
 

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 18 年４月期 中間決算短信（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 18

年４月期 中間決算短信（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 18 年４月期 中間決算短信（連結）」に続き、平成 17 年 12 月 15 日付で開示

いたしました「平成 18 年４月期 中間決算短信（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 18 年 ４ 月期    中間決算短信（連結）        平成17年12月15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 常務取締役管理部長  氏名 船越 克士  ＴＥＬ (084)960－2120 

決算取締役会開催日 平成17年12月15日 

米国会計基準採用の有無  無                                           

 
１．平成17年10月中間期の連結業績（平成17年５月１日～平成17年10月31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    ％

17年10月中間期 
16年10月中間期 

    2,472   17.6 
    2,102   49.1 

     137    － 
     △89    － 

      61    － 
    △120    － 

17年４月期     3,654   18.3      △13    －      △58    － 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

17年10月中間期 
16年10月中間期 

     56     － 
    △165     － 

      1,527    82 
   △13,685    20 

 1,459    42
             － 

17年４月期     △138     －     △5,306    72        － 

(注)①持分法投資損益  17年10月中間期 －百万円  16年10月中間期  －百万円  17年４月期  －百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 17年10月中間期 36,716株   16年10月中間期 12,072株   17年４月期 26,035株 
    ③会計処理の方法の変更   無 
    ④売上高におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
    ⑤平成17年４月期及び平成16年10月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 
   
(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

17年10月中間期 
16年10月中間期 

     6,473 
     4,984 

     3,623 
     1,432 

      56.0 
      28.7 

     88,260 96 
   102,570 58 

17年４月期       4,668       1,459        31.3     52,262 05 

(注)期末発行済株式数（連結）17 年 10 月中間期 41,058 株  16 年 10 月中間期 13,965 株  17 年４月期 27,934 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         

 百万円 百万円 百万円 百万円

17年10月中間期 
16年10月中間期 

     △125 
      56 

     △179 
     △14 

     1,331 
      837 

     1,555 
     1,434 

17年４月期      △744      △200       909       522 

(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  ５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)   １社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．平成18年４月期の連結業績予想（平成17年５月１日～平成18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

通   期        4,768        290        175 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）4,266円71銭 

 
 
※ 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ページをご参照下さい。 
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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及び日本電針株式会社）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、電気機器類、プリント基板及び液晶、プラズマディスプレイテレビ（以下「ＰＤＰ」と言います。）等

のベアボードメーカー及びフラットパネル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。

また、治具に使用するコンタクトピンの一部を国内の連結子会社である日本電針株式会社から仕入れております。 

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わせて 終調整を行い、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 Co,. Ltd.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 Co,. Ltd.※ 

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※

日本電針株式会社※ 

コンタクト 
ピン 
 

コンタクト
ピン 

コンタクト 
ピン 
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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を可能にし、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。 

      この配当方針に則り、当期（平成18年４月期）におきましては、前期の１株当たり550円に対して50円の

増配とし、１株当たり600円とすることを予定しております。 

 

（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、前年度においては、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

もって平成16年６月18日に、また平成16年９月15日開催の取締役会決議により、平成16年10月30日〔ただし、

当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は、平成16年10月29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株の割合をもって平成16年12月20日に分割いたしまし

た。 

 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。当連結会計期間においては、ガラス基板向

け検査装置の出荷は本格化いたしましたが、当該装置の標準化に係わる開発負担等により、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まいります。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

まいります。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』を目指してまいります。 

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、テープ基板検査装置及び治具の製造、販売に注力してまいり

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

売に注力してまいります。 

本年７月、日本電針株式会社を完全子会社としたことで、同社の保有するプローブのノウハウを活かして

当社の販売する検査装置にマッチしたコンタクトピンの開発・製造を行い、当社ユーザーに対し、より効率
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的な検査方法を提案することによる当社検査装置及び治具の売上増、並びに当社の仕入コストの削減を目指

して参ります。 

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。 

 

（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、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

立を行ないましたので、現在、当該子会社群における製造・販売・サービスサポート体制の充実を図るた

めの諸施策に取り組んでおります。 

②新技術の確立 

      当社において、既に、ガラス基板検査装置での抵抗値測定の実用化を行なうことができておりますが、

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、当事業を本格的に展開するため、平成17年10月に組

織変更を行い、新たにプロセス事業部を設立いたしました。 

    ④当社は、巨額な設備投資を行っているフラットパネルメーカーに対し、ガラス基板向け非接触電気検査装

置（製品名｢GX-3｣）を販売しておりますが、それらのユーザーの生産技術の向上に伴い、電気検査及び電

気検査に付随する機能に対する要望も多様化しております。これらのユーザーニーズに対応し、電気検査

装置の機能向上を図ることが、ガラス基板検査装置業界での確固たる地位を築くことに繋がると確信して

おります。具体的には、電気検査機能に外観検査機能やリペア機能を追加するための開発・改善を行って

おります。また、新たな方式によるアレイテスターの開発にも着手いたしました。 

      当社といたしましては、これらの開発・改善を行うことにより電気検査からその形状確認、修復を実施

し、更に、アレイテストまでを行う検査工程でのトータルソリューションシステムを構築することで、

ユーザーの歩留まり向上を通じて、業界全体の発展に寄与したいと考えております。 

 

（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。 

 



－  － 

 

(5) ／ 3/31/2008 7:12:34 PM (3/31/2008 2:35:00 PM) ／ 12.Q2決算短信（連結）添付資料付.doc 

5

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（５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。 

 

 

３．経営成績及び財政状態 

   （１）経営成績 

   ① 当期の概況 

 当中間連結会計期間における世界経済は、米国商務省発表の第３四半期実質ＧＤＰ（国内総生産）が、前

期比年率＋3.8％と前期の同＋3.3％を上回るなど、好調に推移しておりますが、原油価格の高値維持や大型

ハリケーン等の影響が心配される状況にあります。 

 また、当中間会計期間におけるわが国経済は、７-９月期の実質ＧＤＰが前期比＋0.4％となり、前２四半

期高成長の反動もあって伸び率は低下したものの総じて内需、輸出とも底堅い動きが継続しており、また、

企業部門の財務・収益体質も強化されつつある状況となっております。 

 このような環境下、当社グループの属する電子基板業界におきましては、液晶・ＰＤＰテレビの価格下落

等により、デジタル家電の販売が比較的堅調に推移していることから、当該家電に多用されるフレキシブル

プリント基板、テープ基板の製造が高水準で推移いたしました。また、大型液晶パネルメーカーの設備投資

も堅調に推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループはユーザーの要望に対し非接触電気検査を用いて応えるべく研究開発

を重ねると共に、ユーザーの満足度を 大限に高めるため、サービスサポート体制の充実及び装置の改善に

取り組んでまいりました。その結果として、テープ基板向け非接触電気検査装置（製品名｢TRV｣等）並びに

ガラス基板向非接触検査装置（製品名「GX-3」）の製造、販売が好調に推移いたしました。また、当該装置

の販売増に伴い、非接触電気検査治具の販売も好調に推移いたしました。 

 一方、利益につきましては、接触部門及びその他部門における販売は総じて低調に推移いたしましたが、

前述の通り非接触部門における装置の製造・販売が好調に推移した結果、当該部門における売上高が当初予
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想を大幅に上回ったことで、期首予想と異なる中間純利益を計上することができました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は2,472,522千円（前年同期比17.6％増）、経常利益は

61,355千円、中間純利益は56,095千円となりました。また、単体における当中間会計期間の業績は、売上高

は2,429,096千円（前年同期比15.0％増）、経常利益は58,919千円、中間純利益は57,053千円となりました。 

 

   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、液晶・ＰＤＰテレビの販売好調等を背景にフレキシブル基板、

