
 

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 17 年４月期 個別財務諸表の概要」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 17

年４月期 個別財務諸表の概要」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 17 年４月期 個別財務諸表の概要」に続き、平成 17 年６月 13 日付で開示い

たしました「平成 17 年４月期 個別財務諸表の概要」をあわせて添付しております。 

 

 

以上 
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（訂正後） 

平成 17 年 ４ 月期  個別財務諸表の概要            平成17年６月13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17年６月13日      配当支払開始予定日 平成17年７月28日 
単元株制度採用の有無             無             中間配当制度の有無            有 
定時株主総会開催日   平成17年７月27日 
 
１.17年４月期の業績(平成16年５月１日～平成17年４月30日) 
(1)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４月期 3,604 16.1 △76 － △110 －

16年４月期 3,105 32.9 △101 － △104 －

 
 

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 ％ ％ ％

17年４月期 △177 － △6,802 77 － － － － 

16年４月期 △305 － △51,869 87 － － － － 

 (注)①期中平均株式数 17年４月期 26,035株  16年４月期 5,890株 
    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③売上高におけるパーセント表示は、対前期増減率 
     ④潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 
 
(2)配当状況                                  （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 

年間配当金総額
（年 間） 

配当性向 
株主資本 
配当率 

 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 

17年４月期 550 00 0 00 550 00 15 － 1.1 
16年４月期 1,800 00   0 00 1,800 00 10 － 1.2 

 
(3)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４月期 4,583 1,417 30.9 50,733  10
16年４月期 3,807 900 23.7 152,907  83

 (注)①期末発行済株式数 17年４月期 27,934株 16年４月期 5,890株 
   ②期末自己株式数  17年４月期  ― 株 16年４月期  ― 株 
 
２．18年４月期の業績予想(平成17年５月１日～平成18年４月30日)          （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

中 間 期 1,272 △315 △187   0 00 － － 

通   期 3,952 173 97 － 600 00 600 00

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 2,383円59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、平成17年４月期決

算短信（連結）の添付資料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、平成17年６月30日を払込期日とする第三者割当による新株式発行後の発行済

株式数40,934株で算出しております。 
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１. 財務諸表等  

(１) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成16年４月30日） 
当事業年度 

（平成17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  658,983 545,324 △113,658

２．受取手形 ※５ 315,108 412,184 97,076

３．売掛金 ※４ 1,084,419 1,225,412 140,992

４．製品  821,067 1,186,329 365,262

５．原材料  185,135 206,314 21,179

６．仕掛品  280,039 364,306 84,266

７．未収入金  1,828 1,828 0

８．未収消費税等  54,349 63,191 8,842

９．前払費用  4,483 1,448 △3,034

10．その他  13,749 7,366 △6,383

流動資産合計  3,419,164 89.8 4,013,707 87.6 594,543

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物  79,355 207,975  

減価償却累計額  9,738 69,616 16,628 191,347 121,730

(2）構築物  3,810 3,810  

減価償却累計額  2,193 1,616 2,526 1,283 △332

(3）機械装置  39,238 39,238  

減価償却累計額  20,651 18,586 26,297 12,941 △5,645

(4）車両運搬具  500 －  

減価償却累計額  384 115 － － △115

(5）工具器具備品  33,826 66,364  

減価償却累計額  22,389 11,436 33,303 33,061 21,624

(6）土地  92,626 92,626 －

(7）建設仮勘定  2,899 － △2,899

有形固定資産合計  196,899 5.2 331,260 7.2 134,361
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前事業年度 

（平成16年４月30日） 
当事業年度 

（平成17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）

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  6,670 5,482 △1,187

(2）特許権  101,544 125,977 24,432

(3）電話加入権  1,246 1,246 －

無形固定資産合計  109,461 2.9 132,706 2.9 23,244

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  3,700 3,000 △700

(2）関係会社株式  62,720 92,720 30,000

(3）敷金保証金  8,693 6,838 △1,854

(4）保険積立金  2,414 3,213 798

(5) その他  4,777 2,850 △1,927

  貸倒引当金  － △2,300 △2,300

投資その他の資産合計  82,306 2.1 106,322 2.3 24,016

固定資産合計  388,667 10.2 570,289 12.4 181,622

資産合計  3,807,831 100.0 4,583,997 100.0 776,166
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前事業年度 

