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平成 ２０年 ３月期   決算短信（非連結） 平成 20年 ５月 １日 

上 場 会 社 名 カシオマイクロニクス株式会社      上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 6760                  ＵＲＬ http://www.casio-micronics.co.jp 
代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）小野 佳男  
問合せ先責任者 （役職名）事業管理部長  （氏名）木下 礼一    ＴＥＬ（ 0428 ） 32－ 1551     
定時株主総会開催予定日   平成 20年 ６月 25日 
有価証券報告書提出予定日  平成 20年 ６月 25日 

（百万円未満切捨て） 
１．20年３月期の業績（平成 19年４月１日～平成 20年３月31日） 
(1) 経営成績                                                      （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
20年３月期 
19年３月期 

百万円   ％ 
20,650（ △1.4） 
20,946（△16.7） 

百万円   ％ 
△3,416 （  － ） 
△2,370 （  － ） 

百万円   ％ 
△3,701 （  － ） 
△2,429 （  － ） 

百万円   ％ 
△11,580 （  － ） 
△2,583 （  － ） 

 

 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 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 
20年３月期 
19年３月期 

円  銭 
△805  51 
△179  69 

円  銭 
－ 
－ 

％ 
△417.8     
△25.7     

％ 
△15.3 
△9.2 

％ 
△16.5 
△11.3 

（参考）  持分法投資損益    20年３月期     － 百万円     19年３月期   － 百万円 

(2) 財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

20年３月期 
19年３月期 

百万円 
18,403 
30,050 

百万円 
△3,108 
8,652 

％ 
△16.9 
28.8 

円  銭 
△216  19 
601  81 

（参考） 自己資本        20年３月期 △3,108 百万円      19年３月期    8,652百万円 
 
(3) キャッシュ･フローの状況 

 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 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 
△2,057 
  926 

百万円 
△9,541 
△1,374 

百万円 
 10,624 
    695 

百万円 
  911 
1,886 

２． 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期 末 年 間 

配当金総額 
(年 間) 配当性向 純資産 

配当率 

 
19年３月期 
20年３月期 

円  銭 
－ 
－ 

円  銭 
12  50 
－ 

円  銭 
12  50 
 0  00 

百万円 
179 
－ 

％ 
－ 
－ 

％ 
1.8 
－ 

21年３月期 
（予想） 

－ －  0  00 － － － 

 
３．21年３月期の業績予想（平成 20年４月１日～平成 21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
第２四半期累計期間 

通 期 

百万円   ％ 
 6,000 (△44.5) 
11,500 (△44.3) 

百万円   ％ 
 200 ( － ) 
 500 ( － ) 

百万円   ％ 
 150 ( － ) 
  400 ( － ) 

百万円   ％ 
   50 ( － ) 
  200 ( － ) 

円  銭 
    3  48 
   13  91 
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更       有 
② ①以外の変更           無 
〔（注）詳細は、13ページ「重要な会計方針」をご覧ください。〕 
 

（２）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  20年３月期 14,377,000 株  19年３月期 14,377,000 株 
② 期末自己株式数             20年３月期       －   株  19年３月期       －   株 
(注) 1 株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、20 ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、実際の業績は様々
な要因によって予想数値と異なる場合があります。 