テープ基板の製造が高水準に推移したことにより、当社の製造する非接触電気検査装置の製造、販売が好調

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関しましては、当初予算では売上計上を予定しておりませ

んでしたが、売上計上時期の見直しを行った結果、当中間期において売上を計上することができました。 

 この結果、売上高は2,060,573千円（同13.4％増）となりました。 

 接触電気検査装置部門におきましては、当該製品がターゲットとしているプリント基板生産の中国をはじ

めとするアジア圏諸国へのシフトが継続しているため、国内での設備投資は減少を続けております。一方、

国内大手自動車メーカーの車載関連製品をターゲットとすることで、主に東海地区での営業活動を強化して

まいりました。 

 この結果、売上高は276,850千円（同3.1％増）となりました。 

 その他の部門におきましては、他社が製造している外観検査装置を、当社において、ユーザーの要望に合

わせてカスタマイズして販売しておりますが、価格競争の激化等により、販売実績はありませんでした。 

 一方、プリント基板製造装置事業に関しましては、新たにプロセス事業部を設立し、当該事業を強化した

結果、着実に商談が進展しており、前年を上回る成果をあげることができました。 

 この結果、売上高は135,097千円（同683.0％増）となりました。 

   ③ 通期の見通し 

平成18年４月期通期見通しに関しましては、下期も上期に引続きフレキシブル基板、テープ基板の生産が

高水準に推移すると見られることから、当社製品に対する需要も平成17年６月13日並びに平成17年９月15日

の通期予想（以下｢当初予想｣といいます）発表時点と比較し、当該基板向け非接触検査装置及び非接触検査

治具の連結売上高が671百万円増額となるものと見込んでおります。また、液晶・ＰＤＰなどの薄型テレビ

の好調な売行きを背景に、当該ガラスパネルメーカーにおける設備投資需要が旺盛であることから、当社の

非接触ガラス基板検査装置につきましても、連結売上高で当初予想と比較し156百万円増額となるものと見

込んでおります。 

一方、接触電気検査装置部門ならびにその他部門につきましては、生産拠点の海外シフトの加速や、価格

競争の激化等により、当初予想よりも当該製品に関する連結売上高は367百万円減額となると見込んでおり

ます。 

したがいまして、売上高に関しましては、平成17年12月５日に発表した業績予想のとおり、連結売上高は

当初予想を460百万円上回る4,768百万円、単独売上高は同460百万円上回る4,413百万円を予想しております。 

また、利益につきましては、非接触電気検査部門の売上高が増加することにより、売上総利益は増加する

ものと考えておりますが、商談等が引続き高水準で推移するものと見られることから、旅費交通費などの販

売費及び一般管理費が当初予想を超過するものと考えております。したがいまして、連結経常利益は当初予

想を１百万円上回る290百万円、単独経常利益は同１百万円上回る175百万円、連結当期純利益は175百万円、

単独当期純利益は98百万円を予想しております。 

 

 

   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 

 当中間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、前中間連結会計期間末に比

べ120,996千円増加し、1,555,108千円となりました。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） 

 当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、125,304千円となりました。これは主に、

仕入債務の増加298,212千円を計上したものの、売上債権の増加額83,221千円、たな卸資産の増加額

431,519千円等を計上したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は179,425千円となりました。これは主に新

たに子会社となった日本電針株式会社の株式を取得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） 

 当中間連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、1,331,907千円（前年同期比59.0％増）

となりました。これは主に株式の発行による収入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10期中間 

平成15年10月

第10期 

平成16年４月

第11期中間 

平成16年10月

第11期 

平成17年４月 

第12期中間 

平成17年10月

自己資本比率（％） 32.5 23.7 28.7 31.3 56.0 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
104.3 41.4 45.1 90.9 220.1 

債務償還年数（年） － － 19.2 － － 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
－ － 3.6 － － 

     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 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

     （注） 第10期中間、第10期、第11期及び第12期中間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。 

 



－  － 

 

(8) ／ 3/31/2008 7:12:34 PM (3/31/2008 2:35:00 PM) ／ 12.Q2決算短信（連結）添付資料付.doc 

8

４．事業等のリスク 

    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、投資判断は以下の事業

等のリスクおよ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。なお、文中にお

ける将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断したものであります。 

    

（１）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いう結果になりました。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）及び第10期（平成16年４月期）においては、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、治具の販売数の増加を受け売上高も増加して

おりますが、第10期以降利益を確保することはできておりません。前連結会計年度（平成17年４月期）にお

いては、接触型の検査装置、治具の販売額は一昨年と比較し減少いたしましたが、引き続きテープ基板等の

フレキシブル基板向け非接触装置の製造、販売が好調に推移したことに加え、大型ガラス基板の生産工程に

おける全数検査に対応することでガラス基板向け非接触電気検査装置の売上高が堅調に推移いたしました。

当中間連結会計期間においては、ガラス基板検査装置の販売が大変好調だったことに加え、前期に引続き、

テープ基板、フレキシブル基板向け非接触電気検査装置及び治具の製造、販売が好調に推移しております。 

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。 
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（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約６ヶ月から10ヶ月程度の

期間を要する物件があること、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18年４月期中間決算における売上債権回転期間は4.3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、海外Ｌ/Ｃ取引の積極展開や販売代理店の活用により、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、上記以外の事業として当社製品の製造を開始しております。 

 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できる場合には、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、計画通りの生産ができ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、平成15年７月28日及び平成16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、従業員、子会社役員及び子会社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。また、平成17年７月27日定時株主総会において当社役員、従業員、子会社役員及び子

会社従業員に対してストックオプション（新株予約権）を付与することを決議しております。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３名 

当社従業員 31 名 
普通株式 444 株 75,000 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。
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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 

当社監査役１名 

当社従業員７名 

当社の子会社の 

従業員１名 

普通株式 1,652 株 75,000 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。 

 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３名 

当社従業員３名 

 

普通株式 368 株 156,000 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。 

 平成16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５名 

当社監査役１名 

当社従業員 86 名 

当社の子会社の 

従業員 13 名 

普通株式 598 株 217,926 円
自 平成 18 年８月 20 日

至 平成 26 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。 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 

 

(11) ／ 3/31/2008 7:12:34 PM (3/31/2008 2:35:00 PM) ／ 12.Q2決算短信（連結）添付資料付.doc 

11

 平成17年７月27日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 払込金額 権利行使期間 権利行使についての条件 

当社取締役 

当社監査役 

当社従業員 

当社の子会社の 

取締役 

当社の子会社の 

従業員 

普通株式 

2,500 株 

を上限と 

する。 

（注）１ 

（注）２
自 平成 19 年８月 20 日

至 平成 27 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。 

（注）１．当社が、当社普通株式につき株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により、新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、未行使の新株予約権についてのみ行

われるものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込金額は、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。 

なお、当社が株式分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同

様とする。）または株式併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

 １  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率  

また、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、次の算式により、１株当

たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。なお、下記算式にお

ける「既発行普通株式数」には、当社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。 

     新規発行普通株式数×１株当たり払込金額 

 

既発行 
普通株式数

＋
新規発行前の普通株式の時価  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数  

 

 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 

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．中間連結財務諸表等 

(１）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   1,489,048 1,698,968  687,783

２．受取手形及び売掛
金 

※３  1,529,129 1,787,332  1,619,487

３．たな卸資産   1,446,836 2,228,803  1,773,967

４．繰延税金資産   3,030 32,580  3,554

５．その他   68,404 66,769  82,814

貸倒引当金   － △450  －

流動資産合計   4,536,449 91.0 5,814,005 89.8  4,167,608 89.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物及び構築物  161,757 205,791 192,695 

(2）機械装置及び運
搬具 

 23,002 45,911 19,357 

(3）工具器具備品  18,752 44,027 37,550 

(4）土地  92,626 296,140 127,934 423,664 92,626 342,230

２．無形固定資産   124,654 180,705  132,854

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  6,920 5,578 3,000 

(2）敷金保証金  15,388 29,072 16,600 

(3）繰延税金資産  － 611 8 

(4）その他  7,724 22,584 8,890 

貸倒引当金  △2,300 27,732 △2,300 55,546 △2,300 26,198

固定資産合計   448,526 9.0 659,917 10.2  501,283 10.7

資産合計   4,984,975 100.0 6,473,922 100.0  4,668,891 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

※３  1,301,913 1,148,723  828,250

２．短期借入金   1,620,824 1,159,952  1,764,122

３．未払法人税等   9,652 10,724  35,890

４．賞与引当金   23,018 28,728  24,733

５．その他   43,420 46,501  66,322

流動負債合計   2,998,828 60.2 2,394,629 37.0  2,719,319 58.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   548,458 447,506  483,482

２．繰延税金負債   1,311 －  －

３．退職給付引当金   381 3,968  853

固定負債合計   550,150 11.0 451,474 7.0  484,335 10.4

負債合計   3,548,978 71.2 2,846,104 44.0  3,203,655 68.6

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   3,598 0.1 3,999 0.0  5,348 0.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   881,481 17.7 1,939,281 30.0  881,631 18.9

Ⅱ 資本剰余金   869,265 17.4 1,927,065 29.8  869,415 18.6

Ⅲ 利益剰余金   △320,313 △6.4 △252,525 △3.9  △293,256 △6.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,919 0.0 472 0.0  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定   45 0.0 9,523 0.1  2,097 0.1

