。 

 

 平成14年７月26日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 発行価額 権利行使期間 権利行使についての条件

当社取締役２名 

当社執行役員１名 

当社監査役１名 

当社従業員６名 

当社の子会社の 

従業員１名 

普通株式 414 株 300,000 円 
自 平成 16 年８月 20 日 

至 平成 24 年７月 25 日 

①新株予約権の割当を受け
た者は、権利行使時にお
いても、当社及び当社の
子会社の取締役、監査
役、執行役員及びその他
の使用人の地位にあるこ
とを要する。ただし、任
期満了による退任、定年
退職その他正当な理由の
ある場合はこの限りでな
い。 

②その他、権利行使の条件
は、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者
との間で締結する「新株
予約権割当契約」に定め
るところによる。 
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 平成15年7月28日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 発行価額 権利行使期間 権利行使についての条件

当社取締役２名 

当社執行役員２名 

当社従業員２名 

当社の子会社の 

取締役１名 

普通株式 93 株 624,000 円 
自 平成 17 年８月 20 日 

至 平成 25 年７月 25 日 

①新株予約権の割当を受け
た者は、権利行使時にお
いても、当社及び当社の
子会社の取締役、監査
役、執行役員及びその他
の使用人の地位にあるこ
とを要する。ただし、任
期満了による退任、定年
退職その他正当な理由の
ある場合はこの限りでな
い。 

②その他、権利行使の条件
は、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者
との間で締結する「新株
予約権割当契約」に定め
るところによる。 

 かかるストックオプションによるインセンティブプランは、取締役や従業員全体に株主としての立場から株主価

値の 大化という概念を強く持って業績向上に対する意欲を持たせるものとして有効な制度であると認識しており

ますが、上記権利行使期間に当該ストックオプションの権利行使がなされた場合には、１株当たりの株式価値の希

薄化が生じる可能性があります。 

 

＜用語解説＞ 

注１：プリント基板 

電子回路等の配線を絶縁体の板に形成した基板で、あらゆる電気機器に用いられています。 

注２：半導体パッケージ向け基板 

回路部品を収容する容器で、他の回路に接続するための端子を備え、ＬＳＩの表面実装に用いられています。 

注３：ガラス基板 

絶縁体であるガラスに電子回路を形成した基板で、ＬＣＤ（液晶表示装置）やＰＤＰに用いられています。 

注４：治具 

   検査装置に検査対象基板を装着するための個別専用器具のことです。絶縁性のある樹脂製の板上に、検査対象基

板の接続ポイントに接触するように数百から数千のピンを配置しています。 
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５．連結財務諸表等 

(１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成15年４月30日） 
当連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
 

構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  833,019 721,181 △111,837

２．受取手形及び売掛金  1,093,902 1,392,213 298,311

３．たな卸資産  1,046,803 1,287,117 240,314

４．繰延税金資産  148,170 3,608 △144,562

５．その他  51,156 68,528 17,372

貸倒引当金  △8,363 － 8,363

流動資産合計  3,164,688 95.9 3,472,649 91.2 307,960

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  20,446 83,365  

減価償却累計額  9,654 10,792 12,055 71,309 60,517

(2）機械装置及び運搬具  41,716 62,870  

減価償却累計額  33,108 8,607 37,556 25,314 16,706

(3）工具器具備品  28,550 37,014  

減価償却累計額  17,716 10,834 23,748 13,266 2,431

(4）土地  － 92,626 92,626

(5）建設仮勘定  － 2,899 2,899

有形固定資産合計  30,234 0.9 205,416 5.4 175,182

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  11,814 6,670 △5,143

(2）特許権  71,617 101,544 29,927

(3）その他  1,394 1,394 － 

無形固定資産合計  84,826 2.6 109,609 2.9 24,783

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  3,700 3,700 －

(2）敷金保証金  7,719 8,816 1,097

(3）繰延税金資産  － 36 36

(4）その他  7,156 9,029 1,873

投資その他の資産合計  18,575 0.6 21,583 0.5 3,008

固定資産合計  133,635 4.1 336,609 8.8 202,973

資産合計  3,298,324 100.0 3,809,258 100.0 510,934
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前連結会計年度 

（平成15年４月30日） 
当連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金  553,598 806,042 252,444

２．短期借入金  1,150,924 1,557,894 406,970

３．未払法人税等  40,070 27,504 △12,565

４．未払費用  18,268 16,266 △2,002

５．賞与引当金  17,790 20,101 2,311

６．その他  14,351 16,590 2,239

流動負債合計  1,795,002 54.4 2,444,399 64.2 649,396

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  288,820 460,934 172,114

２．退職給付引当金  － 127 127

３．繰延税金負債  45 11 △34

固定負債合計  288,865 8.8 461,073 12.1 172,207

負債合計  2,083,868 63.2 2,905,473 76.3 821,604

   

（少数株主持分）   

  少数株主持分  － － 2,073 0.0 2,073

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 529,500 16.1 529,500 13.9 0

Ⅱ 資本剰余金  517,284 15.7 517,284 13.6 0

Ⅲ 利益剰余金  167,671 5.0 △144,494 △3.8 △312,166

Ⅳ 為替換算調整勘定  － － △577 △0.0 △577

資本合計  1,214,455 36.8 901,712 23.7 △312,743

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 3,298,324 100.0 3,809,258 100.0 510,934
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 (２）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額 
（千円）

 Ⅰ 売上高  2,336,114 100.0 3,089,217 100.0 753,102

 Ⅱ 売上原価 ※１ 1,627,259 69.7 2,574,064 83.3 946,805

    売上総利益  708,855 30.3 515,152 16.7 △193,702

 Ⅲ 販売費及び一般管理費   

  １．広告宣伝費  12,263 20,863  

  ２．運賃  16,862 23,759  

  ３．貸倒引当金繰入額  4,641 －  

  ４．役員報酬  53,076 68,927  

  ５．給与手当  85,509 142,717  

  ６．旅費交通費  103,594 111,637  

  ７．地代家賃  16,367 19,304  

  ８．支払手数料  － 63,427  

  ９．賞与引当金繰入額  4,994 5,497  

   10．その他  154,478 451,788 19.3 151,250 607,384 19.7 155,595

営業利益又は営業損失（△）  257,067 11.0 △92,231 △3.0 △349,298

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  102 131  

２．受取割戻料  2,076 －  

３．消費税差額戻入益  1,560 1,700  

４．助成金収入  1,000 17,342  

５．その他  1,225 5,964 0.3 2,644 21,818 0.7 15,854

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  26,296 27,128  

２．新株発行費  13,099 －  

３．その他  1,806 41,201 1.8 2,125 29,254 0.9 △11,946

経常利益又は経常損失（△）  221,829 9.5 △99,667 △3.2 △321,497

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  － － － 8,363 8,363 0.3 8,363

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ － 249  

２．契約解除違約金  － － － 23,682 23,932 0.8 23,932

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 221,829 9.5 △115,235 △3.7 △337,065

法人税、住民税及び事
業税 

 51,648 47,158  

法人税等調整額  51,229 102,877 4.4 144,492 191,651 6.2 88,773

少数株主利益  － － 1,155 0.1 1,155

当期純利益又は当期純
損失（△） 

 118,952 5.1 △308,043 △10.0 △426,995
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（３）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   372,284  517,284 145,000

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  145,000 145,000 － － △145,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高   517,284  517,284 0

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   48,719  167,671 118,952

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  118,952 118,952 － － △118,952

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １．当期純損失    308,043  

 ２．配当金  － － 4,123 312,166 312,166

Ⅳ 利益剰余金期末残高   167,671  △144,494 △312,166
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日）

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減 

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 

   

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 

 221,829 △115,235 △337,065

減価償却費  19,592 19,291 △301

貸倒引当金の増加又は減少額
（△） 

 4,641 △8,363 △13,004

賞与引当金の増加額 590 2,311 1,721

退職給付引当金の増加額 － 124 124

受取利息及び受取配当金 △102 △131 △29

支払利息 26,296 27,128 832

為替差益（△） － △347 △347

新株発行費 13,099 － △13,099

有形固定資産除却損 － 249 249

売上債権の増加額（△）  △264,745 △305,399 △40,654

たな卸資産の増加額（△）  △196,914 △256,995 △60,080

その他流動資産の増加額（△）  △18,729 △17,356 1,372

仕入債務の増加額  159,017 254,248 95,230

未払費用の減少額（△)  △5,450 △2,002 3,448

割引手形の増加又は減少額（△)  △23,049 7,091 30,140

その他流動負債の増加又は減少
額（△） 

 △97,306 2,191 99,498

小計  △161,231 △393,195 △231,964

利息及び配当金の受取額  102 131 29

利息割引料の支払額  △26,296 △27,128 △832

法人税等の支払額  △46,613 △59,789 △13,175

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △234,038 △479,982 △245,943



－  － 

 