カシオマイクロニクス㈱（6760）平成 20年３月期決算短信（非連結） 
 

－  － 
 

3

１．経営成績 
 
（１）経営成績に関する分析 
①当期の概況 
 当期におけるわが国経済は、企業収益の改善ならびに設備投資や輸出の増加などから景気は緩や
かな回復基調で推移いたしましたが、原油をはじめとした資源の高騰や米国のサブプライムローン
問題の拡大などの影響を受け、減速感と先行きの不透明感が強まりました。 
 当社が属する半導体・液晶関連市場につきましては、グローバルな競争の激化により液晶ドライ
バー（液晶駆動用ＩＣ）の国内半導体メーカーが台湾・韓国メーカー等に対し苦戦を強いられる一
方、携帯電話向けに搭載される各種半導体は国内半導体メーカー中心に堅調に推移してまいりまし
た。 
 このような状況下、当社は、液晶ドライバー関連事業における受注獲得に注力するとともに、半
導体パッケージ事業における受注拡大を図ってまいりましたが、金ＢＵＭＰ（バンプ）の受注減少
およびＣＯＦ（チップ・オン・フィルム）の販売価格低下などの影響もあり、当期の売上高は 20,650
百万円（前期比 1.4％減）となりました。 
 ＢＵＭＰ事業に関しましては、従来の主力事業であった金ＢＵＭＰの国内需要が激減する中、当
社の独自技術が活かせるＷ－ＣＳＰ（ウエハーレベル・チップ・サイズ・パッケージ）・半田ＢＵＭ
Ｐの顧客開拓に注力し、ビジネスモデルの転換を進めてまいりました。この結果、Ｗ－ＣＳＰは、
高密度実装が要求される携帯電話向けに高機能および超薄型といった顧客ニーズに合致したため採
用が進み、販売は、第４四半期で月産 10,000 枚から月産 15,000 枚への設備増強が若干遅れ取りこ
ぼしたものの順調に拡大し、ＢＵＭＰ事業の売上高は 9,391 百万円（前期比 14.2％増）となりまし
た。 
 フィルムデバイス事業に関しましては、液晶ドライバーを大型液晶パネルに実装するためのフィ
ルム基板であるＣＯＦが、海外参入企業の増加、各社の設備投資競争による供給過剰等が重なり、
更なる価格競争が続いており、単価については前年比ベースで 18％の下落となりました。一方で山
梨第五製造ラインの本格稼動が顧客認定の遅れ等により下期以降となったことも影響し、販売数量
の大幅な拡大を実現できませんでした。この結果、フィルムデバイス事業の売上高は 11,259 百万円
（前期比 11.5％減）となりました。 
 損益面につきましては、新工場（山梨事業所第五製造ライン）の投資を行い数量規模による原価
低減、並びに先端技術導入による高付加価値製品へのシフトを行うことで、収益性の改善を計画し
ておりましたが、新技術の導入に伴い顧客によるプロセス評価に時間を要するとともに、要求スペ
ックの変更が度重なったことにより新工場の本格稼動が遅れ、投資が先行する状況が続いたことに
より減価償却費等の費用の増加を吸収できず、営業損失 3,416 百万円、経常損失 3,701 百万円とな
りました。また、特別損益につきましては、山梨事業所におけるＣＯＦ新工場に係る国庫補助金等
受入額 540 百万円を特別利益に計上する一方、フィルムデバイス事業の事業譲渡に係る損失として、
減損損失等を含めて 8,147 百万円を特別損失に計上いたしました。この結果、当期純損失は 11,580
百万円となりました。 

 
②次期の見通し 
   今後の経営環境は、米国の景気減速懸念などから不透明感も増しており、予断を許さない状況が
続くものと思われます。また、当社関連市場では、需要の拡大は期待できるものの、価格の動向に
は引き続き注意が必要な状況が続く見通しであります。 

   このような中で当社フィルムデバイス事業につきましては、短期的には液晶関連市場の回復が見
込めない上、液晶パネルメーカー系列に位置する海外メーカーと対抗し受注獲得するには新技術へ
対応するための設備投資が継続して必要となります。それを実現することについては、当社単独で
の事業展開では、資金調達、原価低減、価格競争、営業展開などの面から限界があり、また、顧客
に対する総合的なサービス体制の強化および安定的な供給体制の構築を図るために、他社との事業
統合により投資負担の軽減と経営基盤の強化を検討していく必要があるとの判断に至りました。 

こうした中、日立電線株式会社（以下「日立電線」という）と鋭意協議したところ、顧客に重複が少な

く、また、技術面での補完性が高いことから、事業統合によりシナジーが最大化できるとの認識が最終的に

確認されました。また、その方法として当社のフィルムデバイス事業の全てである液晶用ＣＯＦ及びＣＯＦに
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半導体を実装する事業を、スケールメリットを最大限に活かせるように一括して日立電線に譲り渡すことが、

