
平成 20 年４月１日 

各     位 

会 社 名  オー・エイチ・ティー株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 山 岡 秀 嗣 

（コード番号 ６７２６ 東証マザーズ） 

問合せ先  取締役経営企画本部長 秋 山  毅  

（ T E L． ０ ８ ４ － ９ ６ ０ － ２ １ ２ ０ ） 

 

 

（訂正）「平成 17 年４月期 個別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、平成 17 年４月

期の半期報告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、訂正対象となる平成 17 年４月期における「中間決算短信（連結）及び「個別中

間財務諸表の概要」の訂正を実施した結果、「平成 17 年４月期 個別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 17 年４月期 個別中間財務諸表の概要」に続き、平成 16 年 12 月 13 日付で

開示いたしました「平成 17 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 17 年 ４ 月期  個別中間財務諸表の概要        平成16年12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16年12月13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． 16年10月中間期の業績(平成16年５月１日～平成16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    ％

16年10月中間期 
15年10月中間期 

2,111   49.8
1,409   16.5

△107    －
△90    －

△132   －
△100   －

16年４月期 3,105   32.9 △101    － △104   －

 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

16年10月中間期 
15年10月中間期 

△170    － 
△57    － 

△14,131   △49 
△9,745   △36

16年４月期 △305    － △51,869   △87 

 
 

 (注)①期中平均株式数 16年10月中間期 12,072株  15年10月中間期 5,890株  16年４月期 5,890株 
    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、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 

     ④平成16年６月18日をもって、普通株式１株を２株に分割しているため、16年10月中間期の期中平
均株式数は期首に分割が行なわれたものとして計算しております。 

 
(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)16年10月中間期配当金の内訳 
  記念配当  ― 円 ― 銭 

 円   銭 円   銭

16年10月中間期 
15年10月中間期 

0 0 
0 0 

――――― 
――――― 

  特別配当  ― 円 ― 銭 

16年４月期 ―――――   1,800 00  

 
(3)財政状態 

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

16年10月中間期 
15年10月中間期 

4,970 
3,537 

1,425
1,148

28.7 
32.5 

102,063  51
195,032  34

16年４月期 3,807 900 23.7 152,907  83

 (注)①期末発行済株式数 16年10月中間期 13,965株 15年10月中間期 5,890株 16年４月期 5,890株 
   ②期末自己株式数  16年10月中間期   ― 株 15年10月中間期 ―  株 16年４月期  ― 株 
 
２．17年４月期の業績予想(平成16年５月１日～平成17年４月30日) 

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 3,650 53 ４ 550 00 550 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 158円63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17年４月期中間決算短信（連結）の添付資料７ページをご参照ください。 



－   － 2

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15年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成16年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成16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  724,599 1,426,147 658,983 

２．受取手形 ※５ 301,715 125,046 315,108 

３．売掛金  864,889 1,433,345 1,084,419 

４．たな卸資産  1,244,544 1,426,654 1,286,241 

５．繰延税金資産  181,751 － － 

６．その他 ※４ 62,263 68,433 74,410 

貸倒引当金  △3,450 － － 

流動資産合計   3,376,313 95.5 4,479,627 90.1  3,419,164 89.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  8,347 160,236 69,616 

(2）構築物  1,826 1,449 1,616 

(3）機械装置  6,027 15,762 18,586 

(4）車両運搬具  143 － 115 

(5）工具器具備品  9,325 16,793 11,436 

(6）土地  － 92,626 92,626 

(7）建設仮勘定  － － 2,899 

有形固定資産合計  25,669 286,868 196,899 

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  9,115 6,040 6,670 

(2）特許権  79,166 117,219 101,544 

(3）電話加入権  1,246 1,246 1,246 

無形固定資産合計  89,528 124,506 109,461 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  3,700 6,920 3,700 