 

16

  
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日）

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   

定期預金の預入による支出  △172,068 △167,031 5,037

定期預金の払戻による収入  177,524 171,068 △6,456

有形固定資産の取得による支出  △4,971 △171,019 △166,048

無形固定資産の取得による支出  △30,911 △32,883 △1,972

敷金保証金の増加（△）又は減
少額 

 1,702 △1,053 △2,755

新規連結子会社の取得による収
入 

 － 1,026 1,026

その他投資等の増加（△）  △130 △1,851 △1,721

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △28,854 △201,744 △172,890

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   

短期借入金の純増加額  273,384 406,410 133,026

長期借入れによる収入  200,000 400,000 200,000

長期借入金の返済による支出  △220,922 △227,584 △6,662

社債の償還による支出  △60,000 － 60,000

株式の発行による収入  223,093 － △223,093

配当金の支払額  － △4,123 △4,123

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 415,555 574,703 159,148

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 － △777 △777

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加又は減
少額（△） 

 152,661 △107,799 △260,460

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  508,288 660,950 152,662

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  660,950 553,150 △107,799
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数        １社 連結子会社の数        ４社 

 株式会社 エス・ティー・エフ 株式会社エス・ティー・エフ 

ＫＯＨＴ Ｉｎｃ． 

卓超高科技電子（上海）有限公司 

唯一高科技股份有限公司 

 上記のうち、ＫＯＨＴ Ｉｎｃ．、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については、当連結

会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

(1）持分法適用会社 (1）持分法適用会社 

 該当事項はありません。 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(2）持分法を適用していない関連会社 (2) 持分法を適用していない関連会社 

  ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌｔｄ．

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。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。 

 連結子会社のうち、ＫＯＨＴ Ｉｎ

ｃ.、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。 

 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 

  

イ．有価証券 イ．有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券   その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

  個別法による原価法 同左 

 原材料 原材料 

  移動平均法による原価法 同左 
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科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

 定率法 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10年～18年 

機械装置    ５年～６年 

 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。） 

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 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

ロ．無形固定資産 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ェアにつ

いては、社内における見込み利用可能

期間(５年)に基づいております。 

同左 

イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  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。 

 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。 

 ロ．賞与引当金 ロ．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。 

 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。 

 ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 

  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

及び年金資産に基づき計上しておりま

す。 

 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

に基づき計上しております。 

(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、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。 

 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。 
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科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

(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 

イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

 ロ．自己株式及び法定準備金の取崩額等

に関する会計基準 

 「自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準」（企業会計基準第

１号）が平成14年４月１日以降に適用

されることになったことに伴い、当連

結会計年度から同会計基準によってお

ります。これによる当連結会計年度の

損益に与える影響はありません。 

 なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の資本の部及び連結剰余金計算

書については、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

────── 

 ハ．１株当たり情報 

 「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第４号）が平成14年４月１日以降

開始する連結会計年度に係る連結財務

諸表から適用されることになったこと

に伴い、当連結会計年度から同会計基

準及び適用指針によっております。な

お、これによる影響については、「１

株当たり情報に関する注記」に記載し

ております。 

────── 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 該当事項はありません。 同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 
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科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

８．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

更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 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

───── （損益計算書） 

  １．前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しておりました「支払手数料」は、販売費

及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため区分

掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「支払手数料」は、

29,573千円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受

取割戻料」は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することにしました。 

   なお、当連結会計年度の「受取割戻料」は、85千

円であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成16年４月30日） 

 
 １．受取手形割引高 18,992千円

受取手形裏書高 6,924千円
  

 
 １．受取手形割引高 26,083千円

受取手形裏書高 417千円
  

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,890株であ

ります。 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,890株であ

ります。 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

※１ 当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１ 当期製造費用に含まれる研究開発費 

36,997千円 72,299千円

───── ※２ 固定資産除却損は建物249千円であります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成15年４月30日現在） （平成16年４月30日現在）
 
現金及び預金勘定 833,019千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △172,068千円

現金及び現金同等物 660,950千円
  

 
現金及び預金勘定 721,181千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 168,031千円

現金及び現金同等物 553,150千円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16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 

① リース物件の取得価額相当額・減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額・減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

科目 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

47,770 16,359 31,410

合計 47,770 16,359 31,410

  

 

科目 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

50,869 23,801 27,067

ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 24,031 31,437

  
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 7,193千円

１年超 25,014千円

計 32,208千円
  

 
１年内 6,910千円

１年超 23,971千円

計 30,881千円
  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 7,772千円

減価償却費相当額 6,929千円

支払利息相当額 824千円
  

 
支払リース料 8,501千円

減価償却費相当額 7,672千円

支払利息相当額 839千円
  

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 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 (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。 

同左 

(2）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成15年４月30日現在） 

１．時価の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） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,700 

 

当連結会計年度末（平成16年４月30日現在） 

１．時価の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） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,700 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30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。 

 

当連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30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。 

 

（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

退職年金 

 平成11年４月１日より退職金制度の全部について

適格退職年金制度を採用しております。 

 当社においては、平成11年４月１日より退職金制

度の全部について適格退職年金制度を、一部の在外

子会社については退職一時金制度を採用しておりま

す。 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 
イ．退職給付債務 3,290千円

ロ．年金資産 △3,401千円

ハ．前払年金費用 △110千円
  

 
イ．退職給付債務 4,577千円

ロ．年金資産 △4,482千円

ハ．連結貸借対照表計上額純額 95千円

二．前払年金費用 △32千円

ホ．退職給付引当金 127千円
  

３．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ３．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 直近の年金財政計算上の責任準備金をもって退職

給付債務とする簡便法を採用しております。 

 退職給付引当金の算定に当っては、退職給付債務

の金額から年金資産の額を控除した金額をもって計

上すべき前払年金費用としております。 

 退職年金制度については、直近の年金財政計算上

の責任準備金をもって退職給付債務とする簡便法を

採用しております。 

退職給付引当金の算定に当っては、退職給付債務の

金額から年金資産の額を控除した金額をもって計上

すべき前払年金費用としております。 

 退職一時金制度については、期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法を採用しておりま

す。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 

繰延税金資産（流動） 

未払事業税 3,067千円

賞与引当金 6,191千円

貸倒引当金 2,644千円

未実現利益 3,523千円

その他 757千円

売上修正額 145,638千円

 計 161,822千円

繰延税金負債（流動） 

  たな卸資産修正額 13,651千円

  計 13,651千円

 

繰延税金資産の純額 148,170千円

 

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 45千円

繰延税金負債合計 45千円
 

   
繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 934千円

未実現利益 2,805千円

その他 49千円

  計  3,788千円

繰延税金負債（流動） 

貸倒引当金 130千円

その他 50千円

 計 180千円

 

繰延税金資産の純額 3,608千円

 

繰延税金資産（固定） 

その他 37千円

  計 37千円

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 12千円

 計 12千円

 

繰延税金資産の純額 25千円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率 41.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

1.1％

住民税均等割 1.5％

欠損子会社の税効果未認識額 0.4％

その他 1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

46.4％

  

 
 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

おりますので、記載を省略しております。  

３．地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴

い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算（ただし、平成16年５月１日以降解消が見

込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は

前連結会計年度の41.7％から40.5％に変更されまし

た。この変更による影響は軽微であります。 

３．        ────── 
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 (セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計期間（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成14年５

月１日 至 平成15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 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30日） 

       当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項は

ありません。 

     当連結会計期間（自 平成15年５月１日 至 平成16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。 

 

３．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 118,867 159,739 92,278 9,023 379,908 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 2,336,114 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合（％） 

5.1 6.8 4.0 0.4 16.3 

 

     当連結会計期間（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 43,475 310,095 412,135 38,466 804,172

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― ― 3,089,217

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合（％） 

1.4 10.0 13.3 1.3 26.0
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

法人主要 
株主 

伯東 
株式会社 

東京都
新宿区 

8,100,252 卸売業 
被所有 
直接 
15.28％

－ 
当社製
品の販
売 

非接触検査装
置の販売 

321,108 売掛金 88,954

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高等には、消費税等が含まれており

ます。 

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等は以下のとおりです。 

当社製品の販売については、一般的取引条件に同社の販売機能等を勘案して合理的に決定しております。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 石岡聖悟 － － 
当社代表 
取締役社長