（平成16年４月30日） 
当事業年度 

（平成17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 ※５ 520,645 542,087 21,442

２．買掛金  300,292 295,944 △4,347

３．短期借入金  1,350,002 1,616,670 266,668

４．１年以内返済予定長期
借入金 

 205,612 147,452 △58,160

５．未払金  10,220 9,267 △952

６．未払法人税等  24,000 28,000 4,000

７．未払費用  14,250 17,132 2,881

８．賞与引当金  17,861 22,869 5,008

９．その他  3,374 3,727 352

流動負債合計  2,446,258 64.2 2,683,150 58.5 236,891

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  460,934 483,482 22,548

２．繰延税金負債  11 － △11

３．退職給付引当金  － 186 186

固定負債合計  460,945 12.1 483,668 10.6 22,723

負債合計  2,907,204 76.3 3,166,819 69.1 259,614

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 529,500 13.9 881,631 19.2 352,131

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  517,284 869,415  

資本剰余金合計  517,284 13.6 869,415 19.0 352,131

Ⅲ 利益剰余金   

１．任意積立金   

 (1) 別途積立金  250,000 350,000  

２．当期未処理損失（△）  △396,156 △683,868  

利益剰余金合計  △146,156 △3.8 △333,868 △7.3 △187,712

資本合計  900,627 23.7 1,417,178 30.9 516,551

負債資本合計  3,807,831 100.0 4,583,997 100.0 776,166
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（２）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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  3,105,116 100.0 3,604,877 100.0 499,760

Ⅱ 売上原価 ※３  

１．期首製品たな卸高  666,415 821,067  

２．当期製品製造原価  2,770,089 3,365,741  

合計  3,436,504 4,186,808  

３．他勘定振替 ※２ 9,085 29,340  

４．期末製品たな卸高  821,067 2,606,352 83.9 1,186,329 2,971,139 82.4 364,786

売上総利益  498,764 16.1 633,738 17.6 134,973

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．広告宣伝費  20,637 25,053  

２．運賃  23,707 29,296  

３．販売手数料  48,962 80,237  

４．役員報酬  66,995 69,206  

５．給与手当  138,964 134,379  

６．賞与引当金繰入額  5,497 7,581  

７．旅費交通費  108,416 140,271  

８．地代家賃  17,520 13,707  

９．支払手数料  52,467 56,484  

10．その他  117,247 600,419 19.4 154,329 710,546 19.7 110,127

営業損失（△）  △101,654 △3.3 △76,807 △2.1 24,846

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  109 71  

２．受取手数料 ※１ 5,550 12,261  

３．助成金収入  17,342 －  

４．その他  2,138 25,141 0.8 2,372 14,705 0.4 △10,435
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前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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）

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  26,970 30,490  

２．新株発行費  － 12,545  

３．その他  607 27,578 0.9 5,467 48,503 1.4 20,925

経常損失（△）  △104,091 △3.4 △110,606 △3.1 △6,514

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  8,363 －  

２．投資有価証券売却益  － 8,363 0.3 3,112 3,112 0.1 △5,251

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※４ 249 136  

２．たな卸資産廃棄損  － 17,751  

３．たな卸資産評価損  － 15,674  

４．ゴルフ会員権評価損  － 4,200  

５．契約解除違約金  23,682 23,932 0.8 － 37,762 1.0 13,830

税引前当期純損失 
（△） 

 △119,660 △3.9 △145,257 △4.0 △25,596

法人税、住民税及び事 
業税 

 42,571 31,864  

法人税等調整額  143,281 185,852 5.9 △11 31,852 0.9 △153,999

当期純損失（△）  △305,513 △9.8 △177,110 △4.9 128,403

前期繰越損失（△）  △90,643 △506,758 △416,115

当期未処理損失（△）  △396,156 △683,868 △287,712
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  製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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） 