(2）関係会社株式  22,962 62,720 62,720 

(3）敷金保証金  11,957 6,397 8,693 

(4）その他  7,074 5,533 7,192 

貸倒引当金  － △2,300 － 

投資その他の資産
合計 

 45,694 79,271 82,306 

固定資産合計   160,892 4.5 490,646 9.9  388,667 10.2

資産合計   3,537,205 100.0 4,970,274 100.0  3,807,831 100.0
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前中間会計期間末 

（平成15年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成16年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成16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 ※５ 601,388 698,860 520,645 

２．買掛金  144,099 610,926 300,292 

３．短期借入金  1,126,668 1,433,336 1,350,002 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 189,774 187,488 205,612 

５．未払法人税等  5,807 7,185 24,000 

６．賞与引当金  16,125 21,306 17,861 

７．その他  25,435 36,009 27,846 

流動負債合計   2,109,297 59.6 2,995,111 60.2  2,446,258 64.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  279,146 548,458 460,934 

２．繰延税金負債  22 1,300 11 

３．退職給付引当金  － 87 － 

固定負債合計   279,168 7.9 549,846 11.1  460,945 12.1

負債合計   2,388,465 67.5 3,544,957 71.3  2,907,204 76.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   529,500 15.0 881,481 17.8  529,500 13.9

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  517,284 869,265 517,284 

資本剰余金合計   517,284 14.6 869,265 17.5  517,284 13.6

Ⅲ 利益剰余金    

 １．任意積立金  250,000 350,000 250,000 

２．中間（当期）未処
理損失（△） 

 △148,043 △677,349 △396,156 

利益剰余金合計   101,956 2.9 △327,349 △6.6  △146,156 △3.8

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  － － 1,919 0.0  － －

資本合計   1,148,740 32.5 1,425,316 28.7  900,627 23.7

負債資本合計   3,537,205 100.0 4,970,274 100.0  3,807,831 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 

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

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16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   1,409,864 100.0 2,111,779 100.0  3,105,116 100.0

Ⅱ 売上原価   1,225,690 86.9 1,882,470 89.1  2,606,352 83.9

売上総利益   184,174 13.1 229,309 10.9  498,764 16.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  275,149 19.6 337,090 16.0  600,419 19.4

営業損失（△）   △90,975 △6.5 △107,781 △5.1  △101,654 △3.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,115 0.3 7,617 0.4  25,141 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,913 0.9 32,676 1.6  27,578 0.9

経常損失（△）   △100,772 △7.1 △132,839 △6.3  △104,091 △3.4

Ⅵ 特別利益 ※３  4,912 0.3 － －  8,363 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  － － 37,762 1.8  23,932 0.8

税引前中間（当
期）純損失（△） 

  △95,860 △6.8 △170,602 △8.1  △119,660 △3.9

法人税、住民税及
び事業税 

 － － 42,571 

法人税等調整額  △38,460 △38,460 △2.7 △11 △11 △0.0 143,281 185,852 5.9

中間（当期）純損
失（△） 

  △57,400 △4.1 △170,590 △8.1  △305,513 △9.8

前期繰越損失
（△） 

  △90,643 △506,758  △90,643

中間（当期）未処
理損失（△） 

  △148,043 △677,349  △396,156
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中間財務諸表作成の基本となる事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

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 

移動平均法による原価法 

    ──── 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 (2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

個別法よる原価法 

(2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

(2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

 原材料 

移動平均法による原価法 

原材料 

同左 

原材料 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物及び構築物 

10年～18年

機械装置   ５年～６年

(1）有形固定資産 

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 

(1）有形固定資産 

 同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

(2）無形固定資産 

 同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 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。 

(1）貸倒引当金 

 同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (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。 

(2）賞与引当金 

 同左 

(2）賞与引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

 (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。 

(3）退職給付引当金 

 同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づいて計上

しております。 

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 

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 

（1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

（1）消費税等の会計処理 

  同左 

 

（1）消費税等の会計処理 

 同左 
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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15年10月31日） 

当中間会計期間末 
（平成16年10月31日） 

前事業年度末 
（平成16年４月30日） 

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
47,798千円

  

 
※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 
55,357千円

   
 ２ 受取手形裏書高 42,111千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 163,825千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 26,500千円
  

