
 

平成 20 年４月 25 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月期第３四半期業績状況」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、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報告書を平成 20 年３月 31 日に中国財務局へ提出いたしま

した。 

 これに伴い、訂正対象となる過年度の第１四半期及び第３四半期の「業績状況」、「（連結）業

績状況」、「財務・業績の概況」及び「財務・業績の概況（連結）」の訂正を実施した結果、「平

成 17 年４月期第３四半期業績状況」の記載事項につき本日開催の取締役会による決議を経て別

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月期第３四半期業績状況」に続き、平成 17 年３月 14 日付で開示いた

しました「平成 17 年４月期第３四半期業績状況」をあわせて添付しております。 

 

 

以上 



－   － 1

（訂正後） 

平成17年３月14日 

平成17年４月期第３四半期業績状況 
 

上場会社名 オー・エイチ・ティー株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 石岡 聖悟 

 （コード番号 6726 東証マザーズ） 

 ＵＲＬ http://www.oht-inc.co.jp 

本店所在地 広島県深安郡神辺町字西中条1118-1 

問 合 せ 先 取締役管理部長 船越 克士 

電 話 番 号 （084）960－2120 

１．業       績 

(1) 平成17年４月期第３四半期の業績（平成16年５月１日～平成17年１月31日）  

 平成16年４月期 

第３四半期 

（前年同期） 

平成17年４月期 

第３四半期 

（当四半期） 

対前年 

増減率 
前期（通期） 

 百万円 百万円 ％ 百万円 

売 上 高 2,384 2,972 24.6 3,105 

営業利益又は営業損失(△) 19 △1 － △101 

経常利益又は経常損失(△) 3 △30 － △104 

当期純利益又は当期純損失(△) 2 △67 － △305 

総 資 産 3,691 4,733 28.2 3,807 

株 主 資 本 1,208 1,528 26.5 900 

 

(2) 部門別売上高 

平成16年４月期 

第３四半期 

平成17年４月期 

第３四半期 
前期（通期） 

 

金額 構成比 金額 構成比 

対前年 

増減率 
金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

非接触電気検査装置部門 1,916 80.4 2,494 83.9 30.2 2,425 78.1

接触電気検査装置部門 437 18.3 403 13.6 △7.6 595 19.2

そ の 他 部 門 31 1.3 73 2.5 135.7 84 2.7

合    計 2,384 100.0 2,972 100.0 24.6 3,105 100.0

(注)１．売上高及び部門別売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．当第３四半期財務諸表、すなわち、第３四半期貸借対照表及び第３四半期損益計算書は、株式会

社東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の適時開示等に関する規則の取扱い」２.の２

(３)別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく創研合同監

査法人の手続きを実施しております。 

３．百万円未満の数字は切り捨て表示しております。 
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 ２．業績の概況（平成16年５月１日～平成17年１月31日） 

 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復傾向が顕著となるなど、景気回復の兆しが見え始めてい

たものの、10－12月期の実質ＧＤＰ速報値が、前期比0.1％減、年率換算で同0.5％減となるなど、一部では景気が減速す

る兆しが台頭しており、先行きが懸念される状況にあります。 

 こういった環境下、当社グループの属する電子基板業界におきましては、アテネオリンピックの開催による液晶・プラ

ズマディスプレイパネル（以下「ＰＤＰ」といいます。）を使用した薄型ディスプレイテレビの普及加速や、携帯電話、デ

ジタルスチールカメラ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）レコーダーなどのデジタル家電の販売が好調となる中、当該