Ⅰ 材料費  570,078 19.9 524,412 15.2 △45,666

Ⅱ 労務費  313,752 10.9 375,516 10.9 61,764

Ⅲ 経費 ※１ 1,986,143 69.2 2,554,235 73.9 568,091

当期製造費用  2,869,974 100.0 3,454,163 100.0 584,189

期首仕掛品たな卸高  187,927  280,039  92,111

合計  3,057,902  3,734,203  676,300

他勘定振替 ※２ 7,773  4,155  △3,618

期末仕掛品たな卸高  280,039  364,306  84,266

当期製品製造原価  2,770,089  3,365,741  595,652

       
 
（注） 原価計算の方法 

原価計算の方法は、個別原価計算方法によっております。 

（注） 原価計算の方法 

同左 

※１ 主な内訳は以下のとおりであります  

 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

外注加工費（千円） 1,824,860 2,407,300 

減価償却費（千円） 12,457 21,964 

試験研究費（千円） 72,299 28,533 

※２ 他勘定振替は、前事業年度は有形固定資産への振替えによるものであり、当事業年度は仕掛品の評価減によ

るものであります。 

 

（３）損失処理案 

  
前事業年度 

株主総会承認年月日 
（平成16年７月28日） 

当事業年度 
株主総会承認予定年月日 
（平成17年７月27日） 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失(△)   △396,156  △683,868 △287,712

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  10,602  15,363  

２．任意積立金      

(1）別途積立金  100,000 110,602 － 15,363 △95,238

Ⅲ 次期繰越損失(△)   △506,758  △699,232 △192,473
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 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

(1）子会社株式 (1）子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）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 

製品・仕掛品 製品・仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  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 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

（ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（附属設備を除く）は定

額法によっております。） 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10～21年 

機械装置    ５～６年 

同左 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産  

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

同左 

────── (1）新株発行費 ４．繰延資産の処理方法 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ５．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。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の期間対応

分を計上しております。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産に基づき計上しております。 

同左 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

７．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 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

同左 

 
 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

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「販売手数料」及び「支払手数

料」は、それぞれ、販売費及び一般管理費の総額の100

分の５を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「販売手数料」及び「支払手数

料｣は、それぞれ、4,000千円及び20,251千円でありま

す。 

２．前期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、当期の「受取割戻料」は、85千円でありま

す。 

────── 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

────── 「地方税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、当事業年度から「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、経常損失及び税引前当期純損失が、6,100千円

増加しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年４月30日） 

当事業年度 
（平成17年４月30日） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 ※１ 授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数     普通株式 23,560株

発行済株式総数   普通株式 5,890株
  

 
授権株式数     普通株式 94,240株

発行済株式総数   普通株式 27,934株
   

２ 受取手形裏書高 26,500千円
  

 
２ 受取手形裏書高 62,226千円

  
３ 偶発債務 ３        ────── 

(1）債務保証  

子会社である㈱エス・ティー・エフの金融機関か

らの借入金2,280千円に対し債務保証を行っており

ます。 

 

※４       ────── ※４ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

売掛金              67,968千円

※５       ────── ※５ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、当期の末

日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。期末日満期手形

の金額は次のとおりであります。 

受取手形 5,027千円

支払手形 178,217千円
 

  ６ 資本の欠損の額は146,156千円であります。   ６ 資本の欠損の額は333,868千円であります。 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

受取手数料 5,550千円
  

 
受取手数料 12,261千円

  
※２ 他勘定振替は有形固定資産への振替えによるもの

であります。 

※２ 他勘定振替は製品の評価損及び廃棄損によるもの

であります。 

※３ 研究開発費の総額 ※３ 研究開発費の総額 

当期製造費用に含まれる研究開発費 当期製造費用に含まれる研究開発費 

72,299千円 28,533千円 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    建物                249千円 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 20千円

車両運搬具 115千円

 計 136千円
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(リース取引関係) 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（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 