 ３ 偶発債務  ３     ─────  ３ 偶発債務 

（1）債務保証  （1）債務保証 

 子会社である株式会社エス・

ティー・エフの金融機関からの借入金

7,320千円に対し債務保証を行ってお

ります。 

  子会社である株式会社エス・

ティー・エフの金融機関からの借入金

2,280千円に対し債務保証を行ってお

ります。 

※４ 消費税等の取扱い ※４ 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 

※４     ───── 

※５     ───── ※５ 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。 

   受取手形    28,913千円 

   支払手形    79,477千円 

   裏書手形     9,345千円 

※５     ───── 

 

 (中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
（自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16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 1,760千円
  

 
受取手数料 1,500千円

賃貸収入 4,200千円
  

 
受取手数料 5,550千円

  

※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 13,143千円
  

 
支払利息 15,720千円

新株発行費 11,922千円
  

 
支払利息 26,970千円

  

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

貸倒引当金戻入益 4,912千円
  

 
 

  

 
貸倒引当金戻入益 8,363千円

  
※４     ─────  ※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
  

 
契約解除違約金 23,682千円

  

 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 4,183千円

無形固定資産 3,037千円
  

 
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 11,843千円

無形固定資産 6,318千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 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 17,431 24,038 

車両運搬具 6,300 2,520 3,780 

合計 47,770 19,951 27,818 

  

 

 

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)

期末残
高相当
額 
(千円)

機械装置 41,470 20,393 21,076

車両運搬具 9,399 3,408 5,990

ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 24,031 31,437

  
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 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 7,315千円

１年超 21,325千円

合計 28,641千円
  

 
１年内 7,067千円

１年超 20,795千円

合計 27,862千円
  

 
１年内 6,910千円

１年超 23,971千円

合計 30,881千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

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 3,995千円

減価償却費相当額 3,592千円

支払利息相当額 428千円
  

 
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 8,501千円

減価償却費相当額 7,672千円

支払利息相当額 839千円
  

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

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 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15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成15年５月１日 

至 平成16年４月30日） 

  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

発行いたします。 

（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分割方式 

  平成16年４月30日 終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載または記録された株主の所有

株式数１株につき２株の割合をもって分割い

たします。 

（2）配当起算日 

   平成16年５月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報

及び当期首に行われたと仮定した場合の当事

業年度における１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。 

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

102,738円85銭 

１株当たり当期純利

益金額 

11,804円20銭 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

11,790円38銭 

１株当たり純資産額

76,453円92銭

１株当たり当期純損

失金額（△） 

△25,934円93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。 
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平成 17 年 ４ 月期  個別中間財務諸表の概要        平成16年12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16年12月13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． 16年10月中間期の業績(平成16年５月１日～平成16年10月31日) 
(1) 経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

16年10月中間期 
15年10月中間期 

1,948   53.7
1,267   24.6

△3   － 
△163   － 

△28   － 
△173   － 

16年４月期 3,101   38.3 118  △11.0 116   13.6
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

16年10月中間期 
15年10月中間期 

△41   －  
△100   －  

－ 
－ 

16年４月期 55   6.1 9,460  53 

 
 

 (注)①期中平均株式数 16年10月中間期 12,072株  15年10月中間期 5,890株  16年４月期 5,890株 
    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、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 

     ④平成16年６月18日をもって、普通株式１株を２株に分割しているため、16年10月中間期の期中平均株
式数は期首に分割が行なわれたものとして計算しております。 

 
(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)16年10月中間期配当金の内訳 
  記念配当  ― 円 ― 銭 

 円   銭 円   銭

16年10月中間期 
15年10月中間期 

0 0 
0 0 

――――― 
――――― 

  特別配当  ― 円 ― 銭 

16年４月期 ―――――   1,800 00  

 
(3)財政状態 

 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

16年10月中間期 
15年10月中間期 

5,226 
3,594 

2,110
1,299

40.4 
36.1 

151,143  77
220,712  12

16年４月期 4,139 1,456 35.2 247,290  33

 (注)①期末発行済株式数 16年10月中間期 13,965株 15年10月中間期 5,890株 16年４月期 5,890株 
   ②期末自己株式数  16年10月中間期   ― 株 15年10月中間期 ―  株 16年４月期  ― 株 
 