デジタル家電に多用されるフレキシブルプリント基板、テープ基板などの生産が高水準を維持いたしました。 

 また、ガラス基板業界におきましては、韓国・台湾を中心とした液晶パネルメーカーにおいて、ＰＣ用モニタ向け液晶

の価格下落等を受け一時的に設備投資を抑制するユーザーと、薄型ディスプレイテレビの普及拡大を見越して積極的に設

備投資を行うユーザーとに２分されつつあるものの、積極的な設備投資を行っているユーザーでは、当期だけでなく来期

以降の設備計画を発表するなど、相当額の設備投資が継続して行われております。 

 このような状況のもとで、当社グループは、テープ基板向け非接触検査装置（製品名「ＴＲＸ」、「ＴＲＶ」など）の製

造・販売が好調に推移いたしました。また、ガラス基板非接触検査装置（製品名「ＧＸ－３」）につきましても、当社のユ

ーザーにおいては工場の立上げが計画通り行われていることから、当初予定していた台数の出荷を行うことができており

ます。 

 一方、利益につきましては、たな卸資産のうち、輸送中の事故の発生に際し販売代理店等の保険が適用できなかった物

件に係る売上原価相当額（17百万円）をたな卸資産廃棄損として、ならびに、下期以降に販売を見込んでいる物件におい

て、当該製品群における昨今の販売価格下落を勘案し、売上原価との差額相当額（15百万円）をたな卸資産評価損として

特別損失に計上いたしましたが、当該費用は上期中に計上しておりますので、平成16年12月13日の中間決算短信発表時点

で修正した計画とは大きな差異無く推移しております。 

 この結果、当第３四半期会計期間における、売上高は2,972,076千円（前年同期比24.6％増）、経常損失は30,372千円、

四半期純損失は67,081千円となりました 

 

部門別の概況は以下の通りであります。 

[非接触電気検査装置部門] 

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対する設備投資の回復

傾向が顕著となるとともに、当社ユーザーにおける同基板の生産が好調に推移していることから、当社のフレキシブ

ル基板、テープ基板向け非接触検査装置及び非接触治具の販売が好調を維持し、ほぼ計画通り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、当社ユーザーにおける新工場の建設、または新たな

生産ラインの増設などが予定どおり推移していることから、計画どおりの台数を出荷することができました。 

 この結果、売上高は2,494,937千円（前年同期比30.2％増）となりました。 

 

 

[接触電気検査装置部門] 

  接触電気検査装置部門におきましては、当該部門の製品が検査の対象としているプリント基板の生産が、中国を始め

とするアジア圏諸国へシフトされていることから、国内における設備投資は低水準が続いております。その中で当社は、

自動車関連基板など、現在でも生産の中心が国内となっている分野に対する営業活動を強化しております。 

 この結果、売上高は403,888千円（前年同期比7.6％減）となりました。 
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[その他部門] 

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

タマイズして販売しておりますが、価格競争の激化等により計画を若干下回る水準で推移いたしました。 

 また、当会計期間において取扱いを開始したプリント基板製造装置事業に関しましては、株式会社ネオテクノジャ

パンが製造するスクリーン印刷機の販売を行うことができ、実績を上げつつあります。 

 この結果、売上高は73,250千円（前年同期比135.7％増）となりました。 

 

３．当期の見通し（平成16年５月１日～平成17年４月30日） 

 平成17年4月期通期の見通しにつきましては、フレキシブル基板及びテープ基板等の生産が引き続き高水準を維持すると見

込まれることから、当該基板向け検査装置ならびに検査治具の販売は堅調に推移すると予想しております。また、ガラス基

板検査装置については、現在のところ、納入を予定しているユーザーの設備投資が、ほぼ計画通り行われていると見込まれ

ることから、売上高につきましては、平成16年12月13日に発表いたしました平成17年4月期通期見通しを変更しておりません。 

また、経常利益及び当期純利益につきましては、上期に貸倒引当金ならびに特別損失を計上いたしましたが、平成16年12月

13日に業績予想の修正を公表しており、且つ、それ以降の売上原価、販売費及び一般管理費等は、修正計画と大きな差異が

無い状況で推移しております。 

 よって、平成16年12月13日に発表いたしました下記の業績予想のとおりであります。 

 平成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） 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益 

1株当たり 

年間配当金 

 百万円 百万円 百万円 円

通 期 3,650 53 ４ 550.0 

   （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）147円78銭 

  （注） 業績予想につきましては、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

的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
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４．四半期財務諸表等 

(1)四半期貸借対照表 
  

 
  

（単位：千円）

前第３四半期会計期間末 

（平成16年１月31日現在）

当第３四半期会計期間末 

（平成17年１月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成16年４月30日現在) 

 
期  別 

 
 
科  目 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

 （資産の部）   ％  ％  ％

Ⅰ 流動資産      

１． 現金及び預金  695,034 816,518  658,983 

２． 受取手形  142,300 408,533  315,108 

３． 売掛金  1,277,770 1,432,402  1,084,419 

４． たな卸資産  1,161,108 1,505,715  1,286,241 

５． 繰延税金資産  138,001 －  － 

６． その他 ※４ 82,790 76,279  74,410 

 貸倒引当金  △3,450 －  － 

 流動資産合計  3,493,553 94.6 4,239,449 89.5 3,419,164 89.8

Ⅱ 固定資産      

１． 有形固定資産 ※１     

（1） 建物  8,836 158,485  69,616 

（2） 構築物  1,721 1,366  1,616 

（3） 機械装置  12,832 14,350  18,586 

（4） 車両運搬具  129 －  115 

（5） 工具器具備品  11,215 17,173  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  34,735 0.9 284,003 6.0 196,899 5.2

