
 

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 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 17

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

します。（訂正箇所には下線を付しております。） 

 訂正後の「平成 17 年４月期 決算短信（連結）」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 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 17 年 ４ 月期    決算短信（連結）      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 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１.17年４月期の連結業績（平成16年５月１日～平成17年４月30日） 

(1)連結経営成績                                   （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

17年４月期 3,654 18.3 △13 － △58 －

16年４月期 3,089 32.2 △92 － △99 －

 

 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 △138 － △5,306 72 －   － － －

16年４月期 △308 － △52,299  34 －    － － －

(注)①持分法投資損益     17年４月期 －百万円  16年４月期  －百万円   
    ②期中平均株式数(連結) 17年４月期 26,035株  16年４月期  5,890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、対前期増減率 
    ⑤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)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４月期 4,668 1,459 31.3 52,262  05

16年４月期 3,809 901 23.7 153,092  02

(注)期末発行済株式数（連結）17 年４月期 27,934 株   16 年４月期  5,890 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                         （百万円未満切捨）  

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

17年４月期 △744 △200 909 522 

16年４月期 △479 △201 574 553 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

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

   連結 (新規)  －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） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 1,407 △289 △171 

通   期 4,307 288 174 

 (参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  4,265円38銭 

 
 
 
 
 

 (注)１．上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要

因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項については、添付資料６ページをご参

照ください。 

２．１株当たり予想当期純利益（通期）は、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．企業集団の状況 

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

ＯＨＴ 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）により構成されており、各種電

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

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

板及びガラス基板メーカーを主要なユーザーとしております。 

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

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

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

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

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

結子会社であるＫＯＨＴ 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。 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

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

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

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

益改善を行い、ひいては業界全体の発展と振興に貢献したいと考えております。 

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

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

としております。 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

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

継続的な株主配当を実施していく方針であります。 

      この配当方針に則り、当期（平成17年４月期）の配当は１株当たり550円を予定しております。これにより配

当金は前期（平成16年４月期）の450円から100円の増配となり、また来期（平成18年４月期）におきましては、

さらに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。 

（注） 前期（平成16年４月期）の配当金額につきましては、平成16年６月18日及び平成16年12月20日に株式分

割（それぞれ普通株式１株を２株に分割）を行っており、当該株式分割が前期首に行われたと仮定して

算出した金額となっております。 

  
（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、平成16年６月18日に株式分割（普通株式１株を２株に割合）を実施したのに加え、

平成16年12月20日にも株式分割（普通株式１株を２株に割合）を行いました。 

 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。業界全体には明るい兆しが見えつつありますが、

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

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

人の設立を行なったことなどが要因となって、目標を達成できておりません。今後は、原価低減、経費削減はも

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

 
（５）中長期的な経営戦略 

当社の属する電子基板業界は、携帯電話、デジタルスチルカメラ、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ております。 

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

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

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

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

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

持ったサービス業』を目指して参ります。 

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

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

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

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

TAB基板向け両面同時露光装置ならびに、スクリーン印刷機の販売を開始することで、製造から検査までの一貫

したトータルソリューションビジネスの構築を目指します。 
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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、現在、海外拠点

の整備に取組んでおり、平成15年９月に韓国、平成15年12月に中国（上海）及び平成16年４月に台湾において

子会社として現地法人の設立を行ないました。 

②新技術の確立 

      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、当事業を展開することで、フレキシブル基板等の製造技術に関す

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

    ④大型LCD向け検査装置の機能向上 

      当社は、巨額な設備投資を行いつつあるフラットパネルメーカーに対し、非接触電気検査装置（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（４名） 
 

監査役会 

監査役（３名） 

        選任・解任  取締役の業務監査 

代表取締役社長   

    

内部監査室   

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

選任しております。 

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

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

        社外監査役２名との利害関係はありません。 

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

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

チェックを行い、問題点があった場合の迅速な対応を心がけています。 

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

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

て積極的かつ公平な情報開示に努めております。 

（８）親会社等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 

   （１）経営成績 

   ①当期の概況 

 当連結会計年度における世界経済は、原油・素材価格の高騰、中東情勢の混迷、大規模災害の影響等の懸念材

料があったものの、昨年から続くアメリカ・中国経済の拡大に牽引され、成長軌道をたどりました。 

 また、当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加などにより緩やかな回復

基調が続きましたが、ＧＤＰ(国内総生産)の過半数を占める個人消費については総じて力強さに欠ける状態で推

移し、景気の先行き不透明感を払拭するまでにはいたりませんでした。 

 このような環境の中、当社グループが属する電子基板業界におきましては、アテネオリンピックの開催に伴い

液晶テレビ・ＰＤＰテレビ、デジタルビデオディスクレコーダー(ＤＶＤ)、デジタルスチルカメラ等のデジタル

民生機器の販売が好調に推移したことに加え、２期連続の二桁成長を果たしたパソコン及び世界的な３Ｇ需要が

発生している携帯電話についても堅調に推移したことにより当該製品に多用されるフレキシブル基板、テープ基

板などの生産が高水準を維持いたしました。また、フラットパネルディスプレイ業界におきましては、パネル価

格の急落、在庫の増加から一部メーカーにて収益の悪化が顕著になるなど、高成長に翳りが見えていますが、ガ

ラス基板のサイズ大型化による生産効率のアップにより競争力を維持することを目的とした投資活動が積極的に

行われました。 

 このような状況の下で、当社グループは、ユーザーの要望に対し非接触電気検査技術を応用した技術にて応え

るべく研究開発を重ねるとともに、ユーザーの満足を 大限に獲得することを目標として、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。その結果として売上高の増加と比較し、売上原価、販管費

等が当初予定より増加したため、利益を確保できない事態となりました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は3,654,844千円（前年同期比18.3％増）となりました。経常損
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失は、58,708千円（前年同期は経常損失99,667千円）となりました。当期純損失は、138,160千円（前年同期は