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 41,470 20,393 21,076

車両運搬具 9,399 3,408 5,990

ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 24,031 31,437

  

 

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 24,950 9,207 15,742

車両運搬具 9,399 5,288 4,111

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 6,910千円

１年超 23,971千円

計 30,881千円
  

 
１年内 7,541千円

１年超 22,171千円

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、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

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
  

 
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 

(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） 

 前事業年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日）及び当事業年度（自 平成16年５月１日 至 

平成17年４月30日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成16年４月30日） 

当事業年度 
（平成17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 
 

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 11千円

繰延税金負債合計 11千円
  

 
   繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しておりま

せんので、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との差異の原因となった主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との差異の原因となった主な原因別の内訳 
 

当期は税引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。 
 

  同左 
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（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

(自 平成15年５月１日 
 至 平成16年４月30日) 

当事業年度 
(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 152,907円83銭 50,733円10銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △51,869円87銭 △6,802円77銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額 

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。 

同左 

 

 

 

  

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事業

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 

         38,226円96銭 

１株当たり当期純損失金額(△) 

        △12,967円47銭 

（注）１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり当期純損失金額（△）   

当期純損失（△）（千円） △305,513 △177,110 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（△） 

（千円） 
△305,513 △177,110 

期中平均株式数（株） 5,890 26,035 

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 

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）。 

 

 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） 

前事業年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

１．株式の分割 

 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。 

  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又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事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。  

 前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 102,738円85銭 76,453円92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（△） 
11,804円20銭 △25,934円93銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

11,790円38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。 

 

２．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） 

 

３．新株予約権の付与 

 平成16年７月28日の定時株主総会において、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に商法第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。 

(1) 新株予約権の数 350個を上限とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

(3) 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。 

(4) 新株予約権の行使期間 平成18年８月20日から平成26年７月25日まで 

(5) 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。 

(6) 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。 

(7) 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。 
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当事業年度（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、第三者割当増資による新株式発行に関して、次のとおり決議い

たしました。 

 （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 新株券交付日 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 

当社は割当先に対し、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依頼する予定であります。 

⑪ 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 

 

（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。 

  （4）割当先の概要 

名 称
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 

(Commerzbank Asset Management Asia Ltd) 

本 店 所 在 地 #36-01,8Shenton Way,Temasek Tower,Singapore 068811 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Director,Pascal Crepin 

資 本 の 額 19百万シンガポールドル 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 CommerzbankAG（100％） 

主 な 事 業 内 容 投資事業 

当 社 と の 関 係 出資関係：該当なし 取引関係：該当なし 人的関係：該当なし 



 

－  － 

 

16

名 称
ヘンドリック プロフィッツ リミテッド 

(Hendrik Profits Limited) 

本 店 所 在 地 Blk 492C Tampines Street 45 #11-292, Singapore 522492 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Director, Sim Peck Lan 

資 本 の 額 US$１ 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 Worldvest Pte Ltd（100％） 

主 な 事 業 内 容 投資事業 

当 社 と の 関 係 出資関係：該当なし 取引関係：該当なし 人的関係：該当なし 

 

名 称
サイノ エキスパート インベストメンツ リミテッド 

(Sino Experts Investments Limited) 

本 店 所 在 地 Blk １ Jalan Bukit Merah #08-4512 Singapore 150001 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Director, Choo Choun Yin 

資 本 の 額 US$１ 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 Gate Fortune Pte Ltd（100％） 

主 な 事 業 内 容 投資事業 

当 社 と の 関 係 出資関係：該当なし 取引関係：該当なし 人的関係：該当なし 

 

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、日本電針株式会社の株式を取得し、子会社とすることについ

て決議いたしました。 

（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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２. 役員の異動 

（１）代表者の異動 

     該当事項はありません。 

   （２）その他の役員の異動 

     新任役員候補 

      取締役 榊原 康資（現 執行役員ＦＴ事業部長） 

   （３）就任予定 

     平成17年７月27日 
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（訂正前） 

平成 17 年 ４ 月期  個別財務諸表の概要            平成17年６月13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17年６月13日      配当支払開始予定日 平成17年７月28日 
単元株制度採用の有無             無             中間配当制度の有無            有 
定時株主総会開催日   平成17年７月27日 
 
