
 

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 個別中間財務諸表の概要」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 18

年４月期 個別中間財務諸表の概要」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 18 年４月期 個別中間財務諸表の概要」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 個別中間財務諸表の概要」をあわせて添付しております。 

 

 

以上 



 

－  － 
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（訂正後） 

平成 18 年 ４ 月期  個別中間財務諸表の概要          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             中間配当制度の有無            有 

中間配当支払開始日 平成－年－月－日             単元株制度採用の有無             無 
 
１．平成17年10月中間期の業績(平成17年５月１日～平成17年10月31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10月中間期 
16年10月中間期 

2,429   15.0
2,111   49.8

131   － 
△107   － 

58   － 
△132   － 

17年４月期 3,604   16.1 △76   － △110   － 

 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

17年10月中間期 
16年10月中間期 

57   －  
△170   －  

1,553  90 
△14,130  32 

17年４月期 △177   －  △6,802  77 

 
 

 (注)①期中平均株式数 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 
    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、対前年中間期増減率 

 
(2)配当状況 

 １株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

(注)17年10月中間期配当金の内訳 

  記念配当  ― 円 ― 銭 

 円   銭 円   銭

17年10月中間期 
16年10月中間期 

0  00 
0  00 

――――― 
――――― 

  特別配当  ― 円 ― 銭 

17年４月期 ―――――  550  00  

 
(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10月中間期 
16年10月中間期 

6,351 
4,970 

3,574
1,425

56.3 
28.7 

87,051  68
102,063  51

17年４月期 4,583 1,417 30.9 50,733  10

 (注)①期末発行済株式数 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 
   ②期末自己株式数  17年10月中間期   ― 株 16年10月中間期 ―  株 17年４月期  ― 株 
 
２．平成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 

期 末  
 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭

通   期 4,413 175 98 600 00 600 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 2,390円61銭 

 

１. 中間財務諸表等 

(１) 中間貸借対照表 

※ 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18年４月期中間決算短信（連結）の添付資料６ページをご参照下さい。



 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成16年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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  1,426,147 1,604,316 545,324 

２．受取手形 ※４ 125,046 238,239 412,184 

３．売掛金  1,433,345 1,572,246 1,225,412 

４．たな卸資産  1,426,654 2,142,939 1,756,950 

５．その他 ※３ 68,433 64,235 73,835 

流動資産合計   4,479,627 90.1 5,621,977 88.5  4,013,707 87.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  160,236 189,558 191,347 

(2）構築物  1,449 3,714 1,283 

(3）機械装置  15,762 11,198 12,941 

(4）工具器具備品  16,793 34,618 33,061 

(5）土地  92,626 100,626 92,626 

有形固定資産合計  286,868 339,716 331,260 

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  6,040 10,041 5,482 

(2）特許権  117,219 146,423 125,977 

(3）電話加入権  1,246 1,246 1,246 

無形固定資産合計  124,506 157,711 132,706 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  6,920 3,000 3,000 

(2）関係会社株式  62,720 215,400 92,720 

(3）敷金保証金  6,397 9,816 6,838 

(4）その他  5,533 6,603 6,063 

貸倒引当金  △2,300 △2,300 △2,300 

投資その他の資産
合計 

 79,271 232,521 106,322 

固定資産合計   490,646 9.9 729,949 11.5  570,289 12.4

資産合計   4,970,274 100.0 6,351,926 100.0  4,583,997 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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 ※４ 698,860 774,063 542,087 

２．買掛金  610,926 386,348 295,944 

３．短期借入金  1,433,336 1,000,000 1,616,670 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 187,488 129,952 147,452 

５．未払法人税等  7,185 6,000 28,000 

６．賞与引当金  21,306 24,948 22,869 

７．その他  36,009 37,670 30,127 

流動負債合計   2,995,111 60.2 2,358,982 37.1  2,683,150 58.5

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  548,458 418,506 483,482 

２．繰延税金負債  1,300 － － 

３．退職給付引当金  87 269 186 

固定負債合計   549,846 11.1 418,775 6.6  483,668 10.6

負債合計   3,544,957 71.3 2,777,758 43.7  3,166,819 69.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   881,481 17.8 1,939,281 30.5  881,631 19.2