当期純損失308,043千円）となりました。 

また、単体における当事業年度の業績は、売上高は、海外子会社との取引に係わる売上高を加味し、3,604,877

千円（前年同期比16.1％増）、経営損失は110,606千円（前年同期は経常損失104,091千円）、当期純損失は

177,110千円（前年同期は当期純損失305,513千円）となりました。 

   ②部門別の概況 

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

回復傾向が顕著となり、当社ユーザーの新工場増設等の設備投資に伴ってテープ状のTAB基板向け検査装置の大

口納入があったことに加えフレキシブル基板向け検査装置も堅調に推移いたしました。 

また、液晶・ＰＤＰ向けガラス基板検査装置につきましては、国内はもとより韓国、台湾の設備投資に積極的

なユーザーへの出荷は翌期以降となっているため、ほぼ当初予定どおりの結果となりました。 

     この結果、売上高は2,982,173千円（前年同期比23.8％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メーカーのプリント基板生産が、依

然として中国を始めとするアジア圏諸国へのシフトしている状況が継続しているため、国内での設備投資は減少

し、当該部門の業績に影響を与えております。一方、国内大手自動車メーカーの車載関連製品を新たなターゲッ

トとすることで、主に東海地区での営業活動を強化し販売拡大を目指しましたが、売上の減少をカバーするまで

には至りませんでした。 

     この結果、売上高は568,578千円（同4.5％減）となりました。 

  その他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、当初予定を下回る結果となりました。 

  しかし、当連結会計年度において販売を開始したプリント基板製造装置事業につきましては装置出荷があり、

当連結会計年度より売上を計上いたしました。 

  この結果、売上高は104,092千円（同23.6％増）となりました。 

   ③来期の見通し 

平成18年４月期通期見通しにつきましては、携帯電話、デジタルスチルカメラ等に使用される、フレキシブル

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

すが、前期において当該TAB向け検査装置の販売が一巡しつつあることなどから、同基板向け検査装置の販売は

若干の減額となる可能性があると見込んでおります。一方ではユーザーニーズに合致した新製品を提案している

フレキシブル基板向け検査装置などは、顧客の設備投資にともない売上増に寄与するものと見込んでおります。

一方、ガラス基板検査装置につきましては、国内外のメーカー向け装置の設備導入が本格化する見込みであるも

のの、一部の装置の納品時期が翌期となる見込みであることなどから、若干の減額となると見込んでおります。 

また、前期に事業を開始した露光機、スクリーン印刷機などの製造装置関連や、ハーネス向け非接触検査装置

も、徐々にではありますが売上高の増加に寄与してくるものと見込んでいることに加え、平成17年６月13日に開

催された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を決議したことから、日本

電針株式会社の連結業績への寄与を売上高225百万円、経常利益22百万円、当期純利益13百万円と見込み、連結

売上高は4,307百万円を予想しております。尚、日本電針株式会社の連結決算対象期間は、平成17年８月１日か

らを予定しております。 

また、利益につきましては、ガラス基板検査装置の機能安定化に伴うソフト開発費用等が減少し利益率が向上

する見込みであることなどから、連結経常利益は288百万円、連結当期純利益は174百万円を見込んでおります。

また、単体の売上高は3,952百万円、経常利益は173百万円、当期純利益は97百万円を見込んでおります。 

 

 

   業績予想に関する注意事項 

    この資料に記載されている業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。

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

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

     当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ30,431千

円減少し、522,719千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、744,441千円（前年同期比264,459千円の増加）と

なりました。これは主に、減価償却費（38,513千円）等を計上いたしましたが、売上高の増加に伴う売上債権

の増加（238,339千円）、ガラス基板検査装置の前倒し製造によるたな卸資産の増加（487,215千円）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） 

      当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、200,337千円（前年同期比1,407千円の減少）とな

りました。これは主に、有形・無形固定資産の取得（198,611千円）を計上したことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、909,891千円（前年同期比335,187千円の増加）と

なりました。これは主に、株式の発行（有償一般公募）による収入（691,717千円）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９期 

平成15年４月

第10期 

平成16年４月

第11期 

平成17年４月 

自己資本比率（％） 36.8 23.7 31.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 78.6 41.4 90.9 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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

注２． 第９期、第10期及び第11期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、債務償還

年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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４．事業等のリスク 

    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、当連結会計年度末現在において、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。第11期（平成17年４月期）において、接触型の検査装置、治具の販売額は前年

同期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、販売数は

増加傾向にあることに加え、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

触電気検査装置も堅調に推移いたしました。 

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

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

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

 

（２）非接触技術について 

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

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

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

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

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

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

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

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

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

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

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

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

 

（３）運転資金負担について 

 当社の事業特性として、検査装置の受注から納品、検収、売上債権の回収まで約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17年4月期における売上債権回転期間は5.3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3.4ヶ月）となっております。 
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 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、更に主な事業として当社製品の製造を計画しております。 

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

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

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

りの生産が出来ない可能性もあります。 

 

（５）役員及び従業員に対するストックオプションについて 

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

の規定に従い、平成14年７月26日、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、当社役員及び従業員に対してストックオプション（新株予約権）を付与しております。当該ストックオプ

ションの概要は、次のとおりであります。 

 

平成12年７月28日定時株主総会決議 

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

当社取締役３名 
当社従業員 34 名 

普通株式 572 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８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２名 
当社従業員４名 
当社の子会社の 
取締役１名 

普通株式 372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４名 
当社監査役１名 
当社従業員91名 
当社の子会社の 
取締役１名 
当社の子会社の従
業員16名 

普通株式 622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。 

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

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

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

薄化が生じる可能性があります。 

 