１． 17年４月期の業績(平成16年５月１日～平成17年４月30日) 
(1) 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４月期 3,980 28.3 117 △1.1 83 △28.1

16年４月期 3,101 38.3 118 △11.0 116 13.6

 
 

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 ％ ％ ％

17年４月期 28 △48.5 1,102 51 1,048 00 1.6 1.8 2.1 

16年４月期 55 6.1 9,460 53 8,973 03 3.9 3.1 3.7 

 (注)①期中平均株式数 17年４月期 26,035株  16年４月期 5,890株 
    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③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)配当状況                                  （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 

年間配当金総額
（年 間） 

配当性向 
株主資本 
配当率 

 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 

17年４月期 550 00   0 00 550 00 15 53.5 0.8 

16年４月期 1,800 00   0 00 1,800 00 10 19.0 0.7 

 
(3)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４月期 5,157 2,178 42.2 78,001  90

16年４月期 4,139 1,456 35.2 247,290  33

 (注)①期末発行済株式数 17年４月期 27,934株 16年４月期 5,890株 
   ②期末自己株式数  17年４月期  ― 株 16年４月期  ― 株 
 
２．18年４月期の業績予想(平成17年５月１日～平成18年４月30日)          （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金  売 上 高     経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

中 間 期 1,272 △315 △187   0 00 － － 

通   期 3,952 173 97 － 600 00 600 00

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 2,383円59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、平成17年４

月期決算短信（連結）の添付資料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、平成17年６月30日を払込期日とする第三者割当による新株式発行後の発行

済株式数40,934株で算出しております。 

＜ご参考＞ 
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１. 財 務 諸 表 

(１) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成16年４月30日） 
当事業年度 

（平成17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  658,983 545,324 △113,659

２．受取手形 ※５ 315,108 412,184 97,076

３．売掛金 ※４ 1,711,510 2,230,312 518,802

４．製品  546,015 764,349 218,334

５．原材料  185,135 206,314 21,179

６．仕掛品  280,039 364,306 84,267

７．未収入金  1,828 1,828 0

８．前払費用  4,483 1,448 △3,035

９．繰延税金資産  8,978 18,934 9,956

10．その他  39,002 40,708 1,706

流動資産合計  3,751,085 90.6 4,585,712 88.9 834,627

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物  79,355 207,975  

減価償却累計額  9,738 69,616 16,628 191,347 121,731

(2）構築物  3,810 3,810  

減価償却累計額  2,193 1,616 2,526 1,283 △333

(3）機械装置  39,238 39,238  

減価償却累計額  20,651 18,586 26,297 12,941 △5,645

(4）車両運搬具  500 －  

減価償却累計額  384 115 － － △115

(5）工具器具備品  33,826 66,364  

減価償却累計額  22,389 11,436 33,303 33,061 21,625

(6)土地  92,626 92,626 0

(7)建設仮勘定  2,899 － △2,899

有形固定資産合計  196,899 4.8 331,260 6.4 134,361
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前事業年度 

（平成16年４月30日） 
当事業年度 

（平成17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）

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  6,670 5,482 △1,188

(2）特許権  101,544 125,977 24,433

(3）電話加入権  1,246 1,246 0

無形固定資産合計  109,461 2.6 132,706 2.6 23,245

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  3,700 3,000 △700

(2）関係会社株式  62,720 92,720 30,000

(3）敷金保証金  8,693 6,838 △1,855

(4）保険積立金  2,414 3,213 799

(5）繰延税金資産  － 1,772 1,772

(6）その他  4,777 2,850 △1,927

  貸倒引当金  － △2,300 △2,300

投資その他の資産合計  82,306 2.0 108,095 2.1 25,789

固定資産合計  388,667 9.4 572,061 11.1 183,394

資産合計  4,139,752 100.0 5,157,774 100.0 1,018,022
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前事業年度 