 ２． 無形固定資産      

（1） ソフトウェア  7,765 6,356  6,670 

（2） 特許権  82,525 123,286  101,544 

（3） 電話加入権  1,246 1,246  1,246 

 無形固定資産合計  91,537 2.5 130,890 2.8 109,461 2.9

 ３． 投資その他の資産      

（1） 投資有価証券  3,700 6,280  3,700 

（2） 関係会社株式  52,962 62,720  62,720 

（3） 敷金保証金  8,148 6,397  8,693 

（4） その他  7,118 5,793  7,191 

 貸倒引当金  － △2,300  － 

 投資その他の資産合計  71,929 2.0 78,891 1.7 82,306 2.1

 固定資産合計  198,202 5.4 493,784 10.5 388,667 10.2

 資産合計  3,691,755 100.0 4,733,234 100.0 3,807,831 100.0
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    （単位：千円）

前第３四半期会計期間末 

（平成16年１月31日現在）

当第３四半期会計期間末 

（平成17年１月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表

(平成16年４月30日現在) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構成比

 （負債の部）   ％  ％  ％

Ⅰ 流動負債      

１． 支払手形  705,989 663,479  520,645 

２． 買掛金  104,172 390,520  300,292 

３． 短期借入金  1,218,335 1,425,003  1,350,002 

４． １年以内返済予定長期借入金  184,473 167,490  205,612 

５． 未払法人税等  5,802 7,180  24,000 

６． 賞与引当金  5,916 6,982  17,861 

７． その他  22,529 27,776  27,844 

 流動負債合計  2,247,217 60.9 2,688,431 56.8 2,446,258 64.2

Ⅱ 固定負債      

１． 長期借入金  235,760 515,970  460,934 

２． 繰延税金負債  22 －  11 

３． 退職給付引当金  － 87  － 

 固定負債合計  235,782 6.4 516,057 10.9 460,945 12.1

 負債合計  2,482,999 67.3 3,204,489 67.7 2,907,204 76.3

    

 （資本の部）      

Ⅰ 資本金  529,500 14.3 881,631 18.6 529,500 13.9

Ⅱ 資本剰余金      

１． 資本準備金  517,284 869,415  517,284 

 資本剰余金合計  517,284 14.0 869,415 18.4 517,284 13.6

Ⅲ 利益剰余金      

１． 任意積立金 250,000  350,000  250,000 

２． 第３四半期（当期）未処理損失
（△） △88,027  △573,840  △396,156 

 利益剰余金合計  161,972 4.4 △223,840 △4.7 △146,156 △3.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － 1,537 0.0 － －

 資本合計  1,208,756 32.7 1,528,744 32.3 900,627 23.7

 負債資本合計  3,691,755 100.0 4,733,234 100.0 3,807,831 100.0
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（2)四半期損益計算書 
   

    
（単位：千円）

 
前第３四半期会計期間 
自 平成15年５月１日 
至 平成16年１月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年１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 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

       ％

Ⅰ 売上高  2,384,790 100.0 2,972,076 100.0 3,105,116 100.0

Ⅱ 売上原価  1,925,067 80.7 2,454,020 82.6 2,606,352 83.9

 売上総利益  459,723 19.3 518,056 17.4 498,764 16.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  440,545 18.5 519,169 17.4 600,419 19.4

 営業利益又は営業損失（△）  19,178 0.8 △1,113 △0.0 △101,654 △3.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,535 0.2 11,350 0.4 25,141 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 20,470 0.9 40,609 1.4 27,578 0.9

 経常利益又は経常損失（△）  3,243 0.1 △30,372 △1.0 △104,091 △3.4

Ⅵ 特別利益 ※３ 4,912 0.2 － － 8,363 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４ 249 0.0 37,762 1.3 23,932 0.8

 
税引前四半期純利益又は税引前 
四半期(当期)純損失（△） 

 7,906 0.3 △68,135 △2.3 △119,660 △3.9

 法人税、住民税及び事業税  5,290 0.2 △1,054 △0.0 42,571 1.3

 法人税等調整額  － － － － 143,281 4.6

 
四半期純利益又は四半期（当
期）純損失（△） 

 2,615 0.1 △67,081 △2.3 △305,513 △9.8

 前期繰越損失（△）  △90,643 △506,758  △90,643 

 
第３四半期（当期）未処理損失
（△） 

 △88,027 △573,840  △396,156 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

 その他有価証券 

    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法

(1) 有価証券 

 子会社株式 

  同左 

 その他有価証券 

  時価のあるのも 

   第３四半期決算日の市

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） 

   ―――――― 

 