事業価値の適正な評価を得るうえで当社にとっても最善であると判断し、当社フィルムデバイス事業の譲渡

に関する最終契約を締結いたしました。 

今回の事業譲渡により、日立電線のＣＯＦ事業規模は現状の２倍以上に拡大し、シェアは業界トップクラ

スとなります。日立電線は、生産量の増加、技術・販売面及び材料調達でのシナジー効果、並びに当社より

譲り受けた償却負担の軽い設備を加えることにより、従来に比べ大幅なコストダウンを実現し、ＣＯＦの業績

改善を目指すことを企図しております。 

本譲渡後の見通しですが、当社は、カシオ計算機株式会社を引受先とする第三者割当増資により財務

の健全化を図ったうえ、ＢＵＭＰ事業のうちＷ-ＣＳＰおよび半田ＢＵＭＰに経営資源を集中し、収益体質の

強化を図ってまいります。 金ＢＵＭＰについては市場の縮小傾向が続いているものの、Ｗ-ＣＳＰ・半田ＢＵ

ＭＰは、電子機器における高密度実装への要求がさらに高まってくるため、引き続き需要の拡大が見込ま

れるものと考えています。具体的には、主要な用途である携帯電話については、テレビ受信機能や音楽プ

レーヤー機能などの搭載が世界的に進んでおり、また一方では、薄型化・小型化・軽量化へのニーズも非

常に強いことから、当社が手懸けるパッケージへの期待はますます高まっております。 

また、当社では、海外の新規顧客の開拓を継続するとともに、受注動向に応じた的確な能力増強を推進

することにより、市場の拡大を図り、事業を安定的に伸ばすことにより業績の改善を図ってまいります。 

このような状況から、売上高 11,500 百万円（前期比 44.3％減）、営業利益 500 百万円、経常利益
400 百万円、当期純利益 200 百万円を見込んでおります。 

 
（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債、純資産の状況 

流動資産は、現金及び預金、たな卸資産の圧縮及び未収入金の減少などにより 9,312 百万円（前
期比 2,367 百万円減少）となりました。 
固定資産は、フィルムデバイス事業の事業資産について、減損損失を計上したことなどにより、
9,090 百万円（前期比 9,280 百万円減少）となりました。 
負債は、支払手形及び設備支払手形の減少などと関係会社借入金が増加したことにより 21,258
百万円（前期比 1,095 百万円増加）となりました。 
純資産は、当期純損失 11,580 百万円を計上したことにより 3,108 百万円の債務超過なりました。 
この結果、自己資本比率は△16.9％になりました。 
 

②キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは 2,057 百万円（前年同期は 926 百万円の収入）の支出とな
りました。これは、事業譲渡損 7,921 百万円、減価償却費 3,767 百万円およびたな卸資産の減少額
890 百万円などの増加要因と税引前当期純損失 11,308 百万円、仕入債務の減少額 2,625 百万円およ
び売上債権の増加額 910 百万円などの減少要因を反映した結果であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは 9,541 百万円（前期比 594.0％増）の支出となりました。
主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 10,062 百万円であります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは 10,624 百万円の収入（前年同期は 695 百万円の収入）とな
りました。主な内訳は、関係会社借入金の純増加額 14,000 百万円であります。 
この結果、当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ 974 百万円減少して 911 百万円
となりました。 
 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 16 年 
３月期 

平成 17 年 
３月期 

平成 18 年 
３月期 

平成 19 年 
３月期 

平成 20 年 
３月期 

自己資本比率(％) 38.9 50.3 50.6 28.8 △16.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 151.3 152.2 165.5 42.5 37.7 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 59.4 198.2 50.6 442.3 － 

インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） 139.8 74.6 267.9 28.0 － 
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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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ    ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

います。 

（注４）平成 20 年３月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロ

ー対有利子負債比率及びインタレスト･カバレッジ･レシオの表示はしていません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考えており、将来の事業展
開および経営体質の強化のため内部留保の充実を図りつつ、安定した配当を継続することを利益配
分の基本方針としておりました。 
しかしながら、当事業年度の配当金につきましては、業績を鑑み、誠に遺憾ながら無配とさせて

いただきます。また、次期の配当金につきましても現時点では非常に厳しい状況と認識しており、
誠に遺憾ながら無配継続とさせていただきます。 

 
（４）事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態、株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが
あり、当社はこれらのリスクの発生の予防、発生した場合の対応に努める方針であります。なお、
当該リスク情報は、当事業年度末現在における当社の判断に基づき記載しております。 
・世界各国の経済状況の悪化や、当社事業に関連する最終製品の想定以上の普及率上昇による販
売数量の減少 
・競合他社との技術競争や価格競争による急激な販売価格の低下や販売数量の減少 
・販売先の事業戦略転換や販売不振等による受注数量の減少 
・ＬＳＩや液晶パネルの製造技術の変革による当社技術の陳腐化 
・需要の見込み違いなどにより工場の稼働が確保できない場合のリスク 
・新規事業の立ち上げが計画通りに遂行できない場合のリスク 
・仕入先の供給能力や販売政策により原材料を予定通り調達できない場合のリスク 
・他社の知的財産権を侵害しているとされた場合のリスク 
・予期せぬ製品欠陥の発生 
・火災、停電、自然災害またはその他の事故の発生 
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２．企業集団の状況 
 