＜用語解説＞ 

注１：プリント基板 

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

注２：半導体パッケージ向け基板 

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

注３：ガラス基板 

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

注４：治具 

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

の接続ポイントに接触するように数百から数千のピンを配置しています。 



－  － 
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５．連結財務諸表等 

(１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
当連結会計年度 

（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  721,181 687,783 △33,397

２．受取手形及び売掛金 ※３ 1,392,213 1,619,487 227,274

３．たな卸資産  1,287,117 1,773,967 486,849

４．繰延税金資産  3,608 3,554 △53

５．その他  68,528 82,814 14,286

流動資産合計  3,472,649 91.2 4,167,608 89.3 694,959

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  83,365 211,985  

減価償却累計額  12,055 71,309 19,289 192,695 121,386

(2）機械装置及び運搬具  62,870 63,628  

減価償却累計額  37,556 25,314 44,271 19,357 △5,956

(3）工具器具備品  37,014 72,763  

減価償却累計額  23,748 13,266 35,213 37,550 24,283

(4）土地  92,626 92,626 －

(5）建設仮勘定  2,899 － △2,899

有形固定資産合計  205,416 5.4 342,230 7.3 136,814

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）その他  1,394 1,394 0

無形固定資産合計  109,609 2.9 132,854 2.8 23,244

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  3,700 3,000 △700

(2）敷金保証金  8,816 16,600 7,783

(3）繰延税金資産  36 8 △28

(4）その他  9,029 8,890 △139

  貸倒引当金  － △2,300 △2,300

投資その他の資産合計  21,583 0.5 26,198 0.6 4,615

固定資産合計  336,609 8.8 501,283 10.7 164,674

資産合計  3,809,258 100.0 4,668,891 100.0 859,633

   



－  － 
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前連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
当連結会計年度 

（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．支払手形及び買掛金 ※３ 806,042 828,250 22,208

２．短期借入金  1,557,894 1,764,122 206,228

３．未払法人税等  27,504 35,890 8,385

４．未払費用  16,266 17,824 1,558

５．賞与引当金  20,101 24,733 4,632

６．その他  16,590 48,498 31,908

流動負債合計  2,444,399 64.2 2,719,319 58.2 274,920

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  460,934 483,482 22,548

２．退職給付引当金  127 853 725

３．繰延税金負債  11 － △11

固定負債合計  461,073 12.1 484,335 10.4 23,262

負債合計  2,905,473 76.3 3,203,655 68.6 298,182

   

（少数株主持分）   

  少数株主持分  2,073 0.0 5,348 0.1 3,275

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 529,500 13.9 881,631 18.9 352,131

Ⅱ 資本剰余金  517,284 13.6 869,415 18.6 352,131

Ⅲ 利益剰余金  △144,494 △3.8 △293,256 △6.3 △148,762

Ⅳ 為替換算調整勘定  △577 △0.0 2,097 0.1 2,675

資本合計  901,712 23.7 1,459,887 31.3 558,175

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 3,809,258 100.0 4,668,891 100.0 859,633

   



－  － 
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 (２）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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  3,089,217 100.0 3,654,844 100.0 565,627

Ⅱ 売上原価 ※１ 2,574,064 83.3 2,957,087 80.9 383,022

売上総利益  515,152 16.7 697,757 19.1 182,604

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．広告宣伝費  20,863 26,020  

２．運賃  23,759 31,780  

３．役員報酬  68,927 73,269  

４．給与手当  142,717 147,552  

５．旅費交通費  111,637 152,410  

６．地代家賃  19,304 17,572  

７．支払手数料  63,427 65,827  

８．賞与引当金繰入額  5,497 7,581  

９．その他  151,250 607,384 19.7 189,126 711,140 19.5 103,756

営業損失（△）  △92,231 △3.0 △13,382 △0.4 78,848

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  131 221  

２．消費税差額戻入益  1,700 －  

３．助成金収入  17,342 －  

４．自販機収入  － 570  

５．保険金収入  － 318  

６．その他  2,644 21,818 0.7 1,725 2,836 0.1 △18,982

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  27,128 30,495  

２．新株発行費  － 12,545  

３．その他  2,125 29,254 0.9 5,120 48,161 1.3 18,906

経常損失（△）  △99,667 △3.2 △58,708 △1.6 40,958

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 ※２ 249 142  

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 － 37,768 1.1 13,836



－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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）

税金等調整前当期純損
失（△） 

 △115,235 △3.7 △93,364 △2.6 21,871

法人税、住民税及び事
業税 

 47,158 42,021  

法人税等調整額  144,492 191,651 6.2 71 42,092 1.1 △149,558

少数株主利益  1,155 0.1 2,703 0.1 1,547

当期純損失（△）  △308,043 △10.0 △138,160 △3.8 169,882

   

 

（３）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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） 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  517,284 －

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  － － 352,131 352,131 352,131

Ⅲ 資本剰余金期末残高   517,284  869,415 352,131

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   167,671  △144,494 △312,166

Ⅱ 利益剰余金減少高       

 １．当期純損失  308,043  138,160  

 ２．配当金  4,123 312,166 10,602 148,762 △163,403

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △144,494  △293,256 △148,762

       



－  － 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日）

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   

税金等調整前当期純損失（△）  △115,235 △93,364 21,871

減価償却費  19,291 38,513 19,221

貸倒引当金の減少額（△）  △8,363 － 8,363

賞与引当金の増加額  2,311 4,632 2,321

退職給付引当金の増加額  124 662 537

受取利息及び受取配当金  △131 △284 △153

支払利息  27,128 30,495 3,366

為替差益（△）  △347 △38 309

新株発行費  － 12,545 12,545

投資有価証券売却益  － △3,112 △3,112

有形固定資産除却損  249 142 △107

ゴルフ会員権評価損  － 4,200 4,200

売上債権の増加額（△）  △305,399 △238,339 67,060

たな卸資産の増加額（△）  △256,995 △487,215 △230,219

その他流動資産の増加額（△）  △17,356 △13,559 3,797

仕入債務の増加額  254,248 22,173 △232,074

未払費用の増加又は減少額
（△) 

 △2,002 1,658 3,660

割引手形の増加額  7,091 11,301 4,210

その他流動負債の増加額  2,191 29,928 27,737

小計  △393,195 △679,660 △286,465

利息及び配当金の受取額  131 284 153

利息割引料の支払額  △27,128 △30,495 △3,366

法人税等の支払額  △59,789 △34,569 25,219

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △479,982 △744,441 △264,459



－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日）

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

定期預金の預入による支出  △167,031 △165,064 1,966

定期預金の払戻による収入  171,068 168,031 △3,037

有形固定資産の取得による支出  △171,019 △164,383 6,635

無形固定資産の取得による支出  △32,883 △34,228 △1,344

投資有価証券の取得による支出  － △3,000 △3,000

投資有価証券の売却による収入  － 6,812 6,812

敷金保証金の増加額（△）  △1,053 △6,870 △5,817

新規連結子会社の取得による収
入 

 1,026 － △1,026

その他投資等の増加額（△）  △1,851 △1,632 218

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △201,744 △200,337 1,407

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  406,410 266,668 △139,742

長期借入れによる収入  400,000 200,000 △200,000

長期借入金の返済による支出  △227,584 △237,892 △10,308

株式の発行による収入  － 691,717 691,717

配当金の支払額  △4,123 △10,602 △6,479

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 574,703 909,891 335,187

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 △777 4,456 5,233

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額
（△） 

 △107,799 △30,431 77,368

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  660,950 553,150 △107,799

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  553,150 522,719 △30,431

     