(1) 有価証券 

 子会社株式 

  同左 

 その他有価証券 

    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 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 

個別法による原価法 

原材料 

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産 

製品・仕掛品 

 同左 

原材料 

 同左 

(2) たな卸資産 

製品・仕掛品 

 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 

   同左 

  （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年～21年 

  機械装置 

   ５年～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

トウェアについては、社内

における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(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 
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期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

  (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 

 

 

 

  (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当第３四半期会計

期間末における退職給付債

務及び年金資産に基づき計

上しております。 

(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

づき計上しております。 

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、第

３四半期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．その他四半期財務諸表

（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 

 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 

 （四半期貸借対照表関係）  

前第３四半期会計期間末 
（平成16年１月31日現在） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年１月31日現在） 

前事業年度末 
（平成16年４月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     50,702千円 

２ 受取手形裏書高 

       28,667千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     69,280千円

２ 受取手形裏書高 

       82,493千円

※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 

       26,500千円

  ３ 偶発債務 

   (1) 債務保証 

 子会社である(株)エス・ティ

ー・エフの金融機関からの借入金

4,800千円に対し債務保証を行って

おります。 

 ３    ―――――― 

 

 

  ３ 偶発債務 

   (1) 債務保証 

 子会社である(株)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 

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。 

※４ 消費税等の取扱い 

    同左 

 

 

※４     ―-――――― 

 

 

 

 

 （四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

    受取手数料     2,690千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息      19,523千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取手数料    2,250千円 

    賃貸収入     6,300千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     22,734千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取手数料    5,550千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     7,620千円 

※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 

※３     ――――――― 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

    貸倒引当金戻入益  8,363千円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損    249千円 

※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

※４ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損    249千円

    契約解除違約金  23,682千円

 ５ 減価償却実施額 

    有形固定資産    7,188千円 

        無形固定資産    4,766千円 

 ５ 減価償却実施額 

    有形固定資産   14,389千円 

        無形固定資産   4,279千円 

 ５ 減価償却実施額 

    有形固定資産   10,860千円

     無形固定資産   8,021千円
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 （リース取引関係） 
  

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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第３四半期末残

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第３四半期末残

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 

減価償却累

計相当額 

第３四半期末

残高相当額 
 取得価額

相 当 額

減価償却累

計相当額

第３四半期末

残高相当額

 取得価額 

相 当 額 

減価償却累

計相当額

期末残高

相 当 額

 千円 千円 千円  千円 千円 千円  千円 千円 千円

機械装置 41,470 18,912 22,557 機械装置 24,950 8,316 16,633 機械装置 41,470 20,393 21,076

車両運搬具 6,300 2,835 3,465 車両運搬具 9,399 4,766 4,632 車両運搬具 9,399 3,408 5,990

合計 47,770 21,747 26,022 ｿﾌﾄｳｪｱ 4,600 996 3,603 ｿﾌﾄｳｪｱ 4,600 230 4,370

    合計 38,949 14,079 24,869 合計 55,469 24,031 31,437

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 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 7,404千円   １年内 6,352千円  １年内 6,910千円

 １年超 19,431千円   １年超 19,192千円  １年超 23,971千円

  合計 26,835千円    合計 25,544千円   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 5,993千円   支払リース料 7,199千円  支払リース料 8,501千円  

減価償却費相当額 5,388千円   減価償却費相当額 6,543千円  減価償却費相当額 7,672千円  

支払利息相当額 620千円   支払利息相当額 525千円  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 

 (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。 

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 

  同左 

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 

  同左 

(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。 

(2) 利息相当額の算定方法 

  同左 

(2) 利息相当額の算定方法 

  同左 
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 （有価証券関係） 

   前第３四半期会計期間、当第３四半期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） 

   第３四半期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。 

 

  （重要な後発事象） 
 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

 株式分割について 

  平成16年３月15日開催の取締役会にお

いて、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

た株主の所有普通株式１株につき、２株

の割合をもって、平成16年６月18日付

で、株式の分割を行うことを決議いたし

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。 

 

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。 

 

 

 該当事項はありません。 

 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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前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

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。 
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＜ご参考＞ 