被所有 
直接 
32.50％

－ － 
第１回無担保
社債債務保証

－ － －

 （注）１．代表取締役社長石岡聖悟の債務保証に対する保証料の支払いは行っておりません。 

２．代表取締役社長石岡聖悟の第１回無担保社債の債務保証は、平成15年１月31日で解消しております。

（第１回無担保社債は平成15年１月31日をもって、繰上げ償還しております。） 

 

当連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

   関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１株当たり純資産額 206,189円39銭 153,092円02銭 

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額（△） 
24,190円09銭 △52,299円34銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

24,161円77銭 

 当連結会計年度から「１株当た

り当期純利益に関する会計基準」

（企業会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）を適用しており

ます。 

 なお、同会計基準及び適用指針

を前連結会計年度に適用して算定

した場合の１株当たり情報につい

ては、影響がありません。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、潜

在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載して

おりません。 

 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△） 
  

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
118,952 △308,043 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
118,952 △308,043 

期中平均株式数（株） 4,917 5,890 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 5 － 

（うち新株引受権） （1） （－）

（うち新株予約権） （4） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 該当事項はありません。 新株予約権３種類（新株予約権

の目的となる株式の数651株）。 

なお、新株予約権の概要は、「第

４ 提出会社の状況、１ 株式等

の状況、（２）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。
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 (重要な後発事象) 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

新株予約権の付与 株式の分割 

 平成15年７月28日の定時株主総会において、当社及び

当社子会社の取締役ならびに従業員に商法第280条ノ20

及びに商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプ

ション（新株予約権）を付与することを決議いたしまし

た。 

 平成16年３月15日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

１．平成16年６月18日付をもって普通株式１株につき２

株に分割いたします。 
 
新株予約権の数 100個を上限とする。 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 

普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

新株予約権の行使時の

払込金額 

新株予約権発行の日の属する月

の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く）における東京証券

取引所における当社株式普通取

引の終値の平均値（１円未満の

端数は切り上げる。）に1.05を

乗じた金額とし、１円未満の端

数は切り上げる。 

ただし、その価額が新株予約権

発行日の終値（当日終値のない

場合は、それに先立つ直近日の

終値）を下回る場合は、当該終

値とする。 

新株予約権の行使期間 平成17年８月20日から 

平成25年７月25日まで 

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 

発行価格：新株予約権の払込金

額とする。 

資本組入額：当社の取締役会に

て決議する。 

新株予約権の付与対象

者 

当社及び当社子会社の取締役な

らびに従業員 

なお、付与対象者の人数は、当

社の取締役会にて決議する。 

新株予約権行使の条件 権利行使の条件は、本総会決議

及び取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に

定めるところによる。 
  

（1）分割により増加する株式数 

    普通株式  5,890株 

（2）分割方法 

    平成16年４月30日 終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数１

株につき２株の割合をもって分割いたします。 

２．配当起算日 

   平成16年５月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

103,094円70銭

１株当たり当期純利益 

金額 

12,095円05銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

12,080円89銭

１株当たり純資産額 

76,546円01銭

１株当たり当期純損失 

金額（△） 

△26,149円67銭

 なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式

は存在するものの１株当

たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

 

業務提携の締結 

 フレキシブル基板等の製造装置事業を開始するため、

平成16年６月１日開催の取締役会において、次の会社と

業務提携契約を締結することを決議いたしました。 

１．PerkinElmer Inc．（米国） 

２．株式会社ネオテクノジャパン（東京都） 
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６. 生産、受注及び販売の状況 

  (１) 生産実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,705,460 133.3 

接触電気検査装置部門 587,949 122.9 

その他部門 84,216 76.1 

合計 3,377,626 129.0 

 (注) １．金額は販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

   当社製品群は基本的には受注生産でありますが、電気検査装置につきましては、業界の慣習等の理由により、

正式注文書の発行が受注時にされず、販売金額が受注時と納品時で異なるために受注金額の把握が困難となって

おります。また、電気検査用治具につきましては、受注後から３日から10日間くらいと非常に納期が短くなって

おります。これらの理由により、受注状況の記載は省略しております。 

 

（３）販売実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,409,606 137.3 

接触電気検査装置部門 595,389 126.4 

その他部門 84,221 76.1 

合計 3,089,217 132.2 

 (注) １．前連結会計期間及び当連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 伯東株式会社 321,108 13.7 － － 

 西華産業株式会社 237,713 10.2 － － 

（注）当連結会計年度については、総販売実績に対する割合がいずれの相手先も100分の10未満である  

ため、記載を省略しております。 

  ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 
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平成 16 年 ４ 月期    決算短信（連結）           平成16年６月11日 

上 場 会 社 名        オー・エイチ・ティー株式会社          上場取引所       東証（マザーズ） 

コ ー ド 番 号        ６７２６                              本社所在都道府県 広島県 
（ＵＲＬ  http://www.oht-inc.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 石岡 聖悟 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  氏名 船越 克士  ＴＥＬ (084)960－2120 
決算取締役会開催日 平成16年6月11日 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 16年４月期の連結業績（平成15年５月１日～平成16年４月30日） 
(1) 連結経営成績                                   （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

16年４月期 3,085 37.6 128 △9.4 120 13.7
15年４月期 2,242 16.2 141 65.3 106 68.7

 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本経

常利益率

売上高

経常利益率

 百万円    ％ 円  銭 円   銭 ％ ％ ％

16年４月期 56 1.9 9,585  16 9,091  24 3.9 3.2 3.9

15年４月期 55 △86.1 11,266  75 11,253  56 4.3 3.3 4.7
(注)①持分法投資損益     16年４月期 －百万円  15年４月期  －百万円   
    ②期中平均株式数(連結) 16年４月期  5,890株  15年４月期  4,917株    
    ③会計処理の方法の変更   無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態                                  （百万円未満切捨） 

 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％  円  銭

16年４月期 4,144 1,460 35.2 248,028  62
15年４月期 3,461 1,409 40.7 239,241  49

(注)期末発行済株式数（連結）16 年４月期 5,890 株   15 年４月期  5,890 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                          （百万円未満切捨）  

 
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

16年４月期 △479 △201 574 553 

15年４月期 △234 △28 415 660 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  ４社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結 (新規)  ３社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．17年４月期の連結業績予想（平成16年５月１日～平成17年４月30日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 1,657 40 20 

通   期 3,594 258 145 

 (参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  12,353円98銭 

 
 
 
 
 

 (注)１．上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項について
は、添付資料６ページをご参照ください。 

  ２．１株当たり予想当期純利益（通期）は、分割後（１→２株）の発行済株式数11,780株で算出しております。

＜ご参考＞ 
（訂正前） 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社（オー・エイチ・ティー株式会社）及び連結子会社４社（株式会社エス・ティー・エフ、

ＫＯＨＴ Ｉｎｃ．、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）により構成されており、各種

電気機器類に組み込まれるプリント基板（注１）、半導体パッケージ向け基板（注２）及びガラス基板（注３）を

検査対象とする検査装置及びその治具（注４）の開発・企画・製造・販売を主たる業務としており、電気機器類、

プリント基板及びガラス基板メーカーを主要なユーザーとしております。 

当社は、検査装置及び治具の研究開発や企画、製品の 終調整に重点を置くために、当社が取扱う検査装置及び

その治具の製造については、検査装置本体、プリント基板搬送装置等の製造は外注先で行い、治具やセンサーと

いった検査装置の基幹部分の製造は国内の連結子会社である株式会社エス・ティー・エフに委託しております。当

社は、外注先や連結子会社から、主にこれらの半製品を仕入れ、当社で組立を行った後、検査装置を制御するソフ

トウェアをインストールし、ユーザーの仕様に合うよう 終調整を行って、検査装置をユーザーに納入しておりま

す。なお、連結子会社であるＫＯＨＴ Ｉｎｃ．は韓国内における当社製品の販売ならびに保守点検業務を主に行

なっており、卓超高科技電子（上海）有限公司は中国内における当社製品の販売ならびに保守点検業務及び治具の

製造を主に行なっており、また唯一高科技股份有限公司は台湾内における当社製品の販売ならびに保守点検業務を

主に行なっております。 

原則的には韓国内、中国内及び台湾内における当社製品の販売はそれぞれの拠点にあります子会社を通して行なっ

ておりますが、顧客の要望により、特定の販売代理店を通しての販売も行なっております。 

下図は、当社グループの事業系統を図示したものであります。 

 

[事業系統図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）１. ※ … 連結子会社であります。 

    ２．関連会社で持分法非適用会社であるＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌｔｄ．は、まだ事業を開始しておりま