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  869,265 1,927,065 869,415 

資本剰余金合計   869,265 17.5 1,927,065 30.4  869,415 19.0

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金  350,000 350,000 350,000 

２．中間（当期）未処
理損失（△） 

 △677,349 △642,179 △683,868 

利益剰余金合計   △327,349 △6.6 △292,179 △4.6  △333,868 △7.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,919 0.0 － －  － －

資本合計   1,425,316 28.7 3,574,167 56.3  1,417,178 30.9

負債資本合計   4,970,274 100.0 6,351,926 100.0  4,583,997 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

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

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年５月１日 
至 平成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   2,111,779 100.0 2,429,096 100.0  3,604,877 100.0

Ⅱ 売上原価   1,882,470 89.1 1,843,789 75.9  2,971,139 82.4

売上総利益   229,309 10.9 585,306 24.1  633,738 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  337,090 16.0 453,331 18.7  710,546 19.7

営業利益又は営業
損失（△） 

  △107,781 △5.1 131,975 5.4  △76,807 △2.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,617 0.4 8,344 0.3  14,705 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  32,676 1.6 81,399 3.3  48,503 1.4

経常利益又は経常
損失（△） 

  △132,839 △6.3 58,919 2.4  △110,606 △3.1

Ⅵ 特別利益 ※３  － － － －  3,112 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  37,762 1.8 535 0.0  37,762 1.0

税引前中間純利益
又は税引前中間
（当期）純損失
（△） 

  △170,602 △8.1 58,384 2.4  △145,257 △4.0

法人税、住民税及
び事業税 

 － 1,331 31,864 

法人税等調整額  △11 △11 △0.0 － 1,331 0.1 △11 31,852 0.9

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△） 

  △170,590 △8.1 57,053 2.3  △177,110 △4.9

前期繰越損失
（△） 

  △506,758 △699,232  △506,758

中間（当期）未処
理損失（△） 

  △677,349 △642,179  △683,868
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中間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） 

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

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 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 ───── ───── 

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

  

 ───── 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

 個別法よる原価法 同左 同左 

 原材料 原材料 原材料 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．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

降に取得した建物（付属設備

を除く）は定額法によってお

ります。） 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10～21年

機械装置    ５～６年

 同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 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 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ３．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  同左 

 (2）賞与引当金 (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  同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づいて計上しております。 

 同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づいて計上

しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

４．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、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。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．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 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

 同左  同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

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

前事業年度 
（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） 

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

前事業年度 
（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、計上損失及び税引

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 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前事業年度末 
（平成17年４月30日） 

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
62,634千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
92,412千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
78,755千円

   
 ２ 受取手形裏書高 163,825千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 128,529千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 62,226千円
  

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 同左 

※３     ───── 

※４ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

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

間期末日満期手形の金額は、次のとおり

であります。 

※４     ───── 

 

※４ 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 28,913千円

支払手形 79,477千円

裏書手形 9,345千円
  

  
受取手形 5,027千円

支払手形 178,217千円

 
  

 ５     ───── 

 

 

 ５ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行なっていま

す。 

保証先 金額（千円） 内容 

日本電針㈱ 58,500 借入債務
  

 ５     ───── 

  

 

 (中間損益計算書関係) 

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

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

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取手数料 1,500千円

賃貸収入 4,200千円
  

 
受取手数料 1,500千円

賃貸収入 5,569千円
  

 
受取手数料 12,261千円

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 15,720千円

新株発行費 11,922千円
  

 
支払利息 12,585千円

新株発行費 68,432千円
  

 
支払利息 30,490千円

新株発行費 12,545千円
  

※３     ───── ※３     ───── ※３ 特別利益のうち主要なもの 

    投資有価証券売却益   3,112千円
   
※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

たな卸資産廃棄損 17,751千円

たな卸資産評価損 15,674千円
  

 
たな卸資産評価損 525千円

 
  

 
たな卸資産廃棄損 17,751千円

たな卸資産評価損 15,674千円
  

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 8,923千円

無形固定資産 3,461千円
  

 
有形固定資産 13,892千円

無形固定資産 3,376千円
  

 
有形固定資産 25,043千円

無形固定資産 10,983千円
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(リース取引関係) 

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

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

前事業年度 
（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 

 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 41,470 23,355 18,114 

車両運搬具 9,399 4,296 5,102 

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 24,950 10,989 13,960

車両運搬具 9,399 6,228 3,171

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 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

取崩額、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 

 

(有価証券関係) 