（訂正前） 

平成17年３月14日 

平成17年４月期第３四半期業績状況 
 

上場会社名 オー・エイチ・ティー株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 石岡 聖悟 

 （コード番号 6726 東証マザーズ） 

 ＵＲＬ http://www.oht-inc.co.jp 

本店所在地 広島県深安郡神辺町字西中条1118-1 

問 合 せ 先 取締役管理部長 船越 克士 

電 話 番 号 （084）960－2120 

１．業       績 

(1) 平成17年４月期第３四半期の業績（平成16年５月１日～平成17年１月31日）  

 平成16年４月期 

第３四半期 

（前年同期） 

平成17年４月期 

第３四半期 

（当四半期） 

対前年 

増減率 
前期（通期） 

 百万円 百万円 ％ 百万円 

売 上 高 2,199 2,773 26.1 3,101 

営業利益又は営業損失(△) △93 △19 － 118 

経常利益又は経常損失(△) △108 △48 － 116 

当期純利益又は当期純損失(△) △64 △55 － 55 

総 資 産 3,755 4,973 32.4 4,139 

株 主 資 本 1,336 2,096 56.8 1,456 

 

(2) 部門別売上高 

平成16年４月期 

第３四半期 

平成17年４月期 

第３四半期 
前期（通期） 

 

金額 構成比 金額 構成比 

対前年 

増減率 
金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

非接触電気検査装置部門 1,730 78.7 2,296 82.8 32.7 2,422 78.1

接触電気検査装置部門 437 19.9 403 14.6 △7.6 595 19.2

そ の 他 部 門 31 1.4 73 2.6 135.7 84 2.7

合    計 2,199 100.0 2,773 100.0 26.1 3,101 100.0

(注)１．売上高及び部門別売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．当第３四半期財務諸表、すなわち、第３四半期貸借対照表及び第３四半期損益計算書は、株式会

社東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の適時開示等に関する規則の取扱い」２.の２

(３)別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく創研合同監

査法人の手続きを実施しております。 

３．百万円未満の数字は切り捨て表示しております。 
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 ２．業績の概況（平成16年５月１日～平成17年１月31日） 

 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復傾向が顕著となるなど、景気回復の兆しが見え始めてい

たものの、10－12月期の実質ＧＤＰ速報値が、前期比0.1％減、年率換算で同0.5％減となるなど、一部では景気が減速す

る兆しが台頭しており、先行きが懸念される状況にあります。 

 こういった環境下、当社グループの属する電子基板業界におきましては、アテネオリンピックの開催による液晶・プラ

ズマディスプレイパネル（以下「ＰＤＰ」といいます。）を使用した薄型ディスプレイテレビの普及加速や、携帯電話、デ

ジタルスチールカメラ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）レコーダーなどのデジタル家電の販売が好調となる中、当該

デジタル家電に多用されるフレキシブルプリント基板、テープ基板などの生産が高水準を維持いたしました。 

 また、ガラス基板業界におきましては、韓国・台湾を中心とした液晶パネルメーカーにおいて、ＰＣ用モニタ向け液晶

の価格下落等を受け一時的に設備投資を抑制するユーザーと、薄型ディスプレイテレビの普及拡大を見越して積極的に設

備投資を行うユーザーとに２分されつつあるものの、積極的な設備投資を行っているユーザーでは、当期だけでなく来期

以降の設備計画を発表するなど、相当額の設備投資が継続して行われております。 

 このような状況のもとで、当社グループは、テープ基板向け非接触検査装置（製品名「ＴＲＸ」、「ＴＲＶ」など）の製

造・販売が好調に推移いたしました。また、ガラス基板非接触検査装置（製品名「ＧＸ－３」）につきましても、当社のユ

ーザーにおいては工場の立上げが計画通り行われていることから、当初予定していた台数の出荷を行うことができており

ます。 

 一方、利益につきましては、一部海外ユーザーに対して出荷した装置において、その資金回収時期が確定していないこ

とによる貸倒引当金（28百万円）を販売費及び一般管理費に、たな卸資産のうち、輸送中の事故の発生に際し販売代理店

等の保険が適用できなかった物件に係る売上原価相当額（17百万円）をたな卸資産廃棄損として、ならびに、下期以降に

販売を見込んでいる物件において、当該製品群における昨今の販売価格下落を勘案し、売上原価との差額相当額（15百万

円）をたな卸資産評価損として特別損失に計上いたしましたが、当該費用は上期中に計上しておりますので、平成16年12

月13日の中間決算短信発表時点で修正した計画とは大きな差異無く推移しております。 

 この結果、当第３四半期会計期間における、売上高は2,778,886千円（前年同期比26.1％増）、経常損失は48,324千円、

純損失は55,413千円となりました 

 