最近の有価証券報告書（平成 19 年６月 26 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
 
３．経営方針 
 
（１）経営の基本方針 
   当社は、創業以来、半導体パッケージに係る微細加工技術、精密接合技術を事業の中核に据え、
独創的な“高密度実装デバイス”を提供してまいりました。そして、このデバイスを通して電子機
器の小型化・高性能化に寄与することにより、社会の発展に貢献していくことを経営の基本方針と
しております。 

   今後も、「Smart & Fine Technologies」をキャッチフレーズに、これまでに培った要素技術・製
造ノウハウをベースに常に新しいテクノロジーを追求し、お客様の要求水準を上回る技術開発に努
めてまいります。そして、この高度な技術力を収益源として持続的な利益成長を図り、株主価値の
向上を実現してまいります。 

 
（２）目標とする経営指標 

半導体関連事業においては、最先端の技術開発と生産規模の拡大が必要であり、継続的な設備投
資および研究開発投資を可能にする収益性の確保が重要であります。経営指標といたしましては、
売上高営業利益率 10％以上を目標といたします。 

 
（３）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

当社の事業領域である半導体関連市場は、電子機器の需要拡大に伴い今後も成長が見込まれます。
このような事業環境において当社は、微細加工技術および精密接合技術の強化に引き続き注力する
ことにより、独自の“高密度実装デバイス”の高付加価値化を推進し、受注の拡大を図ってまいり
ます。さらには、財務体質の強化に努め、持続的な収益力の向上を図ってまいります。 
この実現に向け、当社は技術開発の推進を最重点課題として実施してまいります。半導体の高密

度実装の分野では、ＬＳＩの高性能化に合わせて、回路形成の微細化を実現することが事業の必須
条件となります。Ｗ－ＣＳＰおよびＢＵＭＰについては、ＬＳＩの性能を外部に引き出す能力が、
従来のワイヤーボンディングによる接合よりも優れた特性をさらに伸ばし、携帯型の電子機器を中
心に機能の向上に貢献してまいります。そして、これら施策の実施により新しい用途や顧客を創出
し、持続的な成長を実現してまいります。 

 
（４）内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第 10 条第３項に規定するコーポレート・ガバナン
スに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載した事
項と重複しているため開示を省略しております。 

 
（５）その他、会社の経営上重要な事項 

当社のフィルムデバイス事業につきまして、平成 20 年３月 28 日付で締結しました日立電線株式
会社との株式譲渡契約書に基づき、平成20年 6月1日の事業譲渡に向け手続きを進めてまいります。
詳しくは平成 20 年 3 月 28 日付「フィルムデバイス事業の譲渡に関する最終合意及び会社分割によ
るフィルムデバイス事業部門の分社化のお知らせ」をご覧ください。 
また、当社の財務体質の改善及び経営基盤の安定化を図るため、親会社でありますカシオ計算機

株式会社に対する第三者割当増資を実施し、更に、経営に関する意思決定の統一化、ＢＵＭＰ事業
に関して他社とのアライアンスも含めた抜本的な戦略展開を迅速且つ機動的に実行する体制を整え
るため、カシオ計算機株式会社の完全子会社となるという方針といたしました。詳しくは平成 20 年
3 月 28 日付「カシオ計算機株式会社によるカシオマイクロニクス株式会社の第三者割当増資引受け
及び株式交換による完全子会社化に関する覚書締結のお知らせ」をご覧ください。 
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４．個別財務諸表等 
 
（１）貸借対照表 

  前事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成20年３月31日現在） 前期比 

区分 注 記
番 号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

増減   
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   1,886,251   911,794  △974,456 