資本合計   1,432,398 28.7 3,623,818 56.0  1,459,887 31.3

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  4,984,975 100.0 6,473,922 100.0  4,668,891 100.0
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 (２）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   2,102,135 100.0 2,472,522 100.0  3,654,844 100.0

Ⅱ 売上原価   1,858,522 88.4 1,822,800 73.7  2,957,087 80.9

売上総利益   243,613 11.6 649,722 26.3  697,757 19.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   

１．販売手数料  － 53,460 － 

２．役員報酬  36,584 44,050 73,269 

３．給与手当  77,353 95,671 147,552 

４．旅費交通費  66,403 98,355 152,410 

５．貸倒引当金繰入額  － 50 － 

６．賞与引当金繰入額  6,467 8,803 7,581 

７．支払手数料  34,606 34,587 65,827 

８．その他  111,492 332,908 15.8 177,731 512,709 20.8 264,499 711,140 19.5

営業利益又は営業
損失（△） 

  △89,295 △4.2 137,012 5.5  △13,382 △0.4

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  87 204 221 

２．消耗品売却収入  780 － － 

３．為替差益  － 5,222 － 

４．その他  780 1,648 0.1 1,142 6,569 0.3 2,614 2,836 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  15,723 12,749 30,495 

２．新株発行費  11,922 68,432 12,545 

３．その他  5,488 33,135 1.6 1,045 82,226 3.3 5,120 48,161 1.3

経常利益又は経常
損失（△） 

  △120,781 △5.7 61,355 2.5  △58,708 △1.6

Ⅵ 特別利益    

投資有価証券売却
益 

 － － － － － － 3,112 3,112 0.1

 Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※１ 142 533 142 

２．たな卸資産廃棄損  17,751 － 17,751 

３．たな卸資産評価損  15,674 525 15,674 

４．ゴルフ会員権評価
損 

 4,200 37,768 1.8 － 1,058 0.1 4,200 37,768 1.1

税金等調整前中間
純利益又は税金等
調整前中間（当
期）純損失（△） 

  △158,550 △7.5 60,296 2.4  △93,364 △2.6

法人税、住民税及
び事業税 

 4,673 1,437 42,021 

法人税等調整額  575 5,248 0.3 4,263 5,701 0.2 71 42,092 1.1

少数株主利益又は
少数株主損失
（△） 

  1,418 0.1 △1,499 △0.1  2,703 0.1

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△） 

  △165,216 △7.9 56,095 2.3  △138,160 △3.8
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（３）中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

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  517,284 869,415  517,284

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 増資による新株の発行  351,981 351,981 1,057,650 1,057,650 352,131 352,131

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

 869,265 1,927,065  869,415

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △144,494 △293,256  △144,494

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間純利益  － － 56,095 56,095 － －

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．中間（当期）純損失  165,216 － 138,160 

２．配当金  10,602 175,818 15,363 15,363 10,602 148,762

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 △320,313 △252,525  △293,256

   

 

 



－  － 

 

16

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10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16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純利益又は税金等調整
前中間（当期）純損失（△） 

 △158,550 60,296 △93,364 

減価償却費  13,378 26,188 38,513 

連結調整勘定償却  － 1,155 － 

貸倒引当金の増加額  － 50 － 

賞与引当金の増加額  2,917 2,950 4,632 

退職給付引当金の増加額  246 922 662 

受取利息及び受取配当金  △87 △204 △284 

支払利息  15,723 12,749 30,495 

為替差損益  333 △317 △38 

新株発行費  11,922 68,432 12,545 

投資有価証券売却益  － － △3,112 

有形固定資産除却損  142 533 142 

ゴルフ会員権評価損  4,200 － 4,200 

売上債権の増加額（△）  △116,142 △83,221 △238,339 

たな卸資産の増加額（△）  △159,591 △431,519 △487,215 

その他流動資産の増加（△）又は減少額  104 16,590 △13,559 

仕入債務の増加額  496,296 298,212 22,173 

割引手形の増加又は減少額（△）  △20,747 △37,385 11,301 

その他流動負債の増加又は減少額（△）  4,443 △27,544 31,586 

小計  94,589 △92,109 △679,660 

利息及び配当金の受取額  87 204 284 

利息の支払額  △15,723 △12,749 △30,495 

法人税等の支払額  △22,583 △20,650 △34,569 

営業活動によるキャッシュ・フロー  56,369 △125,304 △744,441 

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  △21,203 △14,203 △165,064 

定期預金の払戻による収入  134,298 35,407 168,031 

有形固定資産の取得による支出  △101,797 △59,026 △164,383 

無形固定資産の取得による支出  △18,506 △28,381 △34,228 

投資有価証券の取得による支出  － － △3,000 

投資有価証券の売却による収入  － － 6,812 

敷金保証金の増加額  △6,405 △10,534 △6,870 

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 － 

その他投資等の増加額  △560 △13,444 △1,632 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △14,175 △179,425 △200,337 

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又は純減少額  83,334 △616,670 266,668 

長期借入れによる収入  200,000 － 200,000 

長期借入金の返済による支出  △132,880 △83,476 △237,892 

株式の発行による収入  698,036 2,046,867 691,717 

配当金の支払額  △10,602 △14,813 △10,602 

財務活動によるキャッシュ・フロー  837,888 1,331,907 909,891 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  879 5,211 4,456 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加又は減少額（△）  880,961 1,032,389 △30,431 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  553,150 522,719 553,150 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  1,434,112 1,555,108 522,719 
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  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数      ４社 連結子会社の数      ５社 連結子会社の数      ４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 

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、当中間連結会計

期間に株式を取得したため、連

結の範囲に含めております。 

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 

① 持分法適用会社 ① 持分法適用会社 ① 持分法適用会社 ２．持分法の適用に関する事

項  該当事項はありません。  同左  同左 

 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 

② 持分法を適用していない関連

会社 

  ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ 

Ｌｔｄ．は中間連結純損益及び

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  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。 

３．連結子会社の中間決算日

（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

司の中間決算日は、６月30日であ

ります。中間連結財務諸表の作成

に当たっては、９月30日現在で実

施した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

 ただし、中間連結決算日までの

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

司の中間決算日は６月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成に当

たっては、９月30日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

また、日本電針株式会社の中間決

算日は９月30日であります。 

 ただし、中間連結決算日までの

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 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 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの ───── 

  中間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） 

同左  

 ───── 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 

 



－  － 

 

18

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

 個別法による原価法 主として個別法による原価法 個別法による原価法 

 原材料 原材料 原材料 

 移動平均法による原価法 主として移動平均法による原

価法 

移動平均法による原価法 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法  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  10～21年

機械装置及び運搬具 

         ５～６年

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 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  10～30年

機械装置及び運搬具 

         ５～10年

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 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  10～21年

機械装置及び運搬具 

         ５～６年

 ロ．無形固定資産 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。 

 同左  同左 

イ．貸倒引当金 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、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。 

 同左  同左 

 ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 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。 

 同左  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 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、

当中間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。 

 同左  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

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

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、中間決算

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。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社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 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

───── イ．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

を充たして場合には振当て処理

を採用しております。 

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 

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

を行なっております。 

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。 

───── 

イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 (7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

 税抜方式によっております。  同左  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

５．中間連結キャッシュ・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・随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３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 

 

中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から、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 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間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を越えたため区分掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間の「支払手数料」は25,613千円であり

ます。 

────── 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

────── ──────  「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、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から、「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が6,100

千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等

調整前当期純損失が6,100千円増加しており

ます。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年４月30日） 

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
81,047千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
154,118千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
98,773千円

   
 ２ 受取手形割引高 5,336千円

受取手形裏書高 158,489千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 128,529千円

 
  

 
 ２ 受取手形割引高 37,385千円

受取手形裏書高 24,841千円
  

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行なわれたものとして処理して

おります。当中間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 28,913千円

支払手形 79,477千円

割引手形 9,000千円

裏書手形 345千円

※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 5,027千円

支払手形 178,217千円

 
 

     

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 
 
建物及び構築物 20千円

機械設備及び車両運搬具 121千円

 計 142千円
  

 
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
  

  
建物及び構築物 20千円

機械設備及び車両運搬具 121千円

 計 142千円
 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

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中間期末残高と中間連

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16年10月31日現在） （平成17年10月31日現在） （平成17年４月30日現在）
 
現金及び預金勘定 1,489,048千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△54,936千円

現金及び現金同等物 1,434,112千円
  

 
現金及び預金勘定 1,698,968千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△143,860千円