せんので、記載を省略しております。 

 
国 内 ユーザー 

 
海 外 ユ ー ザ ー 

オー・エイチ・ティー株式会社 
（当 社） 

販売代理店

 
株式会社エス･ティー･エフ※

製品 

非接触電気検査装置 

非接触電気検査装置用治具 
 
接触電気検査装置 

接触電気検査装置用治具 
 
機能検査装置 
 
外観検査装置 

製品 

非接触電気 

 検査装置 

非接触電気検査 

 装置用治具 

製品 

生産委託 
部品 半製品 部品 

製品 
半製品 

 ＫＯＨＴ Ｉｎｃ.※ 

販売 
 手数料 

製品 

非接触電気 

 検査装置 

非接触電気検査

 装置用治具 

販売活動 
サービスサポート

卓超高科技電子  
 (上海)有限公司※ 
 

販売活動 
サービスサポート 
 
製品 

非接触電気検査 

 装置用治具 

部品 販売 
 手数料 

外 注 先 

 唯一高科技股份有限公司※
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

     当社は、電子基板業界の発展と産業の振興に貢献することを事業の理念としております。 

     この事業理念を達成するために、技術的に難易度の高い微細な電子基板について、当社の非接触検査技術を用

いることにより検査可能にし、顧客満足を得るのと同時に、歩留まり率改善の一翼を担う事により、ユーザー

の利益改善を行い、ひいては業界全体の発展と振興に貢献したいと考えております。 

      このように、当社は、常に 先端の電子基板業界及び株主各位の要望に応えるため、当社独自の非接触技術

を更に発展させ、より品質の高い検査装置を開発・提供する事により、社会に貢献することを事業運営の基本

方針としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

     当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定か

つ継続的な株主配当を実施していく方針であります。 

 

（３）投資単位引き下げに関する基本方針 

     当社は、当社株式の流動性向上ならびに株主数の増加を資本政策上の重要課題としております。株価水準を

考慮しつつ、当社株式の流動性向上及び個人投資家層拡大を目指してまいります。 

     このような方針に基づき、平成16年３月15日開催の取締役会決議により、平成16年４月30日 終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数１株につき２株の割合をもって分割いたします。 

 今後の投資単位につきましては、市場の要請等を勘案して適切に検討していく方針であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

     「売上高経常利益率10％以上」を当面の目標としております。業界全体には明るい兆しが見えつつあります

が、ガラス基板向け検査装置の販売、カスタマイズ、メンテナンス等に要する人員を増員したこと、また外注

費等の前倒し発生、更に海外ユーザーとの商談増加に伴い、現地でのサービスサポート体制の整備のために海

外現地法人の設立を行なったことなどが要因となって、目標を達成できておりません。今後は、原価低減、経

費削減はもとより、非接触技術の付加価値増大による利益率の向上を実施していく方針であります。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

当社の属する電子基板業界は、携帯電話、デジタルスチールカメラ、液晶、ＰＤＰ等の各種電気製品の販売

動向により、その業界全体の設備投資動向も変動する環境にあり、各電気製品メーカーは、製造コストを低減

するため、製造拠点を中国等、東アジア圏へのシフトを加速させると予想しております。 

このような状況下、当社は、中長期的な経営戦略として『グローバルニッチ』、『ノンコンタクト』、『テ

クニカルソリューション』を掲げました。当社が対象とする市場は、大資本がその資本力によって参入する市

場ではなく、たとえ市場規模は小さくとも技術力で世界一となることができる市場を対象として参ります。ま

た、当社は、当社独自の『非接触』技術をコアコンピタンスとして技術開発を進め、ユーザーの要望に迅速に

応えて参ります。更に、当社は、ユーザーの困っている事を当社の技術力で解決し、ユーザーと共に発展する

『技術力を持ったサービス業』を目指して参ります。 

上記経営戦略に沿って、海外拠点の充実を図り、当面は、更に大型化する液晶、ＰＤＰ用ガラス基板検査装

置の販売ならびにフレキシブル基板検査装置及び治具の製造、販売に注力して参ります。また、国内において

は、自動車向けプリント基板の機能検査装置、外観検査装置等ならびに治具の販売に注力して参ります。更に、

米国PerkinElmer Inc.ならびに株式会社ネオテクノジャパンと業務提携し、同社が製造する、フレキシブル基

板、TAB基板向け両面同時露光装置ならびに、スクリーン印刷機の販売を開始することで、製造から検査までの

一貫したトータルソリューションビジネスの構築を目指します。 

また、当社のコアコンピタンスである非接触検査技術を、プリント基板、ガラス基板以外の業界へ応用する

ための第１歩として、ハーネス及びケーブル向け非接触検査装置を開発し、製造・販売を開始いたしました。

今後、当該非接触を活用した検査装置の開発を更に進めてまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

     現状の経営課題として、主に以下の事項を考えております。 

①海外拠点 

      海外、特に中国を始めとするアジア圏諸国への装置の販売増加に伴い、それら装置に使用される治具の供

給体制及びサービスサポート体制の充実を重要な課題としております。これらに対処するため、現在、海外

拠点の準備に取組んでおり、平成15年９月に韓国、平成15年12月に中国（上海）及び平成16年４月に台湾に

おいて子会社として現地法人の設立を行ないました。 

②新技術の確立 

      前期におきまして、ガラス基板検査装置での抵抗値測定の実用化を行うことができましたが、この技術の

プリント基板及び半導体パッケージ向け基板用の非接触電気検査装置での実用化が重要なポイントとなって

おります。このため、これらの研究開発には専任の担当者を配置し、早期の実現を目指し取組んでおります。 

    ③製造装置事業の立ち上げ 

      フレキシブル基板メーカー等に対し、製造から検査までの一貫したテクニカルソリューションを指向し、

フレキシブル基板向け、全自動両面同時露光装置を、米国PerkinElmer Inc.と業務提携し、販売を開始いた

しました。また、株式会社ネオテクノジャパンと業務提携し、スクリーン印刷機の取扱いを開始いたしまし

た。当事業を、当社の既存事業である検査装置のユーザーに対し、提案営業を展開することで、売上高の増

加及び適正な利益の確保に注力して参ります。また、当事業を展開することで、フレキシブル基板等の製造

技術に関する情報をいち早く入手し、検査装置の改良・改善に生かすべく、研究開発を進めてまいります。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

    ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

      当社は、公正かつ透明な経営を行なうために、経営のチェック機能の充実及び株主各位を始めとする利害

関係者に対し、適時かつ公平な情報開示を行なうことに努めております。    

 ②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

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

状況 

 

株主総会 

        選任・解任          選任・解任 

取締役会 

取締役（４名） 
 

監査役会 

監査役（３名） 

        選任・解任  取締役の業務監査 

代表取締役社長   

    

内部監査室   

 
        当社は、監査役会制度を採用しています。３名の監査役のうち、常勤の監査役と非常勤の監査役２名

を選任しております。 

        内部監査室を設置しており、監査役との連携を図りながら、業務改善を進めております。 

     ロ．会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要 

        社外監査役２名との利害関係はありません。 

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

        当社は、定時の取締役会を毎月開催する事に加え、毎週常務会を開催し取締役会決議事項の進捗状況

のチェックを行い、問題点があった場合の迅速な対応を心がけています。 

        また、経営内容の透明性を高めるため、ＩＲ活動の強化を進めており、株主をはじめ投資家、報道機

関等に対する決算説明会の開催、東京証券取引所及び報道機関に対するニュースリリースや取材対応を

通じて積極的かつ公平な情報開示に努めております。 
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３．経営成績及び財政状態 