 



－  － 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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        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 

 上記のうち、ＫＯＨＴ Ｃｏ,. Ｌｔ

ｄ.、卓超高科技電子（上海）有限公司及

び唯一高科技股份有限公司については、

当連結会計年度において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めております。 

同左 

(1）持分法適用会社 (1）持分法適用会社 

 該当事項はありません。 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

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

  ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌｔｄ．は

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、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。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

イ．有価証券 イ．有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券   その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

  個別法による原価法 同左 

 原材料 原材料 

  移動平均法による原価法 同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。 

（ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物（付

属設備を除く）は定額法によっておりま

す。） 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   10年～21年 

機械装置及び運搬具 ５年～６年 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込み利用可能

期間(５年)に基づいております。 

同左 

イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒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 

 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 

 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。 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。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。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 該当事項はありません。 同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

更について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

 

  表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

（損益計算書） （損益計算書） 

 １．前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、

販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたた

め区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「支払手数料」は、29,573

千円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

割戻料」は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示す

ることにしました。 

   なお、当連結会計年度の「受取割戻料」は、85千円

であります。 

 １．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「自販機収入」及び「保険金収

入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため

区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「自販機収入」と「保険金

収入」は、それぞれ552千円及び210千円であります。
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追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成17年４月30日） 

 
 １．受取手形割引高 26,083千円

受取手形裏書高 417千円
  

 
 １．受取手形割引高 37,385千円

受取手形裏書高 24,841千円
  

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,890株であり

ます。 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式27,934株であ

ります。 

※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
 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

72,299千円 28,533千円

※２ 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             249千円

※２ 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
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成16年４月30日現在） （平成17年４月30日現在）
 
現金及び預金勘定 721,181千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △168,031千円

現金及び現金同等物 553,150千円
  

 
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
  

 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

科目 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

50,869 23,801 27,067

ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 24,031 31,437

  

 

科目 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

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 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成16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．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） 3,700 

 

当連結会計年度末（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．当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 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

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

 

当連結会計年度（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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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社においては、平成11年４月１日より退職金制度

の全部について適格退職年金制度を、一部の在外子会

については退職一時金制度を採用しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
 
イ．退職給付債務 4,577千円

ロ．年金資産 △4,482千円

ハ．連結貸借対照表計上額純額 95千円

ニ．前払年金費用 △32千円

ホ．退職給付引当金 127千円
  

 
イ．退職給付債務 6,607千円

ロ．年金資産 5,754千円

ハ．連結貸借対照表計上額純額 853千円

ニ．前払年金費用 －千円

ホ．退職給付引当金 853千円
  

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

 退職年金制度については、直近の年金財政計算上

の責任準備金をもって退職給付債務とする簡便法を

採用しております。 

 退職給付引当金の算定に当っては、退職給付債務

の金額から年金資産の額を控除した金額をもって計

上すべき前払年金費用としております。 

 退職一時金制度については、期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法を採用しておりま

す。 

同左 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

１．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） 

賞与引当金 934千円

未実現利益 2,805千円

その他 49千円

  計 3,788千円

繰延税金負債（流動） 

貸倒引当金 130千円

その他 50千円

 計 180千円

 

繰延税金資産の純額 3,608千円

 

繰延税金資産（固定） 

その他 37千円

  計 37千円

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 12千円

 計 12千円

 

繰延税金資産の純額 25千円
  

 
繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 777千円

未実現利益 2,935千円

  計 3,712千円

繰延税金負債（流動） 

貸倒引当金 157千円

 計 157千円

 

繰延税金資産の純額 3,554千円

 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 8千円

繰延税金資産合計 8千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

   当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上

しておりますので、記載を省略しております。 

 
   同左 

 



－  － 

 

 

25

 (セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成15年５

月１日 至 平成16年４月30日） 

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

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

 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

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

情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（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 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

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

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― ― 3,089,217

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
1.4 10.0 13.3 1.3 26.0

 

    当連結会計年度（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

 （注） 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

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

 

当連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日） 

該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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 153,092円02銭 52,262円05銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △52,299円34銭 △5,306円72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。 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

１株当たり当期純損失金額（△）   

当期純損失（△）（千円） △308,043 △138,160 

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） 
△308,043 △138,160 

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) 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

１．株式の分割 

 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連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。  

 前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 103,094円70銭 76,546円01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（△） 
12,095円05銭 △26,149円67銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

12,080円89銭 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、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。 
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  （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 

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 

 

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％ 

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 
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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 3,551,663 131.3 

接触電気検査装置部門 600,817 102.2 

その他部門 104,092 123.6 

合計 4,256,572 126.0 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

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

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

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

おります。これらの理由により、受注状況の記載は省略しております。 

 

（３）販売実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,982,173 123.8 

接触電気検査装置部門 568,578 95.5 

その他部門 104,092 123.6 

合計 3,654,844 118.3 

（注）１． 近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は 

次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 新藤電子株式会社 － － 746,832 20.4 

 日本サムスン株式会社 － － 574,000 15.7 

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

め、記載を省略しております。 

           ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 
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<ご参考> 

（訂正前） 

平成 17 年 ４ 月期    決算短信（連結）           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 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 17年４月期の連結業績（平成16年５月１日～平成17年４月30日） 
(1) 連結経営成績                                   （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

17年４月期 4,030 30.6 180 41.1 135 12.3
16年４月期 3,085 37.6 128 △9.4 120 13.7

 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本経

常利益率

売上高

経常利益率

 百万円   ％ 円  銭 円   銭 ％ ％ ％

17年４月期 68 22.1 2,647 96 2,517 06 3.7 2.9 3.4

16年４月期 56 1.9 9,585  16 9,091  24 3.9 3.2 3.9
(注)①持分法投資損益     17年４月期 －百万円  16年４月期  －百万円   
    ②期中平均株式数(連結) 17年４月期 26,035株  16年４月期  5,890株    
    ③会計処理の方法の変更   無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態                                 （百万円未満切捨） 