２．17年４月期の業績予想(平成16年５月１日～平成17年４月30日) 

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 3,650 53 ４ 550 00 550 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 158円63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17年４月期中間決算短信（連結）の添付資料７ページをご参照ください。

＜ご参考＞ 

（訂正前） 



１. 中間財務諸表 

(１) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表 

（平成15年10月31日） （平成16年10月31日） （平成16年４月30日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

番号 （％） （％） （％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  724,599 1,426,147 658,983 

２．受取手形 ※５ 301,715 125,046 315,108 

３．売掛金  1,342,519 1,892,105 1,711,510 

４．たな卸資産  939,790 1,253,437 1,011,189 

５．繰延税金資産  79,224 32,191 8,978 

６．その他 ※４ 49,639 34,534 45,313 

貸倒引当金  △3,450 △28,339 － 

流動資産合計   3,434,038 95.5 4,735,124 90.6  3,751,085 90.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物  8,347 160,236 69,616 

(2) 構築物  1,826 1,449 1,616 

(3) 機械装置  6,027 15,762 18,586 

(4) 車両運搬具  143 － 115 

(5) 工具器具備品  9,325 16,793 11,436 

(6) 土地  － 92,626 92,626 

(7) 建設仮勘定  － － 2,899 

有形固定資産合計   25,669 0.7 286,868 5.5  196,899 4.8

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  9,115 6,040 6,670 

(2) 特許権  79,166 117,219 101,544 

(3) 電話加入権  1,246 1,246 1,246 

無形固定資産合計   89,528 2.5 124,506 2.4  109,461 2.6

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  3,700 6,920 3,700 

(2) 関係会社株式  22,962 62,720 62,720 

(3) 敷金保証金  11,957 6,397 8,693 

(4) 繰延税金資産  － 431 － 

(5) その他  7,074 5,533 7,191 

  貸倒引当金  － △2,300 － 

投資その他の資産
合計 

  45,694 1.3 79,703 1.5  82,306 2.0

固定資産合計   160,892 4.5 491,078 9.4  388,667 9.4

資産合計   3,594,930 100.0 5,226,202 100.0  4,139,752 100.0

    

 

－  － 

 

（ 

2



 

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表 

（平成15年10月31日） （平成16年10月31日） （平成16年４月30日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

番号 （％） （％） （％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※５ 601,388 698,860 520,645 

２．買掛金  50,570 182,748 76,300 

３．短期借入金  1,126,668 1,433,336 1,350,002 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 189,774 187,488 205,612 

５．未払法人税等  5,807 7,185 24,000 

６．賞与引当金  16,125 21,306 17,861 

７．その他  25,435 36,009 27,844 

流動負債合計   2,015,768 56.1 2,566,933 49.1  2,222,266 53.7

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  279,146 548,458 460,934 

２．繰延税金負債  － 87 － 

３．退職給付引当金  22 － 11 

固定負債合計   279,168 7.8 548,545 10.5  460,945 11.1

負債合計   2,294,936 63.9 3,115,479 59.6  2,683,212 64.8

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   529,500 14.7 881,481 16.9  529,500 12.8

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  517,284 869,265 517,284 

資本剰余金合計   517,284 14.4 869,265 16.6  517,284 12.5

Ⅲ 利益剰余金    

 １．任意積立金  250,000 350,000 250,000 

２．中間（当期）未処
分利益 

 3,210 8,056 159,756 

利益剰余金合計   253,210 7.0 358,056 6.9  409,756 9.9

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  － － 1,919 0.0  － －

資本合計   1,299,994 36.1 2,110,722 40.4  1,456,540 35.2

負債資本合計   3,594,930 100.0 5,226,202 100.0  4,139,752 100.0
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（２）中間損益計算書