現金及び現金同等物 1,555,108千円
  

 
現金及び預金勘定 687,783千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△165,064千円

現金及び現金同等物 522,719千円
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

50,869 27,652 23,217 

ソフトウェア 4,600 766 3,833 

合計 55,469 28,418 27,050 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具 

34,349 17,217 17,131

ソフトウェア 13,530 2,704 10,826

合計 47,880 19,922 27,958

  

 

 

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 

34,349 14,495 19,853

ソフトウェア 10,530 1,347 9,183

合計 44,880 15,843 29,036

  
２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 7,067千円

１年超 20,795千円

合計 27,862千円
  

 
１年内 8,160千円

１年超 20,393千円

合計 28,554千円
  

 
１年内 7,541千円

１年超 22,171千円

合計 29,712千円
  

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、リース資産減損勘定の

取崩高、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 
支払リース料 4,800千円

減価償却費相当額 4,362千円

支払利息相当額 368千円
  

 
支払リース料 4,310千円

減価償却費相当額 4,028千円

支払利息相当額 351千円
  

 
支払リース料 9,121千円

減価償却費相当額 8,331千円

支払利息相当額 685千円
  

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 

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 (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  同左 

(2）利息相当額の算定方法 (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

期の配分については、利息法によって

おります。 

 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。 

 同左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年10月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

内容 取得原価（千円） 
当中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 3,700 6,920 3,220 

(2）債券    

国債、地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

合計 3,700 6,920 3,220 

 

当中間連結会計期間末（平成17年10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） 
当中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 540 1,352 812 

(2）債券    

国債、地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

合計 540 1,352 812 

 

２．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） 

非上場株式 4,226 

 

前連結会計年度末（平成17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．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年５月１日 至 平成17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） 

6,812 3,112 － 

 

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） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,000 
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(デリバティブ取引関係) 

 前中間連結会計期間（自平成16年５月１日 至平成16年10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。 

 

 当中間連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年10月31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。 

 

 前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17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。 

 

 (セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成16年５月１日 至平成16年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年５

月１日 至平成17年10月31日）及び前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17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 

前中間連結会計期間（自平成16年５月１日 至平成16年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年５

月１日 至平成17年10月31日）及び前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17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 

 

前中間連結会計期間（自 平成16年５月１日 至 平成16年10月31日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 252,635 79,364 106,431 61,380 499,810

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 2,102,135

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

12.0 3.8 5.1 2.9 23.8

 

当中間連結会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 149,935 153,267 470,645 12,564 786,411

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 2,472,522

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

6.1 6.2 19.0 0.5 31.8

 

前連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17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） 451,037 187,670 263,786 73,597 1,576 977,668

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － － 3,654,844

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合（％） 

12.4 5.1 7.2 2.0 0.0 26.7
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 (１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 

１株当たり純資産額 102,570円58銭

１株当たり中間純損失金額

（△） 
△13,685円20銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間純損失であるため記

載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 88,260円96銭

１株当たり中間純利益金額 1,527円82銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
1,459円42銭

  

 

１株当たり純資産額 52,262円05銭

１株当たり当期純損失金額 

（△） 
△5,306円72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。 

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連結会計年度における

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       38,273円01銭

１株当たり当期純損失金額（△）  

△13,074円83銭

 
 （注） １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり 

中間（当期）純損失金額 
   

中間純利益又は中間（当期）純損失（△）
（千円） 

△165,216 56,095 △138,160 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間（当
期）純損失（△）（千円） 

△165,216 56,095 △138,160 

期中平均株式数（株） 12,072 36,716 26,035 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益金額 

  
 

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 1,721 － 

（うち新株予約権） － （1,721）     － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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４種類（新株

予約権の目的となる株式の

数1,622株）。 

該当事項はありません。 新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式の

数3,218株）。 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成16年５月１日 至 平成16年10月31日） 

１．株式の分割 

平成16年９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12月20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。 

  ① 分割により増加する株式数 

    普通株式 13,965株 

  ② 分割方法 

    平成16年10月31日（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は、平成16年10月29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11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中間連結会計期間及び前連結会計年度における１株当たり情報ならびに当

期首に行われたと仮定した場合の当中間連結会計期間における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額   48,980円14銭 

１株当たり中間純損失金額（△） 

△2,354円72銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額   51,285円29銭

１株当たり中間純損失金額（△） 

△6,842円60銭

 同左 

１株当たり純資産額   38,273円01銭

１株当たり当期純損失金額（△） 

△13,074円83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。 

 

 

当中間連結会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日） 

１．第三者割当による新株発行 

 平成17年６月13日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当増資による新株式発行を行いました。 

 （1）新株発行概要 

① 発行新株式数 普通株式13,000株 

② 発行価額 １株につき金162,000円 

③ 発行価額の総額 金2,106,000,000円 

④ 資本組入額の総額 金1,053,000,000円（１株につき金81,000円） 

⑤ 申込期間 平成17年６月29日から平成17年６月30日まで 

⑥ 払込期日 平成17年６月30日 

⑦ 新株券公布日 平成17年６月30日 

⑧ 配当起算日 平成17年５月１日 

⑨ 割当先及び割当株数 コメルツバンク アセット マネジメント アジア リミテッド  4,940株 

ヘンドリック プロフィッツ リミテッド            4,320株 

サイノ エキスパート インベストメンツ リミテッド      3,740株 

⑩ 新株式の継続所有の取決め

に関する事項 

当社は割当先より、割当新株式を発行日から２年以内に譲渡する場合は、その内容について

当社に報告する旨の確約書を取得しております。 
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（2）今回の増資による発行済株式総数の推移 

① 現在の発行済株式総数（平成17年６月13日現在） 27,934株 

② 増資による増加株式数 13,000株 

③ 増資後発行済株式数 40,934株 

  （注）上記株式数に関しては、平成17年４月30日現在の株主名簿の記載を基準として計算しています。 

（3）増資の理由及び資金の使途 

増資の理由 

 当社の属する電子基板業界においては、携帯電話、デジタルビデオディスク、液晶テレビなどのデジタル機器の普及に伴い、当

該商品に内蔵されるプリント基板、ガラス基板の配線の高密度化、微細化が進展し、その基板製造技術の開発競争も激化しており

ます。 

 このような状況下で、当社は当社独自のサービスサポート体制によって、ユーザーのニーズを的確に捉え、当社の技術力で解決

してまいりましたが、更にユーザーへのサービスサポートを充実させて参りたいと考えております。 

 また、当社製品の 大の特徴が、非接触方式による電気検査であることから、高密度化、微細化の進展が顕著な、フレキシブル

基板、ガラス基板の電気検査においては、当該非接触方式が主流となりつつあることから、当社製品に対する需要が高まっており

ます。このため、財務状況を勘案しつつ、製品供給体制の拡充、サービスサポート体制の充実などを図るべく、今回の増資を決定

いたしました。 

今回調達資金の使途 

 今回の第三者割当増資による調達資金については、主として事業拡張のためのＭ＆Ａ、事業運転資金、本社工場の拡充などに使

用される予定です。 

 

２．日本電針株式会社の株式の取得（子会社化）について 

 平成17年６月13日開催の当社取締役会において決議いたしました、日本電針株式会社の株式の取得を平成17年７月20日にて行いまし

た。 

（1）株式の取得の理由 

 コンタクトピンメーカーとして著名な同社を、当社の子会社とすることで、当社の企画・開発・製造・販売する検査装置にマッチ

したコンタクトピンの開発・製造を行い、当社ユーザーに対し、より効率的な検査方法を提案することによる当社検査装置及び治具

の売上増、並びに、当社の仕入コストの削減等により、ユーザーの生産効率の向上に資することを目的に、同社を子会社化するもの

であります。 

（2）子会社となる会社の概要 

① 商号 日本電針株式会社 

② 代表者 山口 勇 

③ 本店所在地 埼玉県入間郡三芳町北永井847番46 

④ 設立年月日 昭和52年４月５日 

⑤ 主な事業の内容 電気検査機用コンタクトピンの製造及び販売 

⑥ 決算期 ３月31日 

⑦ 従業員数 15名 

⑧ 事業所 埼玉県入間郡、埼玉県富士見市 

⑨ 資本の額 1,000万円 

⑩ 発行済株式数 20,000株 

⑪ 株主構成及び議決権の総数に対する割合 

山口 勇     80％  

山口 光子    20％ 
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６. 生産、受注及び販売の状況 

  (１) 生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,710,031 135.8 

接触電気検査装置部門 244,353 90.5 

その他部門 135,097 771.8 

合計 3,089,481 135.3 

 （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 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,060,573 113.4 