（平成16年４月30日） 
当事業年度 

（平成17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 ※５  

１．支払手形  520,645 542,087 21,442

２．買掛金  76,300 107,994 31,694

３．短期借入金  1,350,002 1,616,670 266,668

４．１年以内返済予定長期
借入金 

 205,612 147,452 △58,160

５．未払金  10,220 9,267 △953

６．未払法人税等  24,000 28,000 4,000

７．未払費用  14,250 17,132 2,882

８．賞与引当金  17,861 22,869 5,008

９．その他  3,374 3,727 353

流動負債合計  2,222,266 53.7 2,495,200 48.4 272,934

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  460,934 483,482 22,548

２．繰延税金負債  11 － △11

３．退職給付引当金  － 186 186

固定負債合計  460,945 11.1 483,668 9.4 22,723

負債合計  2,683,212 64.8 2,978,869 57.8 295,657

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 529,500 12.8 881,631 17.1 352,131

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  517,284 869,415  

資本剰余金合計  517,284 12.5 869,415 16.8 352,131

Ⅲ 利益剰余金   

１．任意積立金   

 （1）別途積立金  250,000 350,000  

２．当期未処分利益  159,756 77,857  

利益剰余金合計  409,756 9.9 427,857 8.3 18,101

資本合計  1,456,540 35.2 2,178,905 42.2 722,365

負債資本合計  4,139,752 100.0 5,157,774 100.0 1,018,022
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（２）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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  3,101,696 100.0 3,980,217 100.0 878,521

Ⅱ 売上原価 ※３  

１．期首製品たな卸高  350,999 546,015  

２．当期製品製造原価  2,586,764 3,400,067  

合計  2,937,763 3,946,083  

３．他勘定振替 ※２ 9,086 29,340  

４．期末製品たな卸高  546,015 2,382,662 76.8 764,349 3,152,393 79.2 769,731

売上総利益  719,034 23.2 827,824 20.8 108,790

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．広告宣伝費  20,637 25,053  

２．運賃  23,707 29,296  

３．販売手数料  48,962 80,237  

４．役員報酬  66,995 69,206  

５．給与手当  138,964 134,379  

６．賞与引当金繰入額  5,497 7,581  

７．旅費交通費  108,416 140,271  

８．地代家賃  17,520 13,707  

９．支払手数料  52,467 56,484  

10．その他  117,247 600,419 19.4 154,329 710,546 17.9 110,127

営業利益  118,615 3.8 117,278 2.9 △1,337

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  109 71  

２．受取手数料 ※１ 5,550 12,261  

３．助成金収入  17,342 －  

４．その他  2,138 25,141 0.8 2,372 14,705 0.4 △10,436

   

 



－  － 

 

（ 

6

  
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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）

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  26,970 30,490  

２．新株発行費  － 12,545  

３．その他  607 27,578 0.9 5,467 48,503 1.2 20,925

経常利益  116,178 3.7 83,479 2.1 △32,699

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  8,363 －  

２．投資有価証券売却益  － 8,363 0.3 3,112 3,112 0.1 △5,251

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※４ 249 136  

２．たな卸資産廃棄損  － 17,751  

３．たな卸資産評価損  － 15,674  

４．ゴルフ会員権評価損  － 4,200  

５．契約解除違約金  23,682 23,932 0.8 － 37,762 1.0 13,830

税引前当期純利益  100,609 3.2 48,828 1.2 △51,781

法人税、住民税及び事
業税 

 42,571 31,864  

法人税等調整額  2,314 44,886 1.4 △11,739 20,125 0.5 △24,761

当期純利益  55,722 1.8 28,703 0.7 △27,019

前期繰越利益  104,033 49,154 △54,879

当期未処分利益  159,756 77,857 △81,899
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  製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17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） 