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書 
  （自 平成15年５月１日 （自 平成16年５月１日 （自 平成15年５月１日 

至 平成15年10月31日） 至 平成16年10月31日） 至 平成16年４月30日） 

注記 百分比 百分比 百分比
区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ 売上高   1,267,244 100.0 1,948,369 100.0  3,101,696 100.0

Ⅱ 売上原価   1,155,953 91.2 1,586,172 81.4  2,382,662 76.8

売上総利益   111,291 8.8 362,197 18.6  719,034 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  275,149 21.7 365,430 18.8  600,419 19.4

営業利益又は営業
損失 

  △163,858 △12.9 △3,233 △0.2  118,615 3.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,115 0.3 7,617 0.4  25,141 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,913 1.1 32,676 1.7  27,578 0.9

経常利益又は経常
損失 

  △173,655 △13.7 △28,291 △1.5  116,178 3.7

Ⅵ 特別利益 ※３  4,912 0.4 － －  8,363 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  － － 37,762 1.9  23,932 0.8

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間（当期）
純損失 

  △168,743 △13.3 △66,054 △3.4  100,609 3.2

法人税、住民税及
び事業税 

 － － 42,571 

法人税等調整額  △67,920 △67,920 △5.4 △24,956 △24,956 △1.3 2,314 44,886 1.4

中間（当期）純利
益又は中間（当
期）純損失 

  △100,823 △7.9 △41,097 △2.1  55,722 1.8

前期繰越利益   104,033 49,154  104,033

中間（当期）未処
分利益 

  3,210 8,056  159,756
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中間財務諸表作成の基本となる事項 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
項目 （自 平成15年５月１日 （自 平成16年５月１日 （自 平成15年５月１日 

至 平成15年10月31日） 至 平成16年10月31日） 至 平成16年４月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

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 移動平均法による原価法 

 (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 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法 定率法  同左 

主な耐用年数 （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。） 

建物及び構築物 

10年～18年

機械装置   ５年～６年

主な耐用年数 

 建物及び構築物 10～21年 

 機械装置    ５～６年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。  同左 同左 

 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。 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 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 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
項目 （自 平成15年５月１日 （自 平成16年５月１日 （自 平成15年５月１日 

至 平成15年10月31日） 至 平成16年10月31日） 至 平成16年４月30日） 

 (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。 

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 

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 

（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 

 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 
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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 当中間会計期間末 前事業年度末 
（平成15年10月31日） （平成16年10月31日） （平成16年４月30日） 

   
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
47,798千円 62,634千円 55,357千円

         
 ２ 受取手形裏書高 42,111千円  ２ 受取手形裏書高 163,825千円  ２ 受取手形裏書高 26,500千円
      

 ３     ─────  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

（1）債務保証  （1）債務保証 

 子会社である株式会社エス・

ティー・エフの金融機関からの借入金

7,320千円に対し債務保証を行ってお

ります。 

  子会社である株式会社エス・

ティー・エフの金融機関からの借入金

2,280千円に対し債務保証を行ってお

ります。 

※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い ※４     ───── 

 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 

※５     ───── ※５     ───── ※５ 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。 

   受取手形    28,913千円 

   支払手形    79,477千円 

   裏書手形     9,345千円 

 

 (中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
（自 平成15年５月１日 （自 平成16年５月１日 （自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 至 平成16年10月31日） 至 平成16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 1,760千円 受取手数料 1,500千円 受取手数料 5,550千円
    

賃貸収入 4,200千円
  

※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 13,143千円 支払利息 15,720千円 支払利息 26,970千円
    

新株発行費 11,922千円
  
※３     ───── ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

   
貸倒引当金戻入益 4,912千円  貸倒引当金戻入益 8,363千円

      
※４     ─────  ※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 契約解除違約金 23,682千円
    

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 4,183千円 有形固定資産 8,923千円 有形固定資産 11,843千円