部門別の概況は以下の通りであります。 

[非接触電気検査装置部門] 

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対する設備投資の回復

傾向が顕著となるとともに、当社ユーザーにおける同基板の生産が好調に推移していることから、当社のフレキシブ

ル基板、テープ基板向け非接触検査装置及び非接触治具の販売が好調を維持し、ほぼ計画通り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、当社ユーザーにおける新工場の建設、または新たな

生産ラインの増設などが予定どおり推移していることから、計画どおりの台数を出荷することができました。 

 この結果、売上高は2,296,727千円（前年同期比32.7％増）となりました。 

 

[接触電気検査装置部門] 

  接触電気検査装置部門におきましては、当該部門の製品が検査の対象としているプリント基板の生産が、中国を始め

とするアジア圏諸国へシフトされていることから、国内における設備投資は低水準が続いております。その中で当社は、

自動車関連基板など、現在でも生産の中心が国内となっている分野に対する営業活動を強化しております。 

 この結果、売上高は403,888千円（前年同期比7.6％減）となりました。 
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[その他部門] 

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

タマイズして販売しておりますが、価格競争の激化等により計画を若干下回る水準で推移いたしました。 

 また、当会計期間において取扱いを開始したプリント基板製造装置事業に関しましては、株式会社ネオテクノジャ

パンが製造するスクリーン印刷機の販売を行うことができ、実績を上げつつあります。 

 この結果、売上高は73,250千円（前年同期比135.7％増）となりました。 

 

３．当期の見通し（平成16年５月１日～平成17年４月30日） 

 平成17年4月期通期の見通しにつきましては、フレキシブル基板及びテープ基板等の生産が引き続き高水準を維持すると見

込まれることから、当該基板向け検査装置ならびに検査治具の販売は堅調に推移すると予想しております。また、ガラス基

板検査装置については、現在のところ、納入を予定しているユーザーの設備投資が、ほぼ計画通り行われていると見込まれ

ることから、売上高につきましては、平成16年12月13日に発表いたしました平成17年4月期通期見通しを変更しておりません。 

また、経常利益及び当期純利益につきましては、上期に貸倒引当金ならびに特別損失を計上いたしましたが、平成16年12月

13日に業績予想の修正を公表しており、且つ、それ以降の売上原価、販売費及び一般管理費等は、修正計画と大きな差異が

無い状況で推移しております。 

 よって、平成16年12月13日に発表いたしました下記の業績予想のとおりであります。 

 平成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） 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益 

1株当たり 

年間配当金 

 百万円 百万円 百万円 円

通 期 3,650 53 ４ 550.0 

   （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）147円78銭 

  （注） 業績予想につきましては、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

的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
  

（単位：千円）

前第３四半期会計期間末 

（平成16年１月31日現在）

当第３四半期会計期間末 

（平成17年１月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成16年４月30日現在) 

 
期  別 

 
 
科  目 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

 （資産の部）   ％  ％  ％

Ⅰ 流動資産      

１． 現金及び預金  695,034 816,518  658,983 

２． 受取手形  142,300 408,533  315,108 

３． 売掛金  1,711,500 1,854,012  1,711,510 

４． たな卸資産  888,409 1,340,676  1,011,189 

５． 繰延税金資産  51,373 37,909  8,978 

６． その他 ※４ 72,486 49,524  45,313 

 貸倒引当金  △3,450 △28,339  － 

 流動資産合計  3,557,653 94.7 4,478,834 90.1 3,751,085 90.6

Ⅱ 固定資産      

１． 有形固定資産 ※１     

（1） 建物  8,836 158,485  69,616 

（2） 構築物  1,721 1,366  1,616 

（3） 機械装置  12,832 14,350  18,586 

（4） 車両運搬具  129 －  115 

（5） 工具器具備品  11,215 17,173  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  34,735 0.9 284,003 5.7 196,899 4.8