   （１）経営成績 

   ①当期の概況 

 当連結会計年度における世界経済は、期初のSARS（重症急性呼吸器症候群）やイラク戦争の影響から、先行

きが懸念される中で始まりましたが、その後の米国経済や、企業業績の好転により、年末にかけて明るい兆し

が見え始めてきました。しかし、一方では、WTI原油価格の高騰や、為替の変動等により、景気後退の懸念は脱

し切れておらず、依然として不透明な中推移しております。 

 このような環境の中、当社グループの属する電子基板業界につきましては、世界的な通信インフラ・情報技

術関連産業投資が、ブロードバンド回線の普及や、オリンピック開催に向けた薄型テレビの増産などの影響に

より、回復傾向が顕著となりつつあります。当社の製品が検査の対象とする、プリント配線基板・半導体パッ

ケージ向け基板の生産は、量産基板のみならず高密度基板についても、中国を中心とするアジア諸国の著しい

技術力向上により、生産拠点が同地域へシフトする傾向が顕著となることで、国内の基板メーカーにとっては、

更なる高付加価値製品の研究開発が求められております。 

このような中、携帯電話、デジタルスチールカメラ、液晶テレビ、プラズマディスプレイパネル（以下｢PDP｣

という。）等のデジタル家電に使用される、フィルム状のフレキシブル基板や、テープ状のTAB基板等の国内に

おける生産が堅調に推移いたしました。またガラス基板業界におきましては、国内外の液晶・PDPメーカーにお

いて、巨額の設備投資を短期間で行なう企業も出始めております。同液晶メーカーにおいては、ガラス基板の

大型化に伴い、第5世代までは抜き取り検査で対応していた電気検査工程を全数検査に移行する企業も出始めて

いることから、当社のガラス基板検査装置に対する需要も高まりつつあります。 

 このような状況の下で、当社グループは、顧客ニーズを当社独自のサービスサポート体制によって捉え、そ

れらを製品に反映させるとともに、当社のコアコンピタンスである非接触電気検査技術の精度を高め、顧客の

要望に応えるべく、研究開発及び既存製品の改善に取組んでまいりました。その成果として、第5世代以降の大

型基板の生産工程における全数検査に対応した、ガラス基板非接触電気検査装置（製品名「GX-3」）の販売が

好調に推移し、中間決算発表時の計画を上回る台数の出荷・売上計上を実現することができました。また、

テープ状のTAB基板向け非接触電気検査装置（製品名「TRX」）につきましても、国内外のユーザー向けに、販

売が好調に推移いたしました。更に、テープ状のTAB基板の両面を同時に検査することができる非接触電気検査

装置（製品名「WTRX」）や、PDPのIC実装時におけるドライバーモジュールの機能検査を行なう装置（製品名

「DX2000C」）につきましても、日本国内のみならず、韓国・台湾等のユーザーから好評をいただき、着実に販

売を伸ばすことができましたことに加え、上記ドライバーモジュール基板の形態が、テープ状のTAB基板に変化

しつつあることに伴い、「DX2000C」の検査機能に、「TRX」で培った基板搬送装置に関する技術をドッキング

させた検査装置（製品名「DX-TRX Advance」）の製造・販売を開始したことも、売上高の増加につながりまし

た。また、アジア市場において、当社グループの製品販売の増大及びサービスサポートの充実を目的として、

韓国にKOHT Inc.を、台湾に、唯一高科技股份有限公司を設立し、中国（上海）に、販売・メンテナンス及び治

具の製造拠点として、卓超高科技電子（上海）有限公司を設立いたしました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は3,085,797千円（前年同期比37.6％増）となりました。経常利

益は、売上高の増加に伴う利益の確保、ならびに助成金17百万円を営業外収益に計上したこと等で、120,602千

円（同13.7％増）となりました。一方、当期純利益は、福山北産業団地移転取り止めに伴う違約金23百万円等

を特別損失に計上したことで、56,456千円（同1.9％増）となりました。また、単体における当会計期間の業績

は、売上高は、海外子会社との取引に係わる売上高を加味し、3,101,696千円（同38.3％増）、経常利益は

116,178千円（同13.6％増）、当期純利益は55,722千円（前年同期比6.1％増）となりました。 

   ②部門別の概況 

非接触電気検査装置部門におきましては、各種プリント基板や半導体パッケージ向け基板に関する設備投資

は、依然として本格的な回復となっておりませんが、国内外のフレキシブル基板メーカーにおいて、積極的な

設備投資を行なう企業も出始めております。そのため、フレキシブル基板向け検査装置が好調に推移いたしま

した。 

一方、液晶・PDP向けガラス基板検査装置につきましては、韓国・台湾をはじめとするFPDメーカーが、巨額

な設備投資を短期間に行なうなど、空前の規模の設備投資が行われつつあることと、液晶の第5世代以降の大型

基板においては、全数検査が必須となりつつあることから、当社の非接触電気検査装置に対するニーズが急激

に高まっております。そういった、ユーザーのニーズに応えるため、一部製品を前倒しで出荷・売上計上を行
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ないました。 

     この結果、売上高は2,406,186千円（同44.9％増）となりました。 

     接触電気検査装置部門におきましては、検査の対象となる基板の生産が、中国を始めとするアジア諸国への

移管が加速する中で、日本国内における当該装置需要の減少傾向が顕著となっております。そういった中で、

当社は、本社、東京営業所、名古屋営業所を拠点にサービスサポートの充実を図り、ユーザーの要望に迅速に

応えることで、装置に使用される治具の受注及び売上に注力してまいりました。その結果、検査装置の保守部

品の販売、自動車業界向け、電池業界向け検査治具の販売が好調に推移いたしました。 

     この結果、売上高は595,389千円（同26.4％増）となりました。 

  その他の部門におきましては、当社は、ユーザーからの要望により、他社の外観検査装置を当社でカスタマ

イズして販売しておりますが、前年度においてユーザーの買い替え需要が一巡したことに加え、同外観検査装

置を製造していたメーカーが製造を中止したことを受けて、販売が軟調に推移いたしました。当期におきまし

て、他の外観検査装置メーカーの装置の販売を開始いたしましたが、前期外観検査装置メーカーの製造中止に

よる売上高減少を完全にカバーするまでには至りませんでした。 

  この結果、売上高は84,221千円（同23.9％減）となりました。 

   ③来期の見通し 

平成17年４月期通期見通しにつきましては、携帯電話、デジタルスチールカメラ等に使用される、フレキシ

ブル基板ならびに同基板の一種であるテープ状のTAB基板の生産が、引き続き高水準で推移すると予想されるこ

とから、同基板向け検査装置ならびに検査治具の販売が好調に推移すると予想しております。また、ガラス基

板検査装置につきましても、台湾・韓国等国内外のメーカー向け装置の設備導入が本格化する見込みであるこ

とから、売上高の伸長に寄与するものと予想しております。更に、フレキシブル基板、TAB基板向け製造装置で

ある露光装置の販売及び同基板向けスクリーン印刷機の販売を当期において開始したこと、ならびに、従来、

当社がターゲットとしていたプリント基板業界以外の産業界に対し、当社のコアコンピタンスである非接触技

術を応用した製品（ハーネステスター）の製造・販売を開始し、売上高が増加すると見込んでおりますので、

連結売上高は3,594百万円（前年同期比16.5％増）を予想しております。また、利益につきましては、売上高の

増加に応じて利益額も増大すると見込んでいるものの、上記製造装置事業の開始に必要な売上原価及び関連費

用等の増大を加味し、連結経常利益は258万円（同114.1％増）、連結当期純利益は145百万円（同157.8％増）

を見込んでおります。また、単体の売上高は3,562百万円（同14.9％増）、経常利益は217百万円（同87.5％

増）、当期純利益は129百万円（同132.6％増）を見込んでおります。 

 

 

   業績予想に関する注意事項 

    この資料に記載されている業績予想は、当社が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異なる場合がありますの

で、この業績予想に全面的に依存して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。 
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  （２）財政状態 

     当連結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、前連結会計年度末に比べ107,799

千円減少し、553,150千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、479,982千円（前年対比275,944千円の増加）と

なりました。これは主に、税金等調整前当期純利益（105,033千円）を計上いたしましたが、売上高の増加に

伴う売上債権の増加（294,356千円）と、ガラス基板検査装置の前倒し製造によるたな卸資産の増加

（297,360千円）によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、201,744千円（前年対比172,090千円の増加）と

なりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得（203,902千円）を計上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） 

      当連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、574,703千円（前年対比159,148千円の増加）と

なりました。これは主に、短期借入金の増加（406,410千円）と、長期借入れの増加（172,416千）を計上し

たことによるものです。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下表のとおりです。 

 
第８期 

平成14年４月

第９期 

平成15年４月

第10期 

平成16年４月 

自己資本比率（％） 39.4 40.7 35.2 

時価ベースの自己資本比率（％） ― 74.9 152.2 

債務償還年数（年） ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

注１． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しておりますが、第８期について

は、未上場であったため記載しておりません。 

注２． 第８期、第９期及び第10期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、債務償

還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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４．事業の概況等に関する特別記載事項 

    以下に当社の事業展開上のリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。当社は、これらのリスク発

生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生時の対応に努める方針ですが、投資判断は以下の特別記載

事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えます。 

    

（１）プリント基板業界と当社の経営成績について 

   当社の取扱っている検査装置は、主にプリント基板業界、半導体パッケージ業界及びガラス基板業界を販売の

対象としており、当社売上高の伸び率は電子基板生産額の伸び率を大幅に上回って推移しておりましたが、第８

期（平成14年４月期）については創業以来初の減収減益となっております。これは、いわゆる「ＩＴ不況」の影

響で当社ユーザーの設備投資意欲の大幅な減退による売上高の減少が主要因と考えております。しかし、第９期

（平成15年4月期）においては、携帯電話の液晶向け及びフレキシブル基板向けの検査装置が好調に推移し増収増

益となり、第10期（平成16年４月期）においても引き続き携帯電話、デジタルカメラ、パソコン等向けフレキシ

ブル基板向けの当社製品、治具の販売が好調に推移し増収増益となっております。 

このように当社の検査装置が、主にプリント基板業界、半導体パッケージ業界及びガラス基板業界を対象とし

ている以上、今後の当社の経営成績が、これら業界の設備投資動向の影響を受ける可能性があります。さらに、

これら業界の設備投資動向は、半導体の世界的な需給動向及び各種基板の技術革新に影響を受けております。 

 