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

17年４月期 5,247 2,226 42.4 79,693  73
16年４月期 4,144 1,460 35.2 248,028  62

(注)期末発行済株式数（連結）17 年４月期 27,934 株   16 年４月期  5,890 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                         （百万円未満切捨）  

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

17年４月期 △744 △200 909 522 

16年４月期 △479 △201 574 553 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

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

   連結 (新規)  －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） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 1,407 △289 △171 

通   期 4,307 288 174 

 (参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  4,265円38銭 

 
 
 
 
 

 (注)１．上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要

因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項については、添付資料６ページをご参

照ください。 

２．１株当たり予想当期純利益（通期）は、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．企業集団の状況 

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

ＯＨＴ 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）により構成されており、各種電

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

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

板及びガラス基板メーカーを主要なユーザーとしております。 

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

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

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

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

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

結子会社であるＫＯＨＴ 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 
 
製造装置 

製品 

非接触電気 

 検査装置 

非接触電気検査 

 装置用治具 
 
製造装置 

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 
 
製造装置 

販売活動 
サービスサポート

 
卓超高科技電子  
 (上海)有限公司※
 

販売活動 
サービスサポート 
 
製品 

非接触電気検査 

 装置用治具 

部品 

 
販売 
 手数料

外 注 先 

 唯一高科技股份有限公司※
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

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

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

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

益改善を行い、ひいては業界全体の発展と振興に貢献したいと考えております。 

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

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

としております。 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

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

継続的な株主配当を実施していく方針であります。 

      この配当方針に則り、当期（平成17年４月期）の配当は１株当たり550円を予定しております。これにより配

当金は前期（平成16年４月期）の450円から100円の増配となり、また来期（平成18年４月期）におきましては、

さらに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。 

（注） 前期（平成16年４月期）の配当金額につきましては、平成16年６月18日及び平成16年12月20日に株式分

割（それぞれ普通株式１株を２株に分割）を行っており、当該株式分割が前期首に行われたと仮定して

算出した金額となっております。 

  
（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、平成16年６月18日に株式分割（普通株式１株を２株に割合）を実施したのに加え、

平成16年12月20日にも株式分割（普通株式１株を２株に割合）を行いました。 

 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。業界全体には明るい兆しが見えつつありますが、

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

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

人の設立を行なったことなどが要因となって、目標を達成できておりません。今後は、原価低減、経費削減はも

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

 
（５）中長期的な経営戦略 

当社の属する電子基板業界は、携帯電話、デジタルスチルカメラ、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ております。 

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

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

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

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

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

持ったサービス業』を目指して参ります。 

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

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

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

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

TAB基板向け両面同時露光装置ならびに、スクリーン印刷機の販売を開始することで、製造から検査までの一貫

したトータルソリューションビジネスの構築を目指します。 
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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、現在、海外拠点

の整備に取組んでおり、平成15年９月に韓国、平成15年12月に中国（上海）及び平成16年４月に台湾において

子会社として現地法人の設立を行ないました。 

②新技術の確立 

      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、当事業を展開することで、フレキシブル基板等の製造技術に関す

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

    ④大型LCD向け検査装置の機能向上 

      当社は、巨額な設備投資を行いつつあるフラットパネルメーカーに対し、非接触電気検査装置（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（４名） 
 

監査役会 

監査役（３名） 

        選任・解任  取締役の業務監査 

代表取締役社長   

    

内部監査室   

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

選任しております。 

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

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

        社外監査役２名との利害関係はありません。 

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

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

チェックを行い、問題点があった場合の迅速な対応を心がけています。 

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

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

て積極的かつ公平な情報開示に努めております。 

（８）親会社等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 

   （１）経営成績 

   ①当期の概況 

 当連結会計年度における世界経済は、原油・素材価格の高騰、中東情勢の混迷、大規模災害の影響等の懸念材

料があったものの、昨年から続くアメリカ・中国経済の拡大に牽引され、成長軌道をたどりました。 

 また、当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加などにより緩やかな回復

基調が続きましたが、ＧＤＰ(国内総生産)の過半数を占める個人消費については総じて力強さに欠ける状態で推

移し、景気の先行き不透明感を払拭するまでにはいたりませんでした。 

 このような環境の中、当社グループが属する電子基板業界におきましては、アテネオリンピックの開催に伴い

液晶テレビ・ＰＤＰテレビ、デジタルビデオディスクレコーダー(ＤＶＤ)、デジタルスチルカメラ等のデジタル

民生機器の販売が好調に推移したことに加え、２期連続の二桁成長を果たしたパソコン及び世界的な３Ｇ需要が

発生している携帯電話についても堅調に推移したことにより当該製品に多用されるフレキシブル基板、テープ基

板などの生産が高水準を維持いたしました。また、フラットパネルディスプレイ業界におきましては、パネル価

格の急落、在庫の増加から一部メーカーにて収益の悪化が顕著になるなど、高成長に翳りが見えていますが、ガ

ラス基板のサイズ大型化による生産効率のアップにより競争力を維持することを目的とした投資活動が積極的に

行われました。 

 このような状況の下で、当社グループは、ユーザーの要望に対し非接触電気検査技術を応用した技術にて応え

るべく研究開発を重ねるとともに、ユーザーの満足を 大限に獲得することを目標として、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「ＴＲＸ」、「ＴＲＶ」)の製造、販売が好調に推移いたしました。また、大型ガラス基板の生産工程に

おける全数検査に対応したことと、非接触方式による電気検査が世界標準となりつつあることなどからガラス基
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板向け非接触電気検査装置(製品名「ＧＸ-３」)の売上高が増加いたしました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は4,030,184千円（前年同期比30.6％増）となりました。経常利