２．受取手形 ※１  697,750   105,697  △592,052 

３．売掛金   3,506,299   5,008,806  1,502,506 

４．製品   276,419   243,617  △32,801 

５．原材料   1,158,115   656,159  △501,955 

６．仕掛品   1,523,127   1,175,486  △347,640 

７．貯蔵品   12,358   3,770  △8,588 

８．前払費用   58,036   47,725  △10,311 

９．繰延税金資産   264,485   －  △264,485 

10．未収入金   1,008,133   496,353  △511,779 

11．未収法人税等   360,964   －  △360,964 

12．未収消費税等   276,623   －  △276,623 

13．有償受給材   640,809   651,755  10,945 

14．その他   10,661   11,758  1,096 

流動資産合計   11,680,036 38.9  9,312,925 50.6 △2,367,111 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1）建物  9,127,556   8,316,676    

減価償却累計額  1,770,192 7,357,363  2,109,562 6,207,113  △1,150,250 

(2）構築物  284,683   215,160    

減価償却累計額  64,595 220,087  111,052 104,107  △115,979 

(3）機械及び装置  22,564,187   17,125,670    

減価償却累計額  13,033,455 9,530,731  15,112,360 2,013,310  △7,517,421 

(4）車両及び運搬具  12,348   11,617    

減価償却累計額  7,238 5,109  10,346 1,271  △3,838 

(5）工具器具及び備品  1,194,902   944,290    

減価償却累計額  724,024 470,877  861,110 83,179  △387,697 

(6）土地   502,013   502,013  － 

(7）建設仮勘定   10,334   －  △10,334 

有形固定資産合計   18,096,518 60.2  8,910,996 48.4 △9,185,522 

２ 無形固定資産         

(1）ソフトウエア   124,908   39,007  △85,900 

(2）その他   10,775   10,307  △468 

無形固定資産合計   135,683 0.4  49,315 0.3 △86,368 

３ 投資その他の資産         

(1）破産更生債権等   －   2,723  2,723 

(2）長期前払費用   106,827   98,899  △7,928 

(3）その他   31,926   30,970  △955 

貸倒引当金   －   △2,723  △2,723 

投資その他の資産合計   138,753 0.5  129,870 0.7 △8,883 

固定資産合計   18,370,956 61.1  9,090,181 49.4 △9,280,774 

資産合計   30,050,992 100.0  18,403,106 100.0 △11,647,885 
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  前事業年度 

（平成19年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成20年３月31日現在） 前期比 

区分 注 記
番 号  金額（千円） 構成比

（％）  金額（千円） 構成比
（％） 

増減   
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．支払手形 ※１  3,691,483   474,927  △3,216,556 

２．買掛金   1,427,209   2,017,902  590,692 
３．短期借入金   1,600,000   －  △1,600,000 

４．関係会社借入金   －   14,000,000  14,000,000 

５. 1年以内返済予定長期借入金   1,500,000   1,000,000  △500,000 
６．未払金   3,624,267   2,010,792  △1,613,474 

７．未払費用   743,217   735,825  △7,392 

８. 未払法人税等   －   13,839  13,839 
９. 未払消費税等   －   115,944  115,944 

10．預り金   15,690   22,381  6,691 

11．設備支払手形 ※１  7,556,369   38,162  △7,518,207 
12．事業譲渡損引当金   －   828,764  828,764 

13．その他   4,545   －  △4,545 

流動負債合計   20,162,783 67.1  21,258,539 115.5 1,095,755 

Ⅱ 固定負債         
１．長期借入金   1,000,000   －  △1,000,000 

２．退職給付引当金   200,834   230,067  29,232 

３．役員退職慰労引当金   31,191   22,731  △8,460 
４．その他   3,893   －  △3,893 

固定負債合計   1,235,919 4.1  252,798 1.4 △983,121 

負債合計   21,398,703 71.2  21,511,337 116.9 112,634 
         
（純資産の部）         
Ⅰ 株主資本         

１．資本金   2,992,287 9.9  2,992,287 16.3 － 

２．資本剰余金         
(1）資本準備金  3,414,255   3,414,255    

資本剰余金合計   3,414,255 11.4  3,414,255 18.5 － 

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  1,350   1,350    
(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  2,244,395   △9,516,124    

利益剰余金合計   2,245,745 7.5  △9,514,774 △51.7 △11,760,519 

株主資本合計   8,652,288 28.8  △3,108,231 △16.9 △11,760,519 

純資産合計   8,652,288 28.8  △3,108,231 △16.9 △11,760,519 

負債純資産合計   30,050,992 100.0  18,403,106 100.0 △11,647,885 
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（２）損益計算書  