Ⅰ 材料費  570,078 21.2 524,412 15.0 △45,666

Ⅱ 労務費  313,752 11.7 375,516 10.8 61,764

Ⅲ 経費 ※１ 1,802,818 67.1 2,588,560 74.2 785,742

当期製造費用  2,686,649 100.0 3,488,489 100.0 801,840

期首仕掛品たな卸高  187,927 280,039  92,112

合計  2,874,576 3,768,528  893,952

期末仕掛品たな卸高  7,773 4,155  △3,618

他勘定振替 ※２ 280,039 364,306  84,267

当期製品製造原価  2,586,764 3,400,067  813,303

       
 
（注） 原価計算の方法 

原価計算の方法は、個別原価計算方法によっております。 

（注） 原価計算の方法 

同左 

※１ 主な内訳は以下のとおりであります  

 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

外注加工費（千円） 1,641,535 2,411,626 

減価償却費（千円） 9,918 21,964 

試験研究費（千円） 72,299 28,533 

※２ 他勘定振替は、前事業年度は有形固定資産への振替えによるものであり、当事業年度は仕掛品の評価減によ

るものであります。 

 

（３）利益処分案 

  
前事業年度 

株主総会承認年月日 
（平成16年７月28日） 

当事業年度 
株主総会承認予定年月日 
（平成17年７月27日） 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   159,756  77,857 △81,899

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  10,602  15,363  

２．任意積立金      

(1）別途積立金  100,000 110,602 － 15,363 △95,239

Ⅲ 次期繰越利益   49,154  62,494 △81,899
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 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

(1）子会社株式 (1）子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）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 

製品・仕掛品 製品・仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  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 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

（ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（附属設備を除く）は定

額法によっております。） 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10～21年 

機械装置    ５～６年 

同左 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産  

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

同左 

────── (1）新株発行費 ４．繰延資産の処理方法 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ５．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。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の期間対応

分を計上しております。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産に基づき計上しております。 

同左 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

７．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 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

同左 

 
 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

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「販売手数料」及び「支払手数

料」は、それぞれ、販売費及び一般管理費の総額の100

分の５を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前期における「販売手数料」及び「支払手

数料｣は、それぞれ、4,000千円及び20,251千円であり

ます。 

２．前期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、当期の「受取割戻料」は、85千円でありま

す。 

────── 

 

追記情報 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

────── 「地方税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、当事業年度から「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 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年４月30日） 

当事業年度 
（平成17年４月30日） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 ※１ 授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数     普通株式 23,560株

発行済株式総数   普通株式 5,890株
  

 
授権株式数     普通株式 94,240株

発行済株式総数   普通株式 27,934株
   

２ 受取手形裏書高 26,500千円
  

 
２ 受取手形裏書高 62,226千円

  
３ 偶発債務 ３        ────── 

(1）債務保証  

子会社である㈱エス・ティー・エフの金融機関か

らの借入金2,280千円に対し債務保証を行っており

ます。 

 

※４       ────── ※４ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

売掛金             67,968千円 

※５       ────── ※５ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、当期の末

日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。期末日満期手形

の金額は次のとおりであります。 

受取手形 5,027千円

支払手形 178,217千円
 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

受取手数料 5,550千円
  

 
受取手数料 12,261千円

  
※２ 他勘定振替は有形固定資産への振替えによるもの

であります。 

※２ 他勘定振替は製品の評価損及び廃棄損によるもの

であります。 

※３ 研究開発費の総額 ※３ 研究開発費の総額 

当期製造費用に含まれる研究開発費 当期製造費用に含まれる研究開発費 

72,299千円 28,533千円

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    建物                249千円 

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物 20千円

車両運搬具 115千円

 計 136千円
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(リース取引関係) 

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当事業年度 
（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 

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 41,470 20,393 21,076

車両運搬具 9,399 3,408 5,990

ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 24,031 31,437

  

 

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 24,950 9,207 15,742

車両運搬具 9,399 5,288 4,111

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 6,910千円

１年超 23,971千円

計 30,881千円
  

 
１年内 7,541千円

１年超 22,171千円

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、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