※ 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

 

(１株当たり情報) 

※ 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間（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 

 

当中間会計期間（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。 

 

（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
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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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（訂正前） 
平成 18 年 ４ 月期  個別中間財務諸表の概要          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             中間配当制度の有無            有 

中間配当支払開始日 平成－年－月－日             単元株制度採用の有無             無 
 
１． 17年10月中間期の業績(平成17年５月１日～平成17年10月31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10月中間期 
16年10月中間期 

1,570  △19.4
1,948   53.7

△262   － 
△3   － 

△335   － 
△28   － 

17年４月期 3,980   28.3 117   △1.1 83  △28.1
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

17年10月中間期 
16年10月中間期 

△205   －  
△41   －  

－ 
－ 

17年４月期 28   △48.5 1,102  51 

 
 

 (注)①期中平均株式数 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 
    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③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)配当状況 

 １株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

(注)17年10月中間期配当金の内訳 

  記念配当  ― 円 ― 銭 

 円   銭 円   銭

17年10月中間期 
16年10月中間期 

0  00 
0  00 

――――― 
――――― 

  特別配当  ― 円 ― 銭 

17年４月期 ―――――  550  00  

 
(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10月中間期 
16年10月中間期 

6,551 
5,226 

4,073
2,110

62.2 
40.4 

99,206  28
151,143  77

17年４月期 5,157 2,178 42.2 78,001  90
 (注)①期末発行済株式数 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 
   ②期末自己株式数  17年10月中間期   ― 株 16年10月中間期 ―  株 17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 

期 末  
 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭

通   期 4,413 175 98 600 00 600 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 2,390円61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、平成18年４月期中間決算短信（連結）の添付資料６ページをご参照下さい。

＜ご参考＞ 
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１. 中間財務諸表 

(１) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成16年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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  1,426,147 1,604,316 545,324 

２．受取手形 ※４ 125,046 238,239 412,184 

３．売掛金  1,892,105 1,697,246 2,230,312 

４．たな卸資産  1,253,437 2,078,910 1,334,970 

５．繰延税金資産  32,191 150,947 18,934 

６．その他 ※３ 34,534 49,969 43,985 

貸倒引当金  △28,339 － － 

流動資産合計   4,735,124 90.6 5,819,629 88.8  4,585,712 88.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  160,236 189,558 191,347 

(2）構築物  1,449 3,714 1,283 

(3）機械装置  15,762 11,198 12,941 

(4）工具器具備品  16,793 34,618 33,061 

(5）土地  92,626 100,626 92,626 

有形固定資産合計  286,868 339,716 331,260 

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  6,040 10,041 5,482 

(2）特許権  117,219 146,423 125,977 

(3）電話加入権  1,246 1,246 1,246 

無形固定資産合計  124,506 157,711 132,706 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  6,920 3,000 3,000 

(2）関係会社株式  62,720 215,400 92,720 

(3）敷金保証金  6,397 9,816 6,838 

(4）繰延税金資産  431 1,805 1,772 

(5）その他  5,533 6,603 6,063 

貸倒引当金  △2,300 △2,300 △2,300 

投資その他の資産
合計 

 79,703 234,327 108,095 

固定資産合計   491,078 9.4 731,755 11.2  572,061 11.1

資産合計   5,226,202 100.0 6,551,384 100.0  5,157,774 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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 ※４ 698,860 774,063 542,087 

２．買掛金  182,748 86,762 107,994 

３．短期借入金  1,433,336 1,000,000 1,616,670 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 187,488 129,952 147,452 

５．未払法人税等  7,185 6,000 28,000 

６．賞与引当金  21,306 24,948 22,869 

７．その他  36,009 37,670 30,127 

流動負債合計   2,566,933 49.1 2,059,396 31.4  2,495,200 48.4

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  548,458 418,506 483,482 

２．繰延税金負債  87 － － 

３．退職給付引当金  － 269 186 

固定負債合計   548,545 10.5 418,775 6.4  483,668 9.4

負債合計   3,115,479 59.6 2,478,172 37.8  2,978,869 57.8

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   881,481 16.9 1,939,281 29.6  881,631 17.1

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  869,265 1,927,065 869,415 

資本剰余金合計   869,265 16.6 1,927,065 29.4  869,415 16.8

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金  350,000 350,000 350,000 

２．中間（当期）未処
分利益又は中間末
処理損失（△） 

 8,056 △143,135 77,857 

利益剰余金合計   358,056 6.9 206,864 3.2  427,857 8.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,919 0.0 － －  － －