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

前期比 

区分 注 記
番 号  金額（千円） 百分比

（％）  金額（千円） 百分比
（％） 

増減   
（千円） 

Ⅰ 売上高   20,946,351 100.0  20,650,235 100.0 △296,116 

Ⅱ 売上原価         

１．製品期首たな卸高  467,054   276,419    

２．当期製品製造原価 ※３ 21,686,456   22,453,119    

合計  22,153,510   22,729,538    

３．他勘定振替高  275,569   72,584    

４．製品期末たな卸高  276,419 21,601,521 103.1 243,617 22,413,336 108.5 811,814 

売上総損失   655,170 △3.1  1,763,101 △8.5 △1,107,931 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3  1,714,875 8.2  1,653,822 8.0 △61,053 

営業損失   2,370,045 △11.3  3,416,923 △16.5 △1,046,877 

Ⅳ 営業外収益         

１．仕入割引  3,056   16,152    

２．受取家賃 ※１ 73,776   93,060    

３．その他  6,052 82,885 0.4 27,169 136,382 0.7 53,496 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  33,092   140,674    

２．支払手数料  21,598   72,395    

３．売上債権売却損  34,561   36,122    

４．為替差損  981   103,495    

５．受取家賃原価  51,672   68,376    

６．その他  283 142,190 0.7 0 421,064 2.1 278,874 

経常損失   2,429,350 △11.6  3,701,606 △17.9 △1,272,256 

Ⅵ 特別利益         

１．国庫補助金等受入額 ※４ 360,000 360,000 1.7 540,000 540,000 2.6 180,000 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※５ 16,519   196,299    

２. 固定資産売却損 ※６ 1,660   －    

３. リース解約損  49,953   28,970    

４．たな卸資産廃棄損  295,169   －    

５．事業譲渡損 ※7,8 － 363,302 1.7 7,921,845 8,147,115 39.5 7,783,813 

税引前当期純損失   2,432,653 △11.6  11,308,722 △54.8 △8,876,069 

法人税、住民税及び
事業税  7,600   7,600    

法人税等調整額  143,215 150,815 0.7 264,485 272,085 1.3 121,269 

当期純損失   2,583,468 △12.3  11,580,807 △56.1 △8,997,339 
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（３）株主資本等変動計算書 
前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（単位：千円） 

株主資本 

 
資本剰余金 

 
利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 

 
 
 

資本金 
 

 
資本 
準備金 

 
資本 
剰余金 
合計 

 
利益 
準備金 繰越利益 

剰余金 

 
利益 
剰余金 
合計 

 
 
 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

 
平成18年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 5,022,576 5,023,926 11,430,469 11,430,469 

事業年度中の変動額         

剰余金の配当（注）     △179,712 △179,712 △179,712 △179,712 
利益処分による役員賞
与（注）     △15,000 △15,000 △15,000 △15,000 

当期純損失     △2,583,468 △2,583,468 △2,583,468 △2,583,468 
株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
（純額）        － 

事業年度中の変動額合計 － － － － △2,778,180 △2,778,180 △2,778,180 △2,778,180 
 
平成19年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 2,244,395 2,245,745 8,652,288 8,652,288 

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

（単位：千円） 

株主資本 

 
資本剰余金 

 
利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 

 
 
 

資本金 
 

 
資本 
準備金 

 
資本 
剰余金 
合計 

 
利益 
準備金 繰越利益 

剰余金 

 
利益 
剰余金 
合計 

 
 
 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

 
平成19年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 2,244,395 2,245,745 8,652,288 8,652,288 

事業年度中の変動額         

剰余金の配当     △179,712 △179,712 △179,712 △179,712 

当期純損失     △11,580,807 △11,580,807 △11,580,807 △11,580,807 
株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
（純額）        － 

事業年度中の変動額合計 － － － － △11,760,519 △11,760,519 △11,760,519 △11,760,519 
 
平成20年３月31日 残高 2,992,287 3,414,255 3,414,255 1,350 △9,516,124 △9,514,774 △3,108,231 △3,108,231 
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（４）キャッシュ・フロー計算書                      

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 
前期比 
 

区分 注 記
番 号  金額（千円）  金額（千円） 増減 

（千円） 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純損失  △2,432,653 △11,308,722 △8,876,069 