（２）非接触技術について 

    当社の取扱う製品の大きな特徴の一つは、非接触でプリント基板、半導体パッケージ向け基板及びガラス基板

の通電検査ができることであります。従来は、このプリント配線が、途中で断線していないか、或いは、短絡し

ていないかをピンコンタクトと呼ばれる配線にピンを当てる方法で通電状況を調べていましたが、昨今のプリン

ト基板の小型化やプリント配線の高密度化等により、ピンを正確に対象物に当てることが困難になりつつありま

す。そこで、当社が開発した非接触電気検査装置はこの問題点をピンではなく特殊なセンサーを利用することで

解決しており、非接触電気検査装置を実用化し、導入実績を積み重ねてきております。しかし、他社が当社の技

術を上回る画期的な新製品を開発・販売した場合、当社の非接触技術が陳腐化することにより、財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社は非接触電気検査装置のセンサー等の企画、開発といった研究開発活動を継続して行っていくため

に、資金や人材を充分に確保する必要があるとの認識を持っており、現状、それらは充分に確保できております

が、充分な資金や当社の求める人材を確保できずに、研究開発活動が滞った場合、当社の非接触技術開発が遅れ、

ユーザーの検査要求に応えられなくなるために、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（３）運転資金負担について 

  当社の事業特性として、検査装置の受注から納品、検収、売上債権の回収まで通常約８ヶ月から10ヶ月程度の

期間がかかり、また、その売上高は大規模なものになると数千万円から数億円に及ぶため、当社の平成16年4月

期における売上債権回転期間は7.4ヶ月となっております。一方、検査装置の製造に係る仕入費用や外注費用と

いった仕入先及び外注先に対する買掛金の支払いは、概ね１ヶ月から３ヶ月程度（同、仕入債務回転期間3.1ヶ

月）となっております。 

 このような事業特性上、当社には絶えず運転資金負担が発生し、事業の拡大はもとより、大量の受注が集中し

た場合には、相当額の運転資金負担が予測されます。このため、当社では、売掛金回収の早期化のために、ファ

クタリング取引を積極的に用いることや販売代理店を通すことにより、運転資金負担を軽減させる施策を講じて
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おりますが、充分な運転資金が確保できない場合には、当社の事業の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（４）海外生産拠点について 

  当社は平成15年12月、中華人民共和国（以下「中国」という。）に国内外の液晶・ＰＤＰメーカーならびにプ

リント基板メーカーへの販売促進及びサービスサポートの体制構築を目的として、卓超高科技電子（上海）有限

公司を設立いたしましたが、更に主な事業として当社製品の製造を計画しております。 

  中国で当社製品、主に当社電気検査装置の治具を製造することにより、アジア圏のユーザーへの納期を短縮す

る体制、日本国内で製造するよりもコストが削減出来る場合には、日本国内への輸出など当地生産によるメリッ

トを 大限活用した事業展開を考えておりますが、今後の為替変動や国際情勢、市況の変動によっては、計画通

りの生産が出来ない可能性もあります。 

 

（５）役員及び従業員に対するストックオプションについて 

当社は、定款及び旧商法第280条ノ19の規定に従い､平成12年７月28日、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21

の規定に従い、平成14年７月26日及び平成15年７月28日定時株主総会の株主総会決議に基づき、当社役員及び従

業員に対してストックオプション（新株予約権）を付与しております。当該ストックオプションの概要は、次の

とおりであります。 

 

平成12年７月28日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 発行価額 権利行使期間 権利行使についての条件

当社取締役２名 

当社執行役員５名 

当社従業員 31 名 

普通株式 144 株 300,000 円
自 平成 16 年８月 20 日 

至 平成 22 年７月 27 日 

定時株主総会決議及び取

締役会決議に基づき、当

社と対象取締役及び従業

員との間で締結する「新

株引受権付与契約書」に

定めるものとする。 

 

 平成14年７月26日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 発行価額 権利行使期間 権利行使についての条件

当社取締役２名 

当社執行役員１名 

当社監査役１名 

当社従業員６名 

当社の子会社の 

従業員１名 

普通株式 414 株 300,000 円 
自 平成 16 年８月 20 日 

至 平成 24 年７月 25 日 

①新株予約権の割当を受け
た者は、権利行使時にお
いても、当社及び当社の
子会社の取締役、監査
役、執行役員及びその他
の使用人の地位にあるこ
とを要する。ただし、任
期満了による退任、定年
退職その他正当な理由の
ある場合はこの限りでな
い。 

②その他、権利行使の条件
は、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者
との間で締結する「新株
予約権割当契約」に定め
るところによる。 
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 平成15年7月28日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 発行価額 権利行使期間 権利行使についての条件

当社取締役２名 

当社執行役員２名 

当社従業員２名 

当社の子会社の 

取締役１名 

普通株式 93 株 624,000 円 
自 平成 17 年８月 20 日 

至 平成 25 年７月 25 日 

①新株予約権の割当を受け
た者は、権利行使時にお
いても、当社及び当社の
子会社の取締役、監査
役、執行役員及びその他
の使用人の地位にあるこ
とを要する。ただし、任
期満了による退任、定年
退職その他正当な理由の
ある場合はこの限りでな
い。 

②その他、権利行使の条件
は、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者
との間で締結する「新株
予約権割当契約」に定め
るところによる。 

 かかるストックオプションによるインセンティブプランは、取締役や従業員全体に株主としての立場から株主価

値の 大化という概念を強く持って業績向上に対する意欲を持たせるものとして有効な制度であると認識しており

ますが、上記権利行使期間に当該ストックオプションの権利行使がなされた場合には、１株当たりの株式価値の希

薄化が生じる可能性があります。 

 

＜用語解説＞ 

注１：プリント基板 

電子回路等の配線を絶縁体の板に形成した基板で、あらゆる電気機器に用いられています。 

注２：半導体パッケージ向け基板 

回路部品を収容する容器で、他の回路に接続するための端子を備え、ＬＳＩの表面実装に用いられています。 

注３：ガラス基板 

絶縁体であるガラスに電子回路を形成した基板で、ＬＣＤ（液晶表示装置）やＰＤＰに用いられています。 

注４：治具 

   検査装置に検査対象基板を装着するための個別専用器具のことです。絶縁性のある樹脂製の板上に、検査対象基

板の接続ポイントに接触するように数百から数千のピンを配置しています。 



－  － 

 

 

11

５．連結財務諸表等 

(１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成15年４月30日） 
当連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
 

構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  833,019 721,181 △111,838

２．受取手形及び売掛金  1,732,036 2,019,303 287,267

３．たな卸資産  731,387 1,012,066 280,679

４．繰延税金資産  16,183 13,384 △2,799

５．その他  23,602 39,431 15,829

貸倒引当金  △8,363 － 8,363

流動資産合計  3,327,865 96.1 3,805,367 91.8 477,502

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  20,446 83,365  

減価償却累計額  9,654 10,792 12,055 71,309 60,517

(2）機械装置及び運搬具  41,716 62,870  

減価償却累計額  33,108 8,607 37,556 25,314 16,707

(3）工具器具備品  28,550 37,014  

減価償却累計額  17,716 10,834 23,748 13,266 2,432

(4）土地  － 92,626 92,626

(5）建設仮勘定  － 2,899 2,899

有形固定資産合計  30,234 0.9 205,416 5.0 175,182

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  11,814 6,670 △5,144

(2）特許権  71,617 101,544 29,927

(3）その他  1,394 1,394 0

無形固定資産合計  84,826 2.5 109,609 2.6 24,783

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  3,700 3,700 0

(2）敷金保証金  7,719 8,816 1,097

(3）繰延税金資産  7,156 2,491 △4,665

(4）その他  － 9,029 9,029

投資その他の資産合計  18,575 0.5 24,038 0.6 5,463

固定資産合計  133,635 3.9 339,063 8.2 205,428

資産合計  3,461,500 100.0 4,144,431 100.0 682,931
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前連結会計年度 

（平成15年４月30日） 
当連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金  522,098 582,050 59,952