資本合計   2,110,722 40.4 ４,073,211 62.2  2,178,905 42.2

負債資本合計   5,226,202 100.0 6,551,384 100.0  5,157,774 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

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

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年５月１日 
至 平成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   1,948,369 100.0 1,570,096 100.0  3,980,217 100.0

Ⅱ 売上原価   1,586,172 81.4 1,379,519 87.8  3,152,393 79.2

売上総利益   362,197 18.6 190,576 12.2  827,824 20.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  365,430 18.8 453,331 28.9  710,546 17.9

営業利益又は営業
損失（△） 

  △3,233 △0.2 △262,754 △16.7  117,278 2.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,617 0.4 8,344 0.5  14,705 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  32,676 1.7 81,399 5.2  48,503 1.2

経常利益又は経常
損失（△） 

  △28,291 △1.5 △335,809 △21.4  83,479 2.1

Ⅵ 特別利益 ※３  － － － －  3,112 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  37,762 1.9 535 0.0  37,762 1.0

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
（△） 

  △66,054 △3.4 △336,345 △21.4  48,828 1.2

法人税、住民税及
び事業税 

 － 1,331 31,864 

法人税等調整額  △24,956 △24,956 △1.3 △132,046 △130,715 △8.3 △11,739 20,125 0.5

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  △41,097 △2.1 △205,629 △13.1  28,703 0.7

前期繰越利益   49,154 62,494  49,154

中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△） 

  8,056 △143,135  77,857
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中間財務諸表作成のための基本となる事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 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 ───── ───── 

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

  

 ───── 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

 個別法よる原価法 同左 同左 

 原材料 原材料 原材料 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．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

降に取得した建物（付属設備

を除く）は定額法によってお

ります。） 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10～21年

機械装置    ５～６年

 同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 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 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ３．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  同左 

 (2）賞与引当金 (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  同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づいて計上しております。 

 同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づいて計上

しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

４．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、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。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．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 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

 同左  同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

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

前事業年度 
（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） 

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

前事業年度 
（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 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
（平成16年10月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年10月31日） 

前事業年度末 
（平成17年４月30日） 

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
62,634千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
92,412千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
78,755千円

   
 ２ 受取手形裏書高 163,825千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 128,529千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 62,226千円
  

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 同左 

※３     ───── 

※４ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

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

間期末日満期手形の金額は、次のとおり

であります。 

※４     ───── 

 

※４ 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 28,913千円

支払手形 79,477千円

裏書手形 9,345千円
  

  
受取手形 5,027千円

支払手形 178,217千円

 
  

 ５     ───── 

 

 

 ５ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行なっていま

す。 

保証先 金額（千円） 内容 

日本電針㈱ 58,500 借入債務
  

 ５     ───── 

 

 

 (中間損益計算書関係) 

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

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

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取手数料 1,500千円

賃貸収入 4,200千円
  

 
受取手数料 1,500千円

賃貸収入 5,569千円
  

 
受取手数料 12,261千円

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 15,720千円

新株発行費 11,922千円
  

 
支払利息 12,585千円

新株発行費 68,432千円
  

 
支払利息 30,490千円

新株発行費 12,545千円
  

※３     ───── ※３     ───── ※３ 特別利益のうち主要なもの 

    投資有価証券売却益   3,112千円
   
※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

たな卸資産廃棄損 17,751千円

たな卸資産評価損 15,674千円
  

 
たな卸資産評価損 525千円

 
  

 
たな卸資産廃棄損 17,751千円

たな卸資産評価損 15,674千円
  

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 8,923千円

無形固定資産 3,461千円
  

 
有形固定資産 13,892千円

無形固定資産 3,376千円
  

 
有形固定資産 25,043千円

無形固定資産 10,983千円
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(リース取引関係) 

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

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

前事業年度 
（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 

 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 41,470 23,355 18,114 

車両運搬具 9,399 4,296 5,102 

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 24,950 10,989 13,960

車両運搬具 9,399 6,228 3,171

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 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

取崩額、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 

 

(有価証券関係) 

※ 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

 

(１株当たり情報) 

※ 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間（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 

 

当中間会計期間（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。 

 

（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
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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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