接触電気検査装置部門 276,850 103.1 

その他部門 135,097 783.0 

合計 2,472,522 117.6 

 （注）１．前中間連結会計期間及び当中間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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 日本サムスン株式会社 574,000 27.3 588,000 23.8 

 新藤電子工業株式会社 388,637 18.5 252,417 10.2 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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<ご参考> 

（訂正前） 

平成 18 年 ４ 月期    中間決算短信（連結）        平成17年12月15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 常務取締役管理部長  氏名 船越 克士  ＴＥＬ (084)960－2120 

決算取締役会開催日 平成17年12月15日 

米国会計基準採用の有無  無                                           

 
１． 17年10月中間期の連結業績（平成17年５月１日～平成17年10月31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    ％

17年10月中間期 
16年10月中間期 

    1,613  △16.8 
    1,938   53.0 

    △257    － 
      15    － 

    △333    － 
     △16    － 

17年４月期     4,030   30.6      180   41.1      135   12.3 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

17年10月中間期 
16年10月中間期 

    △206     － 
    △36     － 

    △5,613    50 
    △3,037    35 

－ 
－ 

17年４月期      68   22.1      2,647    96      2,517    06 
(注)①持分法投資損益  17年10月中間期 －百万円  16年10月中間期  －百万円  17年４月期  －百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 17年10月中間期 36,716株   16年10月中間期 12,072株   17年４月期 26,035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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
   
(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

17年10月中間期 
16年10月中間期 

     6,678 
     5,243 

     4,127 
     2,120 

      61.9 
      40.4 

    100,538 12 
   151,816 87 

17年４月期       5,247       2,226        42.4     79,693 73 
(注)期末発行済株式数（連結）17 年 10 月中間期 41,058 株  16 年 10 月中間期 13,965 株  17 年４月期 27,934 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         

 百万円 百万円 百万円 百万円

17年10月中間期 
16年10月中間期 

     △125 
      56 

     △179 
     △14 

     1,331 
      837 

     1,555 
     1,434 

17年４月期      △744      △200       909       522 

(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  ５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)   １社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．18年４月期の連結業績予想（平成17年５月１日～平成18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

通   期        4,768        290        175 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）4,266円71銭 

 
 
 

※ 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ページをご参照下さい。 
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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及び日本電針株式会社）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、電気機器類、プリント基板及び液晶、プラズマディスプレイテレビ（以下「ＰＤＰ」と言います。）等

のベアボードメーカー及びフラットパネル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。

また、治具に使用するコンタクトピンの一部を国内の連結子会社である日本電針株式会社から仕入れております。 

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わせて 終調整を行い、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 Co,. Ltd.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 Co,. Ltd.※ 

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※ 

日本電針株式会社※ 

コンタクト 
ピン 
 

コンタクト
ピン 

コンタクト 
ピン 
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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を可能にし、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。 

      この配当方針に則り、当期（平成18年４月期）におきましては、前期の１株当たり550円に対して50円の増

配とし、１株当たり600円とすることを予定しております。 

 

（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、前年度においては、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

もって平成16年６月18日に、また平成16年９月15日開催の取締役会決議により、平成16年10月30日〔ただし、

当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は、平成16年10月29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株の割合をもって平成16年12月20日に分割いたしまし

た。 

 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。当連結会計期間においては、ガラス基板向

け検査装置の出荷は本格化いたしましたが、当該装置の標準化に係わる開発負担当により、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まいります。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

まいります。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』を目指してまいります。 

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、テープ基板検査装置及び治具の製造、販売に注力してまいり

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

売に注力してまいります。 

本年７月、日本電針株式会社を完全子会社としたことで、同社の保有するプローブのノウハウを活かして

当社の販売する検査装置にマッチしたコンタクトピンの開発・製造を行い、当社ユーザーに対し、より効率
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的な検査方法を提案することによる当社検査装置及び治具の売上増、並びに当社の仕入コストの削減を目指

して参ります。 

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。 

 

（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、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

立を行ないましたので、現在、当該子会社群における製造・販売・サービスサポート体制の充実を図るた

めの諸施策に取り組んでおります。 

②新技術の確立 

      当社において、既に、ガラス基板検査装置での抵抗値測定の実用化を行なうことができておりますが、

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、当事業を本格的に展開するため、平成17年10月に組

織変更を行い、新たにプロセス事業部を設立いたしました。 

    ④当社は、巨額な設備投資を行っているフラットパネルメーカーに対し、ガラス基板向け非接触電気検査装

置（製品名｢GX-3｣）を販売しておりますが、それらのユーザーの生産技術の向上に伴い、電気検査及び電

気検査に付随する機能に対する要望も多様化しております。これらのユーザーニーズに対応し、電気検査

装置の機能向上を図ることが、ガラス基板検査装置業界での確固たる地位を築くことに繋がると確信して

おります。具体的には、電気検査機能に外観検査機能やリペア機能を追加するための開発・改善を行って

おります。また、新たな方式によるアレイテスターの開発にも着手いたしました。 

      当社といたしましては、これらの開発・改善を行うことにより電気検査からその形状確認、修復を実施

し、更に、アレイテストまでを行う検査工程でのトータルソリューションシステムを構築することで、

ユーザーの歩留まり向上を通じて、業界全体の発展に寄与したいと考えております。 

 

（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。    
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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（５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。 

 

 

３．経営成績及び財政状態 

   （１）経営成績 

   ① 当期の概況 

 当中間連結会計期間における世界経済は、米国商務省発表の第３四半期実質ＧＤＰ（国内総生産）が、前

期比年率＋3.8％と前期の同＋3.3％を上回るなど、好調に推移しておりますが、原油価格の高値維持や大型

ハリケーン等の影響が心配される状況にあります。 

 また、当中間会計期間におけるわが国経済は、７-９月期の実質ＧＤＰが前期比＋0.4％となり、前２四半

期高成長の反動もあって伸び率は低下したものの総じて内需、輸出とも底堅い動きが継続しており、また、

企業部門の財務・収益体質も強化されつつある状況となっております。 

 このような環境下、当社グループの属する電子基板業界におきましては、液晶・ＰＤＰテレビの価格下落

等により、デジタル家電の販売が比較的堅調に推移していることから、当該家電に多用されるフレキシブル

プリント基板、テープ基板の製造が高水準で推移いたしました。また、大型液晶パネルメーカーの設備投資

も堅調に推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループはユーザーの要望に対し非接触電気検査を用いて応えるべく研究開発

を重ねると共に、ユーザーの満足度を 大限に高めるため、サービスサポート体制の充実及び装置の改善に

取り組んでまいりました。その結果として、テープ基板向け非接触電気検査装置（製品名｢TRV｣等）の製造、

販売が好調に推移いたしました。また、当該装置の販売増に伴い、非接触電気検査治具の販売も好調に推移

いたしました。 

 一方、利益につきましては、他社で製造している製品をユーザーのニーズに応じてカスタマイズするため

のコスト増、顧客の価格引下げ要求が強く当初予想していた利益が確保できなかった物件が一部あったこと、

商談の増加に伴う旅費交通費が予定を超過したことなどから当初予算を下回る結果となりました。 
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 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は1,613,522千円（前年同期比16.8％減）、経常損失は

333,374千円、中間純損失は206,105千円となりました。また、単体における当中間会計期間の業績は、売上

高は1,570,096千円（前年同期比19.4％減）、経常損失は335,809千円、中間純損失は205,629千円となりまし

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、液晶・ＰＤＰテレビの販売好調等を背景にフレキシブル基板、