２．短期借入金  1,150,924 1,557,894 406,970

３．未払法人税等  40,070 27,504 △12,566

４．未払費用  18,268 16,266 △2,002

５．賞与引当金  17,790 20,101 2,311

６．その他  14,351 16,590 2,239

流動負債合計  1,763,502 50.9 2,220,407 53.6 456,905

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  288,820 460,934 172,114

２．退職給付引当金  － 127 127

３．繰延税金負債  45 － △45

固定負債合計  288,865 8.4 461,061 11.1 172,196

負債合計  2,052,368 59.3 2,681,469 64.7 629,101

   

（少数株主持分）   

  少数株主持分  － 0.0 2,073 0.1 2,073

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 529,500 15.3 529,500 12.7 0

Ⅱ 資本剰余金  517,284 14.9 517,284 12.5 0

Ⅲ 利益剰余金  362,348 10.5 414,681 10.0 52,333

Ⅳ 為替換算調整勘定  － 0.0 △577 △0.0 △577

資本合計  1,409,132 40.7 1,460,888 35.2 51,756

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 3,461,500 100.0 4,144,431 100.0 682,931
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(２）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額 
（千円）

Ⅰ 売上高  2,242,464 100.0 3,085,797 100.0 843,333

Ⅱ 売上原価 ※１ 1,649,395 73.6 2,350,375 76.2 700,980

売上総利益  593,069 26.4 735,422 23.8 142,353

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  

１．広告宣伝費  12,263 20,863  

２．運賃  16,862 23,759  

３．貸倒引当金繰入額  4,641 －  

４．役員報酬  53,076 68,927  

５．給与手当  85,509 142,717  

６．旅費交通費  103,594 111,637  

７．地代家賃  16,367 19,304  

８．支払手数料  － 63,427  

９．賞与引当金繰入額  4,994 5,497  

10．その他  154,478 451,788 20.1 151,250 607,384 19.7 155,596

営業利益  141,281 6.3 128,038 4.1 △13,243

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  102 131  29

２．受取割戻料  2,076 －  △2,076

３．消費税差額戻入益  1,560 1,700  140

４．助成金収入  1,000 17,342  16,342

５．その他  1,225 5,964 0.2 2,644 21,818 0.7 15,854

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  26,296 27,128  

２．新株発行費  13,099 －  

３．その他  1,806 41,201 1.8 2,125 29,254 0.9 △11,947

経常利益  106,044 4.7 120,602 3.9 14,558

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入益  － － － 8,363 8,363 0.3 8,363

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※2 － － － 249  

２．契約解除違約金  － － － 23,682 23,932 0.8 23,932

税金等調整前当期純利
益 

 106,044 4.7 105,033 3.4 △1,011

法人税、住民税及び事
業税 

 51,648 47,158  

法人税等調整額  △1,007 50,641 2.2 262 47,421 1.5 △3,220

少数株主利益  － － 1,155 0.1 1,155

当期純利益  55,403 2.5 56,456 1.8 1,053

   



－  － 
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（３）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   372,284  517,284 145,000

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  145,000 145,000 － － △145,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高   517,284  517,284 0

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   306,945  362,348 55,403

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  55,403 55,403 56,456 56,456 1,053

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １．配当金  －  4,123 4,123 4,123

Ⅳ 利益剰余金期末残高   362,348  414,681 52,333

       

 

 

 



－  － 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日）

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減 

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 

   

税金等調整前当期純利益  106,044 105,033 △1,011

減価償却費  19,592 19,291 △301

貸倒引当金の増加  4,641 △8,363 △13,004

賞与引当金の増加額  590 2,311 1,721

退職給付引当金の増加額  － 124 124

受取利息及び受取配当金  △102 △131 △29

支払利息  26,296 27,128 832

為替差益  － △347 △347

新株発行費  13,099 － △13,099

有形固定資産除却損  － 249 249

売上債権の増加額（△）  △259,613 △294,356 △34,743

たな卸資産の増加額（△）  △144,779 △297,360 △152,581

その他流動資産の増加額（△）  △19,791 △15,813 3,978

仕入債務の増加額  127,517 61,756 △65,761

未払費用の減少額（△)  △5,450 △2,002 3,448

割引手形の増加又は減少額
（△) 

 △23,049 7,091 30,140

その他流動負債の増加又は減少
額（△） 

 △6,226 2,192 8,418

小計  △161,231 △393,195 △231,964

利息及び配当金の受取額  102 131 29

利息割引料の支払額  △26,296 △27,128 △832

法人税等の支払額  △46,613 △59,789 △13,176

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △234,038 △479,982 △245,944



－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日）

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

定期預金の預入による支出  △172,068 △167,031 5,037

定期預金の払戻による収入  177,524 171,068 △6,456

有形固定資産の取得による支出  △4,971 △171,019 △166,048

無形固定資産の取得による支出  △30,911 △32,883 △1,972

敷金保証金の増加（△）または
減少額 

 1,702 △1,053 △2,755

新規連結子会社の取得による収
入 

 － 1,026 1,026

その他投資等の増加（△）  △130 △1,851 △1,721

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △28,854 △201,744 △172,890

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   

短期借入金の純増加額  273,384 406,410 133,026

長期借入れによる収入  200,000 400,000 200,000

長期借入金の返済による支出  △220,922 △227,584 △6,662

社債の償還による支出  △60,000 － 60,000

株式の発行による収入  223,093 － △223,093

配当金の支払額  － △4,123 △4,123

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 415,555 574,703 159,148

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 － △777 △777

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加  152,661 △107,799 △260,460

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  508,288 660,950 152,662

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  660,950 553,150 △107,799

     

 



－  － 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数        １社 連結子会社の数        ４社 

 株式会社 エス・ティー・エフ 株式会社エス・ティー・エフ 

ＫＯＨＴ Ｉｎｃ． 

卓超高科技電子（上海）有限公司 

唯一高科技股份有限公司 

 上記のうち、ＫＯＨＴ Ｉｎｃ．、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については、当連結

会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

(1）持分法適用会社 (1）持分法適用会社 

 該当事項はありません。 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(2）持分法を適用していない関連会社 (2) 持分法を適用していない関連会社 

  ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌｔｄ．

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。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。 

 連結子会社のうち、ＫＯＨＴ Ｉｎ

ｃ.、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。 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

イ．有価証券 イ．有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券   その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

  個別法による原価法 同左 

 原材料 原材料 

  移動平均法による原価法 同左 



－  － 
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科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

 定率法 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10年～18年 

機械装置    ５年～６年 

 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。） 

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 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

ロ．無形固定資産 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ェアにつ

いては、社内における見込み利用可能

期間(５年)に基づいております。 

同左 

イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  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。 

 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。 

 ロ．賞与引当金 ロ．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。 

 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。 

 ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 

  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

及び年金資産に基づき計上しておりま

す。 

 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。 

(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、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。 

 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。 



－  － 
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科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

(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 

イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

 ロ．自己株式及び法定準備金の取崩額等

に関する会計基準 

 「自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準」（企業会計基準第

１号）が平成14年４月１日以降に適用

されることになったことに伴い、当連

結会計年度から同会計基準によってお

ります。これによる当連結会計年度の

損益に与える影響はありません。 

 なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の資本の部及び連結剰余金計算

書については、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

────── 

 ハ．１株当たり情報 

 「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第４号）が平成14年４月１日以降

開始する連結会計年度に係る連結財務

諸表から適用されることになったこと

に伴い、当連結会計年度から同会計基

準及び適用指針によっております。な

お、これによる影響については、「１

株当たり情報に関する注記」に記載し

ております。 

────── 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 該当事項はありません。 同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 



－  － 
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科目 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

８．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

更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 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

───── （損益計算書） 

  １．前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しておりました「支払手数料」は、販売費

及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため区分

掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「支払手数料」は、

29,573千円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受

取割戻料」は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することにしました。 

   なお、当連結会計年度の「受取割戻料」は、85千

円であります。 



－  － 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成16年４月30日） 

 
 １．受取手形割引高 18,992千円

受取手形裏書高 6,924千円
  

 
 １．受取手形割引高 26,083千円

受取手形裏書高 417千円
  

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,890株であ

ります。 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,890株であ

ります。 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

※１ 当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１ 当期製造費用に含まれる研究開発費 

36,997千円 72,299千円

───── ※２ 固定資産除却損は建物249千円であります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成15年４月30日現在） （平成16年４月30日現在）
 
現金及び預金勘定 833,019千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △172,068千円

現金及び現金同等物 660,950千円
  

 
現金及び預金勘定 721,181千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 168,031千円

現金及び現金同等物 553,150千円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16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 

① リース物件の取得価額相当額・減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額・減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