益は、135,377千円（同12.3％増）となりました。当期純利益は、68,939千円（同22.1％増）となりました。ま

た、単体における当会計期間の業績は、売上高は、海外子会社との取引に係わる売上高を加味し、3,980,217千

円（同28.3％増）、経常利益は83,479千円（同28.1％減）、当期純利益は28,703千円（同48.5％減）となりまし

た。 

   ②部門別の概況 

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

回復傾向が顕著となり、当社ユーザーの新工場増設等の設備投資に伴ってテープ状のTAB基板向け検査装置の大

口納入があったことに加えフレキシブル基板向け検査装置も好調に推移いたしました。 

また、液晶・ＰＤＰ向けガラス基板検査装置につきましても、国内はもとより韓国、台湾の設備投資に積極的

なユーザーに対しての製品出荷が大幅に増加いたしました。 

     この結果、売上高は3,357,513千円（同39.5％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メーカーのプリント基板生産が、依

然として中国を始めとするアジア圏諸国へのシフトしている状況が継続しているため、国内での設備投資は減少

し、当該部門の業績に影響を与えております。一方、国内大手自動車メーカーの車載関連製品を新たなターゲッ

トとすることで、主に東海地区での営業活動を強化し販売拡大を目指しましたが、売上の減少をカバーするまで

には至りませんでした。 

     この結果、売上高は568,579千円（同4.5％減）となりました。 

  その他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、当初予定を下回る結果となりました。 

  しかし、当連結会計期間において販売を開始したプリント基板製造装置事業につきましては装置出荷があり、

当連結会計年度より売上を計上いたしました。 

  この結果、売上高は104,092千円（同23.6％増）となりました。 

   ③来期の見通し 

平成18年４月期通期見通しにつきましては、携帯電話、デジタルスチルカメラ等に使用される、フレキシブル

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

すが、前期において当該TAB向け検査装置の販売が一巡しつつあることなどから、同基板向け検査装置の販売は

若干の減額となる可能性があると見込んでおります。一方ではユーザーニーズに合致した新製品を提案している

フレキシブル基板向け検査装置などは、顧客の設備投資にともない売上増に寄与するものと見込んでおります。

一方、ガラス基板検査装置につきましては、国内外のメーカー向け装置の設備導入が本格化する見込みであるも

のの、一部の装置の納品時期が翌期となる見込みであることなどから、若干の減額となると見込んでおります。 

また、前期に事業を開始した露光機、スクリーン印刷機などの製造装置関連や、ハーネス向け非接触検査装置

も、徐々にではありますが売上高の増加に寄与してくるものと見込んでいることに加え、平成17年６月13日に開

催された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を決議したことから、日本

電針株式会社の連結業績への寄与を売上高225百万円、経常利益22百万円、当期純利益13百万円と見込み、連結

売上高は4,307百万円（前年同期比10.7％増）を予想しております。尚、日本電針株式会社の連結決算対象期間

は、平成17年８月１日からを予定しております。 

また、利益につきましては、ガラス基板検査装置の機能安定化に伴うソフト開発費用等が減少し利益率が向上

する見込みであることなどから、連結経常利益は348百万円（同54.2％増）、連結当期純利益は210百万円（同

205.1％増）を見込んでおります。また、単体の売上高は3,952百万円（同0.7％減）、経常利益は233百万円（同

179.6％増）、当期純利益は133百万円（同59.6％増）を見込んでおります。 

 

 

   業績予想に関する注意事項 

    この資料に記載されている業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。

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

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

     当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ30,431千

円減少し、522,719千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、744,441千円（前年対比264,459千円の増加）とな

りました。これは主に、税金等調整前当期純利益（100,721千円）を計上いたしましたが、売上高の増加に伴

う売上債権の増加（616,149千円）と仕入債務の増加（58,215千円）、ガラス基板検査装置の前倒し製造によ

るたな卸資産の増加（340,287千円）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） 

      当連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、200,337千円（前年対比1,407千円の増加）となり

ました。これは主に、有形・無形固定資産の取得（198,611千円）を計上したことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、909,891千円（前年対比335,188千円の増加）とな

りました。これは主に、株式の発行（有償一般公募）による収入（691,717千円）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９期 

平成15年４月

第10期 

平成16年４月

第11期 

平成17年４月 

自己資本比率（％） 40.7 35.2 42.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 74.9 152.2 80.9 

債務償還年数（年） ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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

注２． 第９期、第10期及び第11期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、債務償還

年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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４．事業等のリスク 

    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、当連結会計年度末現在において、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となっております。これは、いわゆる「ＩＴ

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

し、第９期（平成15年4月期）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、第11期（平成17

年５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。 

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、当社の平

成17年4月期における売上債権回転期間は5.8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
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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、更に主な事業として当社製品の製造を計画しております。 

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

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

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

りの生産が出来ない可能性もあります。 

 

（５）役員及び従業員に対するストックオプションについて 

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

の規定に従い、平成14年７月26日、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、当社役員及び従業員に対してストックオプション（新株予約権）を付与しております。当該ストックオプ

ションの概要は、次のとおりであります。 

 

平成12年７月28日定時株主総会決議 

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

当社取締役３名 
当社従業員 34 名 

普通株式 572 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８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２名 
当社従業員４名 
当社の子会社の 
取締役１名 

普通株式 372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４名 
当社監査役１名 
当社従業員91名 
当社の子会社の 
取締役１名 
当社の子会社の従
業員16名 

普通株式 622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。 

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

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

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

薄化が生じる可能性があります。 

 

＜用語解説＞ 

注１：プリント基板 

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

注２：半導体パッケージ向け基板 

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

注３：ガラス基板 

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

注４：治具 

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

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

(１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
当連結会計年度 

（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  721,181 687,783 △33,398

２．受取手形及び売掛金 ※３ 2,019,303 2,624,387 605,084

３．たな卸資産  1,012,066 1,351,987 339,921

４．繰延税金資産  13,384 24,944 11,560

５．その他  39,431 52,964 13,533

流動資産合計  3,805,367 91.8 4,742,068 90.4 936,701

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  83,365 211,985  

減価償却累計額  12,055 71,309 19,289 192,695 121,386

(2）機械装置及び運搬具  62,870 63,628  

減価償却累計額  37,556 25,314 44,271 19,357 △5,957

(3）工具器具備品  37,014 72,763  

減価償却累計額  23,748 13,266 35,213 37,550 24,284

(4）土地  92,626 92,626 0

(5）建設仮勘定  2,899 － △2,899

有形固定資産合計  205,416 5.0 342,230 6.5 136,814

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）その他  1,394 1,394 0

無形固定資産合計  109,609 2.6 132,854 2.5 23,245

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  3,700 3,000 △700

(2）敷金保証金  8,816 16,600 7,784

(3）繰延税金資産  2,491 3,874 1,383

(4）その他  9,029 8,890 △139

貸倒引当金  － △2,300 △2,300

投資その他の資産合計  24,038 0.6 30,064 0.6 6,026

固定資産合計  339,063 8.2 505,149 9.6 166,086

資産合計  4,144,431 100.0 5,247,218 100.0 1,102,787
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前連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
当連結会計年度 