テープ基板の製造が高水準に推移したことにより、当社の製造する非接触電気検査装置の製造、販売が好調

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関しましては、当初予算通り上半期の売上計上はありませ

んでした。 

 この結果、売上高は1,201,573千円（同27.3％減）となりました。 

 接触電気検査装置部門におきましては、当該製品がターゲットとしているプリント基板生産の中国をはじ

めとするアジア圏諸国へのシフトが継続しているため、国内での設備投資は減少を続けております。一方、

国内大手自動車メーカーの車載関連製品をターゲットとすることで、主に東海地区での営業活動を強化して

まいりました。 

 この結果、売上高は276,850千円（同3.1％増）となりました。 

 その他の部門におきましては、他社が製造している外観検査装置を、当社において、ユーザーの要望に合

わせてカスタマイズして販売しておりますが、価格競争の激化等により、販売実績はありませんでした。 

 一方、プリント基板製造装置事業に関しましては、新たにプロセス事業部を設立し、当該事業を強化した

結果、着実に商談が進展しており、前年を上回る成果をあげることができました。 

 この結果、売上高は135,097千円（同683.0％増）となりました。 

   ③ 通期の見通し 

平成18年４月期通期見通しに関しましては、下期も上期に引続きフレキシブル基板、テープ基板の生産が

高水準に推移すると見られることから、当社製品に対する需要も平成17年６月13日並びに平成17年９月15日

の通期予想（以下｢当初予想｣といいます）発表時点と比較し、当該基板向け非接触検査装置及び非接触検査

治具の連結売上高が671百万円増額となるものと見込んでおります。また、液晶・ＰＤＰなどの薄型テレビの

好調な売行きを背景に、当該ガラスパネルメーカーにおける設備投資需要が旺盛であることから、当社の非

接触ガラス基板検査装置につきましても、連結売上高で当初予想と比較し156百万円増額となるものと見込ん

でおります。 

一方、接触電気検査装置部門ならびにその他部門につきましては、生産拠点の海外シフトの加速や、価格

競争の激化等により、当初予想よりも当該製品に関する連結売上高は367百万円減額となると見込んでおりま

す。 

したがいまして、売上高に関しましては、平成17年12月５日に発表した業績予想のとおり、連結売上高は

当初予想を460百万円上回る4,768百万円（前年同期比18.3％増）、単独売上高は同460百万円上回る4,413百

万円（前年同期比10.9％増）を予想しております。 

また、利益につきましては、非接触電気検査部門の売上高が増加することにより、売上総利益は増加する

ものと考えておりますが、商談等が引続き高水準で推移するものと見られることから、旅費交通費などの販

売費及び一般管理費が当初予想を超過するものと考えております。したがいまして、連結経常利益は当初予

想を１百万円上回る290百万円（同114.4％増）、単独経常利益は同１百万円上回る175百万円（同109.7％

増）、連結当期純利益は175百万円（同154.1％増）、単独当期純利益は98百万円（同242.0％増）を予想して

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 

 当中間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、前中間連結会計期間末に比

べ120,996千円増加し、1,555,108千円となりました。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） 

 当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、125,304千円となりました。これは主に、

売上債権の増加796,678千円、仕入債務の増加186,576千円等を計上したものの、税金等調整前中間純損失

334,432千円、たな卸資産の増加額789,469千円等を計上したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は179,425千円となりました。これは主に新た

に子会社となった日本電針株式会社の株式を取得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） 

 当中間連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、1,331,907千円（前年同期比59.0％増）と

なりました。これは主に株式の発行による収入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10期中間 

平成15年10月

第10期 

平成16年４月

第11期中間 

平成16年10月

第11期 

平成17年４月 

第12期中間 

平成17年10月

自己資本比率（％） 36.2 35.2 40.4 42.4 61.9 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
102.6 152.2 86.0 80.9 213.3 

債務償還年数（年） ― ― 38.5 ― － 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
― ― 3.6 ― － 

     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 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／支払利息 

     （注） 第10期中間、第10期、第11期及び第12期中間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．事業等のリスク 

    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、投資判断は以下の事業

等のリスクおよ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。なお、文中にお

ける将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断したものであります。 

    

（１）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いう結果になりました。これは、いわゆる「Ｉ

Ｔ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）及び第10期（平成16年４月期）においては、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連続して増収増益となり、前連

結会計年度（平成17年４月期）においても、引き続きテープ基板等のフレキシブル基板向け装置の製造、販売

が好調に推移したことに加え、大型ガラス基板の生産工程における全数検査に対応することでガラス基板向け

非接触電気検査装置の売上高が増加いたしました。当中間連結会計期間においては、ガラス基板検査装置の売

上高はなかったものの、前期に引続き、テープ基板、フレキシブル基板向け非接触電気検査装置及び治具の製

造、販売が好調に推移しております。 

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約６ヶ月から10ヶ月程度の期

間を要する物件があること、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
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の平成18年４月期中間決算における売上債権回転期間は8.6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2.5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、

海外Ｌ/Ｃ取引の積極展開や販売代理店の活用により、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、上記以外の事業として当社製品の製造を開始しております。 

 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できる場合には、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、

計画通りの生産ができ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、平成15年７月28日及び平成16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、従業員、子会社役員及び子会社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。また、平成17年７月27日定時株主総会において当社役員、従業員、子会社役員及び子会社従業

員に対してストックオプション（新株予約権）を付与することを決議しております。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３名 

当社従業員 31 名 
普通株式 444 株 75,000 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 

当社監査役１名 

当社従業員７名 

当社の子会社の 

従業員１名 

普通株式 1,652 株 75,000 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３名 

当社従業員３名 

 

普通株式 368 株 156,000 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。 

 

 平成16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５名 

当社監査役１名 

当社従業員 86 名 

当社の子会社の 

従業員 13 名 

普通株式 598 株 217,926 円
自 平成 18 年８月 20 日

至 平成 26 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。 

 

 平成17年７月27日定時株主総会決議 

付与対象者 株式の種類 株式数 払込金額 権利行使期間 権利行使についての条件 

当社取締役 

当社監査役 

当社従業員 

当社の子会社の 

取締役 

当社の子会社の 

従業員 

普通株式 

2,500 株 

を上限と 

する。 

（注）１ 

（注）２
自 平成 19 年８月 20 日

至 平成 27 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。 

（注）１．当社が、当社普通株式につき株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により、新株予約権の目

的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、未行使の新株予約権についてのみ行われ

るものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込金額は、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。 
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 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。 

なお、当社が株式分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様

とする。）または株式併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整の結

果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

 １  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率  

また、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、次の算式により、１株当た

りの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。なお、下記算式における

「既発行普通株式数」には、当社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。 

     新規発行普通株式数×１株当たり払込金額 

 

既発行 
普通株式数

＋
新規発行前の普通株式の時価  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数  

 

 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。 

ピンを配置しています。 
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５．中間連結財務諸表等 

(１）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年４月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   1,489,048 1,698,968  687,783

２．受取手形及び売掛
金 

※３  1,987,889 1,912,332  2,624,387

３．たな卸資産   1,273,619 2,164,774  1,351,987

４．繰延税金資産   35,222 186,651  24,944

５．その他   34,504 52,503  52,964

貸倒引当金   △28,339 △450  －

流動資産合計   4,791,945 91.4 6,014,779 90.1  4,742,068 90.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物及び構築物  161,757 205,791 192,695 

(2）機械装置及び運
搬具 

 23,002 45,911 19,357 

(3）工具器具備品  18,752 44,027 37,550 

(4）土地  92,626 296,140 127,934 423,664 92,626 342,230

２．無形固定資産   124,654 180,705  132,854

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  6,920 5,578 3,000 

(2）敷金保証金  15,388 29,072 16,600 

(3）繰延税金資産  2,739 4,326 3,874 

(4）その他  7,724 22,584 8,890 

貸倒引当金  △2,300 30,471 △2,300 59,261 △2,300 30,064

固定資産合計   451,265 8.6 663,631 9.9  505,149 9.6

資産合計   5,243,211 100.0 6,678,411 100.0  5,247,218 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

※３  873,735 849,137  640,300

２．短期借入金   1,620,824 1,159,952  1,764,122

３．未払法人税等   9,652 10,724  35,890

４．賞与引当金   23,018 28,728  24,733

５．その他   43,420 46,501  66,322

流動負債合計   2,570,650 49.0 2,095,043 31.4  2,531,369 48.3

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   548,458 447,506  483,482

２．繰延税金負債   381 －  853

３．退職給付引当金   － 3,968  －

固定負債合計   548,839 10.5 451,474 6.7  484,335 9.2

負債合計   3,119,489 59.5 2,546,518 38.1  3,015,705 57.5

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   3,598 0.1 3,999 0.0  5,348 0.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   881,481 16.8 1,939,281 29.1  881,631 16.8

Ⅱ 資本剰余金   869,265 16.6 1,927,065 28.9  869,415 16.6

Ⅲ 利益剰余金   367,411 7.0 251,550 3.8  473,019 9.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,919 0.0 472 0.0  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定   45 0.0 9,523 0.1  2,097 0.0

資本合計   2,120,122 40.4 4,127,894 61.9  2,226,164 42.4

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  5,243,211 100.0 6,678,411 100.0  5,247,218 100.0
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(２）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,938,725 100.0 1,613,522 100.0  4,030,184 100.0

Ⅱ 売上原価   1,562,224 80.6 1,358,529 84.2  3,138,340 77.9

売上総利益   376,500 19.4 254,992 15.8  891,843 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   