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
  

 
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 

(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） 

 前事業年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日）及び当事業年度（自 平成16年５月１日 至 

平成17年４月30日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成16年４月30日） 

当事業年度 
（平成17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 1,763千円

賞与引当金 7,215千円

繰延税金資産合計 8,978千円

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 11千円

繰延税金負債合計 11千円
  

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税 3,362千円

賞与引当金 9,239千円

棚卸資産評価減 6,332千円

繰延税金資産（流動）合計 18,934千円

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 75千円

ゴルフ会員権評価減 1,696千円

繰延税金資産（固定）合計 1,772千円

繰延税金資産合計 20,706千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との差異の原因となった主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との差異の原因となった主な原因別の内訳 
 

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 

4.4％

住民税均等割 2.3％

その他 △4.0％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

44.4％

  

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（平成16年４月30日） 
当事業年度 

（平成17年４月30日） 

１株当たり純資産額 247,290円33銭 78,001円90銭 

１株当たり当期純利益 9,460円53銭 1,102円51銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8,973円03銭 1,048円00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事業

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 

         61,822円59銭 

１株当たり当期純利益額 

          2,365円13銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益額 

          2,243円26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。 

 
前事業年度 

(自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日) 

当事業年度 
(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金額   

当期純利益（千円） 55,722 28,703 

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） 55,722 28,703 

期中平均株式数（株） 5,890 26,035 

   

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） 320 1,354 

（うち新株引受権） (81) (334) 

（うち新株予約権） (239) (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。  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

は決算短信（連結）の「４、事業

等のリスク、（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」に記載のとおりでありま

す。 
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（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

１．株式の分割 

 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。 

  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又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事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。  

 当事業年度 前事業年度 

１株当たり純資産額 119,264円90銭 139,645円17銭 

１株当たり純利益 5,342円53銭 4,730円27銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5,336円28銭 4,486円52銭 

 

２．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） 

 

３．新株予約権の付与 

 平成16年７月28日の定時株主総会において、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に商法第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。 

(1) 新株予約権の数 350個を上限とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

(3) 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。 

(4) 新株予約権の行使期間 平成18年８月20日から平成26年７月25日まで 

(5) 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。 

(6) 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。 

(7) 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。 
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当事業年度（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、第三者割当増資による新株式発行に関して、次のとおり決議い

たしました。 

 （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 新株券交付日 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 

当社は割当先に対し、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依頼する予定であります。 

⑪ 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 

 

（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。 

  （4）割当先の概要 

名 称
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 

(Commerzbank Asset Management Asia Ltd) 

本 店 所 在 地 #36-01,8Shenton Way,Temasek Tower,Singapore 068811 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Director,Pascal Crepin 

資 本 の 額 19百万シンガポールドル 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 CommerzbankAG（100％） 

主 な 事 業 内 容 投資事業 

当 社 と の 関 係 出資関係：該当なし 取引関係：該当なし 人的関係：該当なし 
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名 称
ヘンドリック プロフィッツ リミテッド 

(Hendrik Profits Limited) 

本 店 所 在 地 Blk 492C Tampines Street 45 #11-292, Singapore 522492 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Director, Sim Peck Lan 

資 本 の 額 US$１ 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 Worldvest Pte Ltd（100％） 

主 な 事 業 内 容 投資事業 

当 社 と の 関 係 出資関係：該当なし 取引関係：該当なし 人的関係：該当なし 

 

名 称
サイノ エキスパート インベストメンツ リミテッド 

(Sino Experts Investments Limited) 

本 店 所 在 地 Blk １ Jalan Bukit Merah #08-4512 Singapore 150001 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Director, Choo Choun Yin 

資 本 の 額 US$１ 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 Gate Fortune Pte Ltd（100％） 

主 な 事 業 内 容 投資事業 

当 社 と の 関 係 出資関係：該当なし 取引関係：該当なし 人的関係：該当なし 

 

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、日本電針株式会社の株式を取得し、子会社とすることについ

て決議いたしました。 

（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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２. 役員の異動 

（１）代表者の異動 

      該当事項はありません。 

   （２）その他の役員の異動 

     新任役員候補 

      取締役 榊原 康資（現 執行役員ＦＴ事業部長） 

   （３）就任予定 

     平成17年７月27日 
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