（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．支払手形及び買掛金 ※３ 582,050 640,300 58,250

２．短期借入金  1,557,894 1,764,122 206,228

３．未払法人税等  27,504 35,890 8,386

４．未払費用  16,266 17,824 1,558

５．賞与引当金  20,101 24,733 4,632

６．その他  16,590 48,498 31,908

流動負債合計  2,220,407 53.6 2,531,369 48.3 310,962

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  460,934 483,482 22,548

２．退職給付引当金  127 853 726

固定負債合計  461,061 11.1 484,335 9.2 23,274

負債合計  2,681,469 64.7 3,015,705 57.5 334,236

   

（少数株主持分）   

  少数株主持分  2,073 0.1 5,348 0.1 3,275

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 529,500 12.7 881,631 16.8 352,131

Ⅱ 資本剰余金  517,284 12.5 869,415 16.6 352,131

Ⅲ 利益剰余金  414,681 10.0 473,019 9.0 58,338

Ⅳ 為替換算調整勘定  △577 △0.0 2,097 0.0 2,674

資本合計  1,460,888 35.2 2,226,164 42.4 765,276

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 4,144,431 100.0 5,247,218 100.0 1,102,787
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(２）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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  3,085,797 100.0 4,030,184 100.0 944,387

Ⅱ 売上原価 ※１ 2,350,375 76.2 3,138,340 77.9 787,965

売上総利益  735,422 23.8 891,843 22.1 156,421

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  

１．広告宣伝費  20,863 26,020  

２．運賃  23,759 31,780  

３．役員報酬  68,927 73,269  

４．給与手当  142,717 147,552  

５．旅費交通費  111,637 152,410  

６．地代家賃  19,304 17,572  

７．支払手数料  63,427 65,827  

８．賞与引当金繰入額  5,497 7,581  

９．その他  151,250 607,384 19.7 189,126 711,140 17.6 103,756

営業利益  128,038 4.1 180,703 4.5 52,665

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  131 221  

２．消費税差額戻入益  1,700 －  

３．助成金収入  17,342 －  

４．自販機収入  － 570  

５．保険金収入  － 318  

６．その他  2,644 21,818 0.7 1,725 2,836 0.1 △18,982

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  27,128 30,495  

２．新株発行費  － 12,545  

３．その他  2,125 29,254 0.9 5,120 48,161 1.2 18,907

経常利益  120,602 3.9 135,377 3.4 14,775

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 ※2 249 142  

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 － 37,768 1.0 13,836
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前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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）

税金等調整前当期純利
益 

 105,033 3.4 100,721 2.5 △4,312

法人税、住民税及び事
業税 

 47,158 42,021  

法人税等調整額  262 47,421 1.5 △12,942 29,078 0.7 △18,343

少数株主利益  1,155 0.1 2,703 0.1 1,548

当期純利益  56,456 1.8 68.939 1.7 12,483

   

 

（３）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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） 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  517,284 0

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  － － 352,131 352,131 352,131

Ⅲ 資本剰余金期末残高   517,284  869,415 352,131

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   362,348  414,681 52,333

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．当期純利益  56,456 56,456 68,939 68,939 12,483

Ⅲ 利益剰余金減少高       

 １．配当金  4,123 4,123 10,602 10,602 6,479

Ⅳ 利益剰余金期末残高   414,681  473,019 58,338
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日）

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   

税金等調整前当期純利益  105,033 100,721 △4,312

減価償却費  19,291 38,513 19,222

貸倒引当金の減少額（△）  △8,363 － 8,363

賞与引当金の増加額  2,311 4,632 2,321

退職給付引当金の増加額  124 662 538

受取利息及び受取配当金  △131 △284 △153

支払利息  27,128 30,459 3,331

為替差益（△）  △347 △38 309

新株発行費  － 12,545 12,545

投資有価証券売却益  － △3,112 △3,112

有形固定資産除却損  249 142 △107

ゴルフ会員権評価損  － 4,200 4,200

売上債権の増加額（△）  △294,356 △616,149 △321,793

たな卸資産の増加額（△）  △297,360 △340,287 △42,927

その他流動資産の増加額（△）  △15,813 △12,805 3,008

仕入債務の増加額  61,756 58,215 △3,541

未払費用の増加又は減少額
（△) 

 △2,002 1,658 3,660

割引手形の増加額  7,091 11,301 4,210

その他流動負債の増加額  2,192 29,928 27,736

小計  △393,195 △679,696 △286,501

利息及び配当金の受取額  131 284 153

利息割引料の支払額  △27,128 △30,459 △3,331

法人税等の支払額  △59,789 △34,569 25,220

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △479,982 △744,441 △264,459
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前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日）

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

定期預金の預入による支出  △167,031 △165,064 1,967

定期預金の払戻による収入  171,068 168,031 △3,037

有形固定資産の取得による支出  △171,019 △164,383 6,636

無形固定資産の取得による支出  △32,883 △34,228 △1,345

投資有価証券の取得による支出  － △3,000 △3,000

投資有価証券の売却による収入  － 6,812 6,812

敷金保証金の増加額（△）  △1,053 △6,870 △5,817

新規連結子会社の取得による収
入 

 1,026 － △1,026

その他投資等の増加額（△）  △1,851 △1,632 219

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △201,744 △200,337 1,407

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  406,410 266,668 △139,742

長期借入れによる収入  400,000 200,000 △200,000

長期借入金の返済による支出  △227,584 △237,892 △10,308

株式の発行による収入  － 691,717 691,717

配当金の支払額  △4,123 △10,602 △6,479

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 574,703 909,891 335,188

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 △777 4,456 5,233

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加又は減
少額（△） 

 △107,799 △30,431 77,368

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  660,950 553,150 △107,800

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  553,150 522,719 △30,431
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