１．販売手数料  － 53,460 － 

２．役員報酬  36,584 44,050 73,269 

３．給与手当  77,353 95,671 147,552 

４．旅費交通費  66,403 98,355 152,410 

５．貸倒引当金繰入額  28,339 50 － 

６．賞与引当金繰入額  6,467 8,803 7,581 

７．その他  146,099 361,247 18.6 212,319 512,709 31.8 330,327 711,140 17.6

営業利益又は営業
損失（△） 

  15,252 0.8 △257,717 △16.0  180,703 4.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  87 204 221 

２．消耗品売却収入  780 － － 

３．為替差益  － 5,222 － 

４．その他  780 1,648 0.1 1,142 6,569 0.4 2,614 2,836 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  15,723 12,749 30,495 

２．新株発行費  11,922 68,432 12,545 

３．その他  5,488 33,135 1.7 1,045 82,226 5.1 5,120 48,161 1.2

経常利益又は経常
損失（△） 

  △16,233 △0.8 △333,374 △20.7  135,377 3.4

Ⅵ 特別利益    

投資有価証券売却
益 

 － － － － － － 3,112 3,112 0.1

 Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※１ 142 533 142 

２．たな卸資産廃棄損  17,751 － 17,751 

３．たな卸資産評価損  15,674 525 15,674 

４．ゴルフ会員権評価
損 

 4,200 37,768 2.0 － 1,058 0.0 4,200 37,768 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は税金等調整前中
間純損失（△） 

  △54,002 △2.8 △334,432 △20.7  100,721 2.5

法人税、住民税及
び事業税 

 4,673 1,437 42,021 

法人税等調整額  △23,424 △18,751 △1.0 △128,265 △126,827 △7.8 △12,942 29,078 0.7

少数株主利益又は
少数株主損失
（△） 

  1,418 0.1 △1,499 △0.1  2,703 0.1

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  △36,668 △1.9 △206,105 △12.8  68,939 1.7
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（３）中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

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  517,284 869,415  517,284

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 増資による新株の発行  351,981 351,981 1,057,650 1,057,650 352,131 352,131

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

 869,265 1,927,065  869,415

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  414,681 473,019  414,681

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間（当期）純利益  － － － － 68,939 68,939

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．中間純損失  36,668 206,105 － 

２．配当金  10,602 47,270 15,363 221,469 10,602 10,602

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 367,411 251,550  473,019
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 

至 平成17年10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16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益又は純
損失（△） 

 △54,002 △334,432 100,721 

減価償却費  13,378 26,188 38,513 

連結調整勘定償却  － 1,155 － 

貸倒引当金の増加額  28,339 50 － 

賞与引当金の増加額  2,917 2,950 4,632 

退職給付引当金の増加額  246 922 662 

受取利息及び受取配当金  △88 △204 △284 

支払利息  15,723 12,749 30,495 

為替差損益  333 △317 △38 

新株発行費  11,922 68,432 12,545 

投資有価証券売却益  － － △3,112 

有形固定資産除却損  142 533 142 

ゴルフ会員権評価損  4,200 － 4,200 

売上債権の増加（△）又は減少額  52,187 796,678 △616,149 

たな卸資産の増加額  △261,426 △789,469 △340,287 

その他流動資産の増加（△）又は減少額  4,907 1,006 △12,805 

仕入債務の増加額  292,110 186,576 58,215 

割引手形の増加又は減少額（△）  △20,747 △37,385 11,301 

その他流動負債の増加又は減少額（△）  4,443 △27,544 31,586 

小計  94,589 △92,109 △679,660 

利息及び配当金の受取額  88 204 284 

利息の支払額  △15,723 △12,749 △30,495 

法人税等の支払額  △22,583 △20,650 △34,569 

営業活動によるキャッシュ・フロー  56,369 △125,304 △744,441 

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  △21,203 △14,203 △165,064 

定期預金の払戻による収入  134,298 35,407 168,031 

有形固定資産の取得による支出  △101,797 △59,026 △164,383 

無形固定資産の取得による支出  △18,506 △28,381 △34,228 

投資有価証券の取得による支出  － － △3,000 

投資有価証券の売却による収入  － － 6,812 

敷金保証金の増加額  △6,405 △10,534 △6,870 

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 － 

その他投資等の増加額  △560 △13,444 △1,632 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △14,175 △179,425 △200,337 

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  83,334 △616,670 266,668 

長期借入れによる収入  200,000 － 200,000 

長期借入金の返済による支出  △132,880 △83,476 △237,892 

株式の発行による収入  698,036 2,046,867 691,717 

配当金の支払額  △10,602 △14,813 △10,602 

財務活動によるキャッシュ・フロー  837,888 1,331,907 909,891 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  879 5,211 4,456 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加又は減少額（△）  880,961 1,032,389 △30,431 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  553,150 522,719 553,150 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  1,434,112 1,555,108 522,719 
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  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数      ４社 連結子会社の数      ５社 連結子会社の数      ４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 

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、当中間連結会計

期間に株式を取得したため、連

結の範囲に含めております。 

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 

① 持分法適用会社 ① 持分法適用会社 ① 持分法適用会社 ２．持分法の適用に関する事

項  該当事項はありません。  同左  同左 

 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 

② 持分法を適用していない関連

会社 

  ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ 

Ｌｔｄ．は中間連結純損益及び

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  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。 

３．連結子会社の中間決算日

（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

司の中間決算日は、６月30日であ

ります。中間連結財務諸表の作成

に当たっては、９月30日現在で実

施した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

 ただし、中間連結決算日までの

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

司の中間決算日は６月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成に当

たっては、９月30日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

また、日本電針株式会社の中間決

算日は９月30日であります。 

 ただし、中間連結決算日までの

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 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 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの ───── 

  中間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） 

同左  

 ───── 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 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

 個別法による原価法 主として個別法による原価法 個別法による原価法 

 原材料 原材料 原材料 

 移動平均法による原価法 主として移動平均法による原

価法 

移動平均法による原価法 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法  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  10～21年

機械装置及び運搬具 

         ５～６年

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 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  10～30年

機械装置及び運搬具 

         ５～10年

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 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  10～21年

機械装置及び運搬具 

         ５～６年

 ロ．無形固定資産 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。 

 同左  同左 

イ．貸倒引当金 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、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。 

 同左  同左 

 ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 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。 

 同左  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 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、当中間連結会計期間末に

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。 

 同左  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

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

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、中間決算

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。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社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 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

───── イ．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

を充たして場合には振当て処理

を採用しております。 

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 

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

を行なっております。 

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。 

───── 

イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 (7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

 税抜方式によっております。  同左  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

５．中間連結キャッシュ・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・随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３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 

 

中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から、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。 

────── 

   

 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

────── ──────  「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、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から、「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年

２月13日企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が6,100

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が、6,100千円減少しておりま

す。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年４月30日） 

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
81,047千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
154,118千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
98,773千円

   
 ２ 受取手形割引高 5,336千円

受取手形裏書高 158,489千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 128,529千円

 
  

 
 ２ 受取手形割引高 37,385千円

受取手形裏書高 24,841千円
  

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行なわれたものとして処理して

おります。当中間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 28,913千円

支払手形 79,477千円

割引手形 9,000千円

裏書手形 345千円

※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 5,027千円

支払手形 178,217千円

 
 

     

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 
 
建物及び構築物 20千円

機械設備及び車両運搬具 121千円

 計 142千円
  

 
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
  

  
建物及び構築物 20千円

機械設備及び車両運搬具 121千円

 計 142千円
 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

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中間期末残高と中間連

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16年10月31日現在） （平成17年10月31日現在） （平成17年４月30日現在）
 
現金及び預金勘定 1,489,048千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△54,936千円

現金及び現金同等物 1,434,112千円
  

 
現金及び預金勘定 1,698,968千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△143,860千円

現金及び現金同等物 1,555,108千円
  

 
現金及び預金勘定 687,783千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△165,064千円

現金及び現金同等物 522,719千円
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

50,869 27,652 23,217 

ソフトウェア 4,600 766 3,833 

合計 55,469 28,418 27,050 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具 

34,349 17,217 17,131

ソフトウェア 13,530 2,704 10,826

合計 47,880 19,922 27,958

  

 

 

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 

34,349 14,495 19,853

ソフトウェア 10,530 1,347 9,183

合計 44,880 15,843 29,036

  
２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 7,067千円

１年超 20,795千円

合計 27,862千円
  

 
１年内 8,160千円

１年超 20,393千円

合計 28,554千円
  

 
１年内 7,541千円

１年超 22,171千円

合計 29,712千円
  

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、リース資産減損勘定の

取崩高、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 
支払リース料 4,800千円

減価償却費相当額 4,362千円

支払利息相当額 368千円
  

 
支払リース料 4,310千円

減価償却費相当額 4,028千円

支払利息相当額 351千円
  

 
支払リース料 9,121千円

減価償却費相当額 8,331千円

支払利息相当額 685千円
  

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 

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 (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  同左 