 ２． 無形固定資産      

（1） ソフトウェア  7,765 6,356  6,670 

（2） 特許権  82,525 123,286  101,544 

（3） 電話加入権  1,246 1,246  1,246 

 無形固定資産合計  91,537 2.4 130,890 2.6 109,461 2.6

 ３． 投資その他の資産      

（1） 投資有価証券  3,700 6,280  3,700 

（2） 関係会社株式  52,962 62,720  62,720 

（3） 敷金保証金  8,148 6,397  8,693 

（4） 繰延税金資産  － 689  － 

（5） その他  7,118 5,793  7,191 

 貸倒引当金  － △2,300  － 

 投資その他の資産合計  71,929 1.9 79,581 1.6 82,306 2.0

 固定資産合計  198,202 5.3 494,474 9.9 388,667 9.4

 資産合計  3,755,855 100.0 4,973,309 100.0 4,139,752 100.0
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    （単位：千円）

前第３四半期会計期間末 

（平成16年１月31日現在）

当第３四半期会計期間末 

（平成17年１月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表

(平成16年４月30日現在) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構成比

 （負債の部）   ％  ％  ％

Ⅰ 流動負債      

１． 支払手形  705,989 663,479  520,645 

２． 買掛金  40,474 63,014  76,300 

３． 短期借入金  1,218,335 1,425,003  1,350,002 

４． １年以内返済予定長期借入金  184,473 167,490  205,612 

５． 未払法人税等  5,802 7,180  24,000 

６． 賞与引当金  5,916 6,982  17,861 

７． その他  22,529 27,772  27,844 

 流動負債合計  2,183,519 58.1 2,360,925 47.4 2,222,266 53.7

Ⅱ 固定負債      

１． 長期借入金  235,760 515,970  460,934 

２． 繰延税金負債  22 －  － 

３． 退職給付引当金  － 87  11 

 固定負債合計  235,782 6.3 516,057 10.4 460,945 11.1

 負債合計  2,419,301 64.4 2,876,983 57.8 2,683,212 64.8

    

 （資本の部）      

Ⅰ 資本金  529,500 14.1 881,631 17.8 529,500 12.8

Ⅱ 資本剰余金      

１． 資本準備金  517,284 869,415  517,284 

 資本剰余金合計  517,284 13.8 869,415 17.5 517,284 12.5

Ⅲ 利益剰余金      

１． 任意積立金 250,000  350,000  250,000 

２． 
第３四半期(当期)未処分利益 
(又は第３四半期(当期)未処理損益） 39,770  △6,259  159,756 

 利益剰余金合計  289,770 7.7 343,740 6.9 409,756 9.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － 1,537 0.0 － －

 資本合計  1,336,554 35.6 2,096,325 42.2 1,456,540 35.2

 負債資本合計  3,755,855 100.0 4,973,309 100.0 4,139,752 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
   

（単位：千円）

 
前第３四半期会計期間 
自 平成15年５月１日 
至 平成16年１月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年１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 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

       ％

Ⅰ 売上高  2,199,170 100.0 2,773,866 100.0 3,101,696 100.0

Ⅱ 売上原価  1,851,686 84.2 2,245,422 80.9 2,382,662 76.8

 売上総利益  347,484 15.8 528,443 19.1 719,034 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  440,545 20.0 547,508 19.7 600,419 19.4

 営業利益（又は営業損失）  △93,060 △4.2 △19,065 △0.6 118,615 3.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,535 0.2 11,350 0.4 25,141 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 20,470 0.9 40,609 1.5 27,578 0.9

 経常利益（又は経常損失）  △108,995 △5.0 △48,324 △1.7 116,178 3.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 4,912 0.2 － － 8,363 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４ 249 0.0 37,762 1.4 23,932 0.8

 
税引前第３四半期(当期)純利益 
(又は税引前第３四半期(当期)純損失) 

 △104,332 △4.7 △86,087 △3.1 100,609 3.2

 法人税、住民税及び事業税 ※５ △40,069 △1.8 △30,674 △1.1 42,571 1.3

 法人税等調整額  － － － － 2,314 0.1

 
第３四半期(当期)純利益 
(又は第３四半期(当期)純損失) 

 △64,262 △2.9 △55,413 △2.0 55,722 1.8

 前期繰越利益  104,033 49,154  104,033 

 
第３四半期(当期)未処分利益 
(又は第３四半期未処理(当期)損失) 

 39,770 △6,259  159,756 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

 その他有価証券 

    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法

(1) 有価証券 

 子会社株式 

  同左 

 その他有価証券 

  時価のあるのも 

   第３四半期決算日の市

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） 

   ―――――― 

 

(1) 有価証券 

 子会社株式 

  同左 

 その他有価証券 

    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 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 

個別法による原価法 

原材料 

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産 

製品・仕掛品 

 同左 

原材料 

 同左 

(2) たな卸資産 

製品・仕掛品 

 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 

   同左 

  （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年～18年 

  機械装置 

   ５年～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

トウェアについては、社内

における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(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 
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期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