無形固定資産 3,037千円 無形固定資産 3,461千円 無形固定資産 6,318千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
（自 平成15年５月１日 （自 平成16年５月１日 （自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 至 平成16年10月31日） 至 平成16年４月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 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 17,431 24,038 

車両運搬具 6,300 2,520 3,780 

合計 47,770 19,951 27,818 

  

 

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)

減価償
却累計
額相当
額 

取得価
額相当
額 

期末残
高相当
額 

 

(千円) (千円)
(千円)

機械装置 41,470 23,355 18,114 機械装置 41,470 20,393 21,076

車両運搬具 9,399 4,296 5,102 車両運搬具 9,399 3,408 5,990

ソフトウェア 4,600 766 3,833 ソフトウェア 4,600 230 4,370

合計 55,469 28,418 27,050 合計 55,469 24,031 31,437

    
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 ２．未経過リース料期末残高相当額 

   
１年内 7,315千円 １年内 7,067千円 １年内 6,910千円

１年超 21,325千円 １年超 20,795千円 １年超 23,971千円

合計 28,641千円 合計 27,862千円 合計 30,881千円
      
３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

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 3,995千円 支払リース料 4,800千円 支払リース料 8,501千円

減価償却費相当額 3,592千円 減価償却費相当額 4,362千円 減価償却費相当額 7,672千円

支払利息相当額 428千円 支払利息相当額 368千円 支払利息相当額 839千円
      
４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

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 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 当中間会計期間 前事業年度 
（自 平成15年５月１日 （自 平成16年５月１日 （自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 至 平成16年10月31日） 至 平成16年４月30日） 

子会社（海外現地法人）の設立 株式の分割 株式の分割  

 平成15年11月17日及び平成15年12月５日

開催の取締役会において、子会社（上海及

び台湾の海外現地法人）の設立に関し決議

いたしました。詳細は中間連結財務諸表の

「重要な後発事業」を参照願います。 

 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

新株式を発行いたします。 

 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

新株式を発行いたします。 

（1）平成16年12月20日をもって普通株式

１株につき２株に分割いたします。 

（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   ① 分割により増加する株式数 

    普通株式 13,965株    普通株式  5,890株 

  ② 分割方法   ② 分割方式 

    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。 

  平成16年４月30日 終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株

主の所有株式数１株につき２株の割合を

もって分割いたします。 

（2）配当起算日 

   平成16年５月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前事業年度における１株当

たり情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当事業年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

（2）配当起算日 

   平成16年11月１日 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間会計年度及び前会

計年度における１株当たり情報ならび

に当期首に行われたと仮定した場合の

当中間会計年度における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産

額 

１株当たり純資産

額 

119,264円90銭 123,645円17銭前中間 当中間 
前会計年度

会計年度 会計年度 １株当たり当期純

利益 

１株当たり当期純

利益 
１株当たり純

資産額 

１株当たり純

資産額 

１株当たり純

資産額 

55,178円

03銭

１株当たり当

期純損失 

4,279円

42銭

 なお、潜

在株式調整

後１株当た

り中間連結

純損失が計

上されてい

るため記載

しておりま

せん。 

75,571円

89銭

１株当たり当

期純損失 

1,702円

19銭

 同左 

61,822円

58銭

１株当たり当

期純利益 

2,365円

13銭

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

2,243円

26銭

5,342円53銭 4,730円27銭

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

5,336円28銭 4,486円52銭
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
（自 平成15年５月１日 （自 平成16年５月１日 （自 平成15年５月１日 
至 平成15年10月31日） 至 平成16年10月31日） 至 平成16年４月30日） 

  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 

  （東京都大田区） 

 

 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、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。詳細

は連結財務諸表の「重要な後発事象」を参

照願います。 

 

 

 

－  － 

 

10


	080401_「平成17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.pdf
	11.Q2決算短信（単体）添付資料付.pdf
	【訂正前】11.Q2決算短信（単体）添付資料付.pdf
	(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)　158円63銭
	 １. 中間財務諸表
	(１) 中間貸借対照表
	 （２）中間損益計算書