科目 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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        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 

 上記のうち、ＫＯＨＴ Ｃｏ,. Ｌｔ

ｄ.、卓超高科技電子（上海）有限公司及

び唯一高科技股份有限公司については、

当連結会計年度において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めております。 

同左 

(1）持分法適用会社 (1）持分法適用会社 

 該当事項はありません。 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

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

  ＯＨＴ Ａｓｉａ ＰＴＥ Ｌｔｄ．は

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、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。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

イ．有価証券 イ．有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券   その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

  個別法による原価法 同左 

 原材料 原材料 

  移動平均法による原価法 同左 
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科目 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。 

（ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物（付

属設備を除く）は定額法によっておりま

す。） 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   10年～21年 

機械装置及び運搬具 ５年～６年 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込み利用可能

期間(５年)に基づいております。 

同左 

イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒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 

 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 

 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。 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。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。 

同左 



－  － 

 

 

19

科目 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 該当事項はありません。 同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

更について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

（損益計算書） （損益計算書） 

 １．前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、

販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたた

め区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「支払手数料」は、29,573

千円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

割戻料」は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示す

ることにしました。 

   なお、当連結会計年度の「受取割戻料」は、85千円

であります。 

 １．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「自販機収入」及び「保険金収

入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため

区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「自販機収入」と「保険金

収入」は、それぞれ552千円及び210千円であります。

 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、

6,100千円減少しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成17年４月30日） 

 
 １．受取手形割引高 26,083千円

受取手形裏書高 417千円
  

 
 １．受取手形割引高 37,385千円

受取手形裏書高 24,841千円
  

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,890株であり

ます。 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式27,934株であ

ります。 

※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
 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

72,299千円 28,533千円

※２ 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            249千円 

※２ 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
 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成16年４月30日現在） （平成17年４月30日現在）
 
現金及び預金勘定 721,181千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △168,031千円

現金及び現金同等物 553,150千円
  

 
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） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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 

① リース物件の取得価額相当額・減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額・減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

科目 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

50,869 23,801 27,067

ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 24,031 31,437

  

 

科目 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

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 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成16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．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） 3,700 

 

当連結会計年度末（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．当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 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

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

 

当連結会計年度（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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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社においては、平成11年４月１日より退職金制度

の全部について適格退職年金制度を、一部の在外子会

については退職一時金制度を採用しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
 
イ．退職給付債務 4,577千円

ロ．年金資産 △4,482千円

ハ．連結貸借対照表計上額純額 95千円

ニ．前払年金費用 △32千円

ホ．退職給付引当金 127千円
  

 
イ．退職給付債務 6,607千円

ロ．年金資産 5,754千円

ハ．連結貸借対照表計上額純額 853千円

ニ．前払年金費用 －千円

ホ．退職給付引当金 853千円
  

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

 退職年金制度については、直近の年金財政計算上

の責任準備金をもって退職給付債務とする簡便法を

採用しております。 

 退職給付引当金の算定に当っては、退職給付債務

の金額から年金資産の額を控除した金額をもって計

上すべき前払年金費用としております。 

 退職一時金制度については、期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法を採用しておりま

す。 

同左 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

１．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 1,812千円

賞与引当金 8,149千円

未実現利益 3,602千円

  計 13,564千円

繰延税金負債（流動） 

貸倒引当金 130千円

その他 50千円

 計 180千円

 

繰延税金資産の純額 13,384千円

 

繰延税金資産（固定） 

未実現利益 2,466千円

その他 37千円

  計 2,504千円

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 12千円

 計 12千円

 

繰延税金資産の純額 2,491千円
  

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税 3,362千円

賞与引当金 10,016千円

たな卸資産評価減 6,332千円

未実現利益 5,391千円

  計 25,102千円

繰延税金負債（流動） 

貸倒引当金 157千円

 計 157千円

 

繰延税金資産の純額 24,944千円

 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 83千円

ゴルフ会員権評価減 1,696千円

未実現利益 2,094千円

繰延税金資産合計 3,874千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率 41.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

4.3％

住民税均等割 2.2％

その他 △3.1％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

45.1％

  

 
法定実効税率 40.4％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 
6.6％

本邦と所在地の税率差 △12.3％

税額の特別控除 △2.9％

その他 △2.9％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
28.9％
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計期間（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成15年５

月１日 至 平成16年４月30日） 

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

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

 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

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

情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（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 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

 中国 台湾 韓国 その他 計 

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

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― ― 3,085,797

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

1.4 14.9 13.4 1.2 30.9

 

     当連結会計期間（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

 （注） 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

（関連当事者との取引） 

当連結会計期間（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成15年５月

１日 至 平成16年４月30日） 

    該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

（平成16年４月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年４月30日） 

１株当たり純資産額 248,028円62銭 79,693円73銭 

１株当たり当期純利益 9,585円16銭 2,647円96銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 9,091円24銭 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金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計年度 
（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金額   

当期純利益（千円） 56,456 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（千円） 56,456 68,939 

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、「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) 

前連結会計年度（自 平成15年５月１日 至 平成16年４月30日） 

１．株式の分割 

 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連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。  

 当連結会計年度 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 119,620円75銭 124,014円31銭 

１株当たり純利益 5,633円38銭 4,792円58銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5,626円78銭 4,545円62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、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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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 3,245,746 114.3 

接触電気検査装置部門 600,817 102.2 

その他部門 104,092 123.6 

合計 3,950,655 112.5 

 (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 3,357,513 139.5 

接触電気検査装置部門 568,578 95.4 

その他部門 104,092 123.6 

合計 4,030,184 130.6 

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

のとおりであります。 

 
前連結会計期間 

（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

当連結会計期間 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 新藤電子株式会社 174,065 5.6 746,832 18.8 

 日本サムソン株式会社 － － 574,000 14.4 

 Ｄ．Ｉ．Corporation － － 441,000 11.1 

  ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 
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