科目 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

47,770 16,359 31,410

合計 47,770 16,359 31,410

  

 

科目 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

50,869 23,801 27,067

ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 24,031 31,437

  
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 7,193千円

１年超 25,014千円

計 32,208千円
  

 
１年内 6,910千円

１年超 23,971千円

計 30,881千円
  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 7,772千円

減価償却費相当額 6,929千円

支払利息相当額 824千円
  

 
支払リース料 8,501千円

減価償却費相当額 7,672千円

支払利息相当額 839千円
  

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 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 (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。 

同左 

(2）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成15年４月30日現在） 

１．時価の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） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,700 

 

当連結会計年度末（平成16年４月30日現在） 

１．時価の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） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,700 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30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。 

 

当連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30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。 

 

（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

退職年金 

 平成11年４月１日より退職金制度の全部について

適格退職年金制度を採用しております。 

 当社においては、平成11年４月１日より退職金制

度の全部について適格退職年金制度を、一部の在外

子会社については退職一時金制度を採用しておりま

す。 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 
イ．退職給付債務 3,290千円

ロ．年金資産 △3,401千円

ハ．前払年金費用 △110千円
  

 
イ．退職給付債務 4,577千円

ロ．年金資産 △4,482千円

ハ．連結貸借対照表計上額純額 95千円

二．前払年金費用 △32千円

ホ．退職給付引当金 127千円
  

３．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ３．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 直近の年金財政計算上の責任準備金をもって退職

給付債務とする簡便法を採用しております。 

 退職給付引当金の算定に当っては、退職給付債務

の金額から年金資産の額を控除した金額をもって計

上すべき前払年金費用としております。 

 退職年金制度については、直近の年金財政計算上

の責任準備金をもって退職給付債務とする簡便法を

採用しております。 

退職給付引当金の算定に当っては、退職給付債務の

金額から年金資産の額を控除した金額をもって計上

すべき前払年金費用としております。 

 退職一時金制度については、期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法を採用しておりま

す。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 

繰延税金資産（流動） 

未払事業税 3,067千円

賞与引当金 6,191千円

貸倒引当金 2,644千円

未実現利益 3,523千円

その他 757千円

繰延税金資産合計 16,183千円

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 45千円

繰延税金負債合計 45千円
  

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税 1,812千円

賞与引当金 8,149千円

未実現利益 3,602千円

  計 13,564千円

繰延税金負債（流動） 

貸倒引当金 130千円

その他 50千円

 計 180千円

 

繰延税金資産の純額 13,384千円

 

繰延税金資産（固定） 

未実現利益 2,466千円

その他 37千円

  計 2,504千円

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 12千円

 計 12千円

 

繰延税金資産の純額 2,491千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率 41.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

2.3％

住民税均等割 3.1％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

47.8％

  

 
法定実効税率 41.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

4.3％

住民税均等割 2.2％

その他 △3.1％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

45.1％

  
３．地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴

い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算（ただし、平成16年５月１日以降解消が見

込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は

前連結会計年度の41.7％から40.5％に変更されまし

た。この変更による影響は軽微であります。 

３．        ────── 
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計期間（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成14年５

月１日 至 平成15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 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30日） 

       当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項は

ありません。 

     当連結会計期間（自 平成15年５月１日 至 平成16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。 

 

３．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 118,867 227,739 92,278 9,023 447,908

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― ― 2,242,464

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

5.3 10.2 4.1 0.4 20.0

 

     当連結会計期間（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 43,475 459,145 412,135 38,466 953,222

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― ― 3,085,797

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

1.4 14.9 13.4 1.2 30.9
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成14年５月１日 至 平成15年４月30日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

その他の
関係会社 

伯東 
株式会社 

東京都
新宿区 

8,100,252 卸売業 
被所有 
直接 
15.28％

－ 
当社製
品の販
売 

非接触検査装
置の販売 

164,788 － －

 （注）１．伯東株式会社は、当社の平成15年4月21日付の有償一般募集増資により議決権等の被所有者割合は

15.28％となり、その他の関係会社には該当しなくなっております。取引金額は、平成14年５月１日か

ら平成15年４月20日までの取引額であり、消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等は以下のとおりです。 

当社製品の販売については、一般的取引条件に同社の販売機能等を勘案して合理的に決定しております。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 石岡聖悟 － － 
当社代表 
取締役社長

被所有 
直接 
32.50％

－ － 
第１回無担保
社債債務保証

－ － －

 （注）１．代表取締役社長石岡聖悟の債務保証に対する保証料の支払いは行っておりません。 

２．代表取締役社長石岡聖悟の第１回無担保社債の債務保証は、平成15年１月31日で解消しております。

（第１回無担保社債は平成15年１月31日をもって、繰上げ償還しております。） 

 

当連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

    該当事項はありません。 

   



－  － 

 

 

27

(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

（平成15年４月30日） 
当連結会計年度 

（平成16年４月30日） 

１株当たり純資産額 239,241円49銭 248,028円62銭 

１株当たり当期純利益 11,266円75銭 9,585円16銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 11,253円56銭 

 当連結会計年度から「１株当た

り当期純利益に関する会計基準」

（企業会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）を適用しており

ます。 

 なお、同会計基準及び適用指針

を前連結会計年度に適用して算定

した場合の１株当たり情報につい

ては、影響がありません。 

9,091円24銭 

──── 

（注） 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。 

 
前連結会計年度 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 55,403 56,456 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 55,403 56,456 

期中平均株式数（株） 4,917 5,890 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 5 320 

（うち新株引受権） （1） （81）

（うち新株予約権） （4） （239）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 
（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

新株予約権の付与 株式の分割 

 平成15年７月28日の定時株主総会において、当社及び

当社子会社の取締役ならびに従業員に商法第280条ノ20

及びに商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプ

ション（新株予約権）を付与することを決議いたしまし

た。 

 平成16年３月15日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

１．平成16年６月18日付をもって普通株式１株につき２

株に分割いたします。 
 
新株予約権の数 100個を上限とする。 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 

普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

新株予約権の行使時の

払込金額 

新株予約権発行の日の属する月

の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く）における東京証券

取引所における当社株式普通取

引の終値の平均値（１円未満の

端数は切り上げる。）に1.05を

乗じた金額とし、１円未満の端

数は切り上げる。 

ただし、その価額が新株予約権

発行日の終値（当日終値のない

場合は、それに先立つ直近日の

終値）を下回る場合は、当該終

値とする。 

新株予約権の行使期間 平成17年８月20日から 

平成25年７月25日まで 

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 

発行価格：新株予約権の払込金

額とする。 

資本組入額：当社の取締役会に

て決議する。 

新株予約権の付与対象

者 

当社及び当社子会社の取締役な

らびに従業員 

なお、付与対象者の人数は、当

社の取締役会にて決議する。 

新株予約権行使の条件 権利行使の条件は、本総会決議

及び取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に

定めるところによる。 
  

（1）分割により増加する株式数 

    普通株式  5,890株 

（2）分割方法 

    平成16年４月30日 終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数１

株につき２株の割合をもって分割いたします。 

２．配当起算日 

   平成16年５月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

119,620円75銭

１株当たり当期純利益 

5,633円38銭

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 

5,626円78銭

１株当たり純資産額 

124,014円31銭

１株当たり当期純利益 

4,792円58銭

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 

4,545円62銭

 

業務提携の締結 

 フレキシブル基板等の製造装置事業を開始するため、

平成16年６月１日開催の取締役会において、次の会社と

業務提携契約を締結することを決議いたしました。 

１．PerkinElmer Inc．（米国） 

２．株式会社ネオテクノジャパン（東京都） 

 

 

 



－  － 
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６. 生産、受注及び販売の状況 

  (１) 生産実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,840,386 157.2 

接触電気検査装置部門 587,949 122.9 

その他部門 84,216 76.1 

合計 3,512,551 146.6 

 (注) １．金額は販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

   当社製品群は基本的には受注生産でありますが、電気検査装置につきましては、業界の慣習等の理由により、

正式注文書の発行が受注時にされず、販売金額が受注時と納品時で異なるために受注金額の把握が困難となって

おります。また、電気検査用治具につきましては、受注後から３日から10日間くらいと非常に納期が短くなって

おります。これらの理由により、受注状況の記載は省略しております。 

 

（３）販売実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,406,186 144.9 

接触電気検査装置部門 595,389 126.4 

その他部門 84,221 76.1 

合計 3,085,797 137.6 

 (注) １．前連結会計期間及び当連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

 
前連結会計期間 

（自 平成14年５月１日 
至 平成15年４月30日） 

当連結会計期間 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 兼松株式会社デバイスカンパニー ― ― 456,000 14.8 

  ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 
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