  (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 

 

 

 

  (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当第３四半期会計

期間末における退職給付債

務及び年金資産に基づき計

上しております。 

(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

づき計上しております。 

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、第

３四半期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．その他四半期財務諸表

（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 

 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 

 （四半期貸借対照表関係）  

前第３四半期会計期間末 
（平成16年１月31日現在） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年１月31日現在） 

前事業年度末 
（平成16年４月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     50,702千円 

２ 受取手形裏書高 

       28,667千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     69,280千円

２ 受取手形裏書高 

       82,493千円

※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 

       26,500千円

  ３ 偶発債務 

   (1) 債務保証 

 子会社である(株)エス・ティ

ー・エフの金融機関からの借入金

4,800千円に対し債務保証を行って

おります。 

 ３    ―――――― 

 

 

  ３ 偶発債務 

   (1) 債務保証 

 子会社である(株)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。 

※４ 消費税の取扱い 

    同左 

 

 

※４     ―-――――― 

 

 

 

 

 （四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

    受取手数料     2,690千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息      19,523千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取手数料    2,250千円 

    賃貸収入     6,300千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     22,734千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取手数料    5,550千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     7,620千円 

※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 

※３     ――――――― 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

    貸倒引当金戻入益  8,363千円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損    249千円 

※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

※４ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損    249千円

    契約会解除違約金 23,682千円

※５ 当第３四半期会計期間における税

金費用については、簡便法による税

効果会計を適用しているため、法人

税等調整額は「法人税、住民税及び

事業税」に含めて表示しておりま

す。 

※５ 同左 ※５    ――――――― 

 ６ 減価償却実施額 

    有形固定資産    7,188千円 

        無形固定資産    4,766千円 

 ６ 減価償却実施額 

    有形固定資産   14,389千円 

        無形固定資産   4,279千円 

 ６ 減価償却実施額 

    有形固定資産   10,860千円

     無形固定資産   8,021千円
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 （リース取引関係） 
  

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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第３四半期末残

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第３四半期末残

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 

減価償却累

計相当額 

第３四半期末

残高相当額 
 取得価額

相 当 額

減価償却累

計相当額

第３四半期末

残高相当額

 取得価額 

相 当 額 

減価償却累

計相当額

期末残高

相 当 額

 千円 千円 千円  千円 千円 千円  千円 千円 千円

機械装置 41,470 18,912 22,557 機械装置 24,950 8,316 16,633 機械装置 41,470 20,393 21,076

車両運搬具 6,300 2,835 3,465 車両運搬具 9,399 4,766 4,632 車両運搬具 9,399 3,408 5,990

合計 47,770 21,747 26,022 ｿﾌﾄｳｪｱ 4,600 996 3,603 ｿﾌﾄｳｪｱ 4,600 230 4,370

    合計 38,949 14,079 24,869 合計 55,469 24,031 31,437

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 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 7,404千円   １年内 6,352千円  １年内 6,910千円

 １年超 19,431千円   １年超 19,192千円  １年超 23,971千円

  合計 26,835千円    合計 25,544千円   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 5,993千円   支払リース料 7,199千円  支払リース料 8,501千円  

減価償却費相当額 5,388千円   減価償却費相当額 6,543千円  減価償却費相当額 7,672千円  

支払利息相当額 620千円   支払利息相当額 525千円  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 

 (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。 

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 

  同左 

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 

  同左 

(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。 

(2) 利息相当額の算定方法 

  同左 

(2) 利息相当額の算定方法 

  同左 
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 （有価証券関係） 

   前第３四半期会計期間、当第３四半期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） 

   第３四半期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。 

 

  （重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

 株式分割について 

  平成16年３月15日開催の取締役会にお

いて、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

た株主の所有普通株式１株につき、２株

の割合をもって、平成16年６月18日付

で、株式の分割を行うことを決議いたし

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。 

 

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。 

 

 

 該当事項はありません。 

 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 

119,264円90銭 

１株当たり当期純利

益 

5,342円53銭 

潜在株式調整後1株

当たり当期純利益 

5,336円28銭 

１株当たり純資産額

139,645円17銭

１株当たり当期純

利益 

4,730円27銭

潜在株式調整後1株

当たり当期純利益

4,486円52銭
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前第３四半期会計期間 

自 平成15年５月１日 

至 平成16年１月31日 

当第３四半期会計期間 

自 平成16年５月１日 

至 平成17年１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 

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。 

 