(2）利息相当額の算定方法 (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

期の配分については、利息法によって

おります。 

 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。 

 同左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年10月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

内容 取得原価（千円） 
当中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 3,700 6,920 3,220 

(2）債券    

国債、地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

合計 3,700 6,920 3,220 

 

当中間連結会計期間末（平成17年10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） 
当中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 540 1,352 812 

(2）債券    

国債、地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

合計 540 1,352 812 

 

２．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） 

非上場株式 4,226 

 

前連結会計年度末（平成17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．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年５月１日 至 平成17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） 

6,812 3,112 － 

 

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） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,000 
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(デリバティブ取引関係) 

 前中間連結会計期間（自平成16年５月１日 至平成16年10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。 

 

 当中間連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年10月31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。 

 

 前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17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。 
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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 

前中間連結会計期間（自平成16年５月１日 至平成16年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年５

月１日 至平成17年10月31日）及び前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17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 

前中間連結会計期間（自平成16年５月１日 至平成16年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年５

月１日 至平成17年10月31日）及び前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17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 

前中間連結会計期間（自 平成16年５月１日 至 平成16年10月31日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 252,635 14,364 106,431 61,380 434,810

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 1,938,725

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

13.0 0.7 5.5 3.2 22.4

 

当中間連結会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 149,935 153,267 29,645 12,564 345,411

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 1,613,522

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

9.3 9.5 1.8 0.8 21.4

 

前連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17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） 451,037 72,620 704,786 73,597 1,576 1,303,618

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － － 4,030,184

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合（％） 

11.2 1.8 17.5 1.8 0.0 32.3
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 (１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 

１株当たり純資産額 151,816円87銭

１株当たり中間純損失 3,037円35銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり中間純損失であるため記載して

おりません。 

 

１株当たり純資産額 100,538円12銭

１株当たり中間純損失 5,613円50銭

 同左 

 

１株当たり純資産額 79,693円73銭

１株当たり当期純利益 2,647円96銭

 
潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
 

2,517円06銭

 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連結会計年度における

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    62,007円16銭

 １株当たり当期純利益額   2,396円29銭

 潜在株式調整後１株当たり 

 当期純利益額        2,272円81銭

 （注） １株当たり当期純利益又は１株当たり中間純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

１株当たり当期純利益又は中間純損失（△）
金額 

   

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）
（千円） 

△36,668 △206,105 
68,939 

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中間純損失
（△）（千円） 

△36,668 △206,105 
68,939 

期中平均株式数（株） 12,072 36,716 26,035 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益金額 

  
 

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － － 1,354 

（うち新株引受権） － － （334）

（うち新株予約権） － － （1,020）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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1,336個）及び新株

引受権方式のストックオプ

ション（普通株式286株）。

これらの詳細は、「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。 

 新株予約権１種類（新株予

約権の数2,618個）及び新株

引受権方式のストックオプ

ション（普通株式444株）。

これらの詳細は、「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。 

 第３回新株予約権（平成

16年７月28日定時株主総

会）622個。 

 なお、第３回新株予約権

の概要は、「第４ 提出会

社の状況、１株式の状況、

(2）新株予約権等の状況

等」に記載のとおりであり

ます。 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成16年５月１日 至 平成16年10月31日） 

１．株式の分割 

平成16年９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12月20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。 

  ① 分割により増加する株式数 

    普通株式 13,965株 

  ② 分割方法 

    平成16年10月31日（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は、平成16年10月29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11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中間連結会計期間及び前連結会計年度における１株当たり情報ならびに当

期首に行われたと仮定した場合の当中間連結会計期間における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

55,400円09銭 

１株当たり中間純損失 

4,197円80銭 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間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

り中間純損失であるため記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 

75,908円44銭

１株当たり中間純損失 

1,518円68銭

 同左 

１株当たり純資産額 

62,007円16銭 

１株当たり当期純利益 

2,396円29銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

2,272円81銭 

 

 

当中間連結会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日） 

１．第三者割当による新株発行 

 平成17年６月13日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当増資による新株式発行を行いました。 

 （1）新株発行概要 

① 発行新株式数 普通株式13,000株 

② 発行価額 １株につき金162,000円 

③ 発行価額の総額 金2,106,000,000円 

④ 資本組入額の総額 金1,053,000,000円（１株につき金81,000円） 

⑤ 申込期間 平成17年６月29日から平成17年６月30日まで 

⑥ 払込期日 平成17年６月30日 

⑦ 新株券公布日 平成17年６月30日 

⑧ 配当起算日 平成17年５月１日 

⑨ 割当先及び割当株数 コメルツバンク アセット マネジメント アジア リミテッド  4,940株 

ヘンドリック プロフィッツ リミテッド            4,320株 

サイノ エキスパート インベストメンツ リミテッド      3,740株 

⑩ 新株式の継続所有の取決め

に関する事項 

当社は割当先より、割当新株式を発行日から２年以内に譲渡する場合は、その内容について

当社に報告する旨の確約書を取得しております。 
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（2）今回の増資による発行済株式総数の推移 

① 現在の発行済株式総数（平成17年６月13日現在） 27,934株 

② 増資による増加株式数 13,000株 

③ 増資後発行済株式数 40,934株 

  （注）上記株式数に関しては、平成17年４月30日現在の株主名簿の記載を基準として計算しています。 

（3）増資の理由及び資金の使途 

増資の理由 

 当社の属する電子基板業界においては、携帯電話、デジタルビデオディスク、液晶テレビなどのデジタル機器の普及に伴い、当

該商品に内蔵されるプリント基板、ガラス基板の配線の高密度化、微細化が進展し、その基板製造技術の開発競争も激化しており

ます。 

 このような状況下で、当社は当社独自のサービスサポート体制によって、ユーザーのニーズを的確に捉え、当社の技術力で解決

してまいりましたが、更にユーザーへのサービスサポートを充実させて参りたいと考えております。 

 また、当社製品の 大の特徴が、非接触方式による電気検査であることから、高密度化、微細化の進展が顕著な、フレキシブル

基板、ガラス基板の電気検査においては、当該非接触方式が主流となりつつあることから、当社製品に対する需要が高まっており

ます。このため、財務状況を勘案しつつ、製品供給体制の拡充、サービスサポート体制の充実などを図るべく、今回の増資を決定

いたしました。 

今回調達資金の使途 

 今回の第三者割当増資による調達資金については、主として事業拡張のためのＭ＆Ａ、事業運転資金、本社工場の拡充などに使

用される予定です。 

 

２．日本電針株式会社の株式の取得（子会社化）について 

 平成17年６月13日開催の当社取締役会において決議いたしました、日本電針株式会社の株式の取得を平成17年７月20日にて行いまし

た。 

（1）株式の取得の理由 

 コンタクトピンメーカーとして著名な同社を、当社の子会社とすることで、当社の企画・開発・製造・販売する検査装置にマッチ

したコンタクトピンの開発・製造を行い、当社ユーザーに対し、より効率的な検査方法を提案することによる当社検査装置及び治具

の売上増、並びに、当社の仕入コストの削減等により、ユーザーの生産効率の向上に資することを目的に、同社を子会社化するもの

であります。 

（2）子会社となる会社の概要 

① 商号 日本電針株式会社 

② 代表者 山口 勇 

③ 本店所在地 埼玉県入間郡三芳町北永井847番46 

④ 設立年月日 昭和52年４月５日 

⑤ 主な事業の内容 電気検査機用コンタクトピンの製造及び販売 

⑥ 決算期 ３月31日 

⑦ 従業員数 15名 

⑧ 事業所 埼玉県入間郡、埼玉県富士見市 

⑨ 資本の額 1,000万円 

⑩ 発行済株式数 20,000株 

⑪ 株主構成及び議決権の総数に対する割合 

山口 勇     80％  

山口 光子    20％ 
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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 1,781,481 92.8 

接触電気検査装置部門 244,353 90.5 

その他部門 135,097 771.8 

合計 2,160,931 97.9 

 (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 1,201,573 72.7 

接触電気検査装置部門 276,850 103.1 

その他部門 135,097 783.0 

合計 1,613,522 83.2 

 (注) １．前中間連結会計期間及び当中間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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

日本サムスン株式会社 574,000 29.6 588,000 36.4 

新藤電子工業株式会社 388,637 20.0 252,417 15.6 

  ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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