減価償却費  3,384,104 3,767,207 383,103 

貸倒引当金の増減額  － 2,723 2,723 

退職給付引当金の増減額  38,875 29,232 △9,643 

支払利息  33,092 140,674 107,581 

為替差益  △393 △164 229 

国庫補助金等受入額  △360,000 △540,000 △180,000 

固定資産売却損  1,660 － △1,660 

固定資産除却損  16,519 196,299 179,780 

事業譲渡損  － 7,921,845 7,921,845 

リース解約損  49,953 28,970 △20,983 

売上債権の増減額  828,654 △910,454 △1,739,108 

たな卸資産の増減額  △730,857 890,986 1,621,843 

未収入金の増減額  △166,568 △57,917 108,650 

有償受給材の増減額  △36,574 △10,945 25,628 

仕入債務の増減額  1,174,120 △2,625,863 △3,799,983 

未払金の増減額  336,398 △13,056 △349,455 

役員賞与の支払額  △15,000 － 15,000 

その他  △357,194 242,568 599,762 

小計  1,764,138 △2,246,615 △4,010,753 

利息の支払額  △33,135 △144,531 △111,395 

リース解約による支払  △49,953 △28,970 20,983 

法人税等の支払額  △754,147 △4,079 750,067 

法人税等の還付による収入  － 366,355 366,355 

営業活動によるキャッシュ・フロー  926,902 △2,057,839 △2,984,742 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △1,667,136 △10,062,168 △8,395,032 

有形固定資産の売却による収入  22,148 55 △22,093 

無形固定資産の取得による支出  △43,233 △16,080 27,152 

国庫補助金等受入額  360,000 540,000 180,000 

その他  △46,703 △3,166 43,536 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,374,924 △9,541,360 △8,166,436 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  1,000,000 △1,600,000 △2,600,000 

関係会社借入金の純増減額  － 14,000,000 14,000,000 

長期借入れによる収入  － 8,000,000 8,000,000 

長期借入金の返済による支出  △125,000 △9,500,000 △9,375,000 

配当金の支払額  △179,712 △179,712 － 

その他  － △95,707 △95,707 

財務活動によるキャッシュ・フロー  695,287 10,624,579 9,929,292 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  393 164 △229 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  247,658 △974,456 △1,222,115 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,638,592 1,886,251 247,658 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,886,251 911,794 △974,456 
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
 
当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

当社のフィルムデバイス事業は、価格低下の影響に加え新工場の本格稼動が遅れ、投資が先行する状況が続
いたことにより減価償却費等の費用の増加を吸収できず、営業損失 3,416,923 千円、経常損失 3,701,606 千円
となり、前事業年度に続き多額の損失を計上いたしました。 
さらに、事業譲渡に関連して 7,921,845 千円の事業譲渡損を計上した結果、当事業年度末において 3,108,231
千円の債務超過となりました。 
  これにより、当社は継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
当社は、当該状況を解消すべく、フィルムデバイス事業に関しましては、日立電線株式会社との間の事業譲
渡により事業構造改善を進めるとともに、ＢＵＭＰ事業につきましては事業戦略の再構築を図り、金ＢＵＭＰ
から高付加価値ジャンルでありますＷ-ＣＳＰ・半田ＢＵＭＰへ経営資源を迅速にシフトして収益の改善を図
ってまいります。   
また平成 20年 3月 28 日開催の取締役会でカシオ計算機株式会社を引受先とする 3,000,000 千円内外の第三
者割当増資引受契約に関する覚書を締結いたしました。 
以上により、継続企業の前提に関する重要な疑義は存在するものの、上記計画を実行することによって、収
益の回復と債務超過の解消を図ってまいります。 
財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して
おりません。 
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（６）重要な会計方針 
１．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 
（1）製品、原材料、仕掛品・・・先入先出法による低価法 
（2）貯蔵品       ・・・先入先出法による原価法 
３．固定資産の減価償却の方法 
（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（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。 
（会計方針の変更） 
法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しております。 
  これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ 91,599 千円増加しております。 
（追加情報） 
法人税法改正に伴い、平成 19 年３月 31 日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわ
たり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 
  これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ 18,016 千円増加しております。 

（2）無形固定資産 
ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

（3）長期前払費用 
均等償却しております。 

４．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るため、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。 

（2）役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上することとしております。 

（3）事業譲渡損引当金 
事業譲渡に伴う損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。 

（4）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業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、当事業年度末におい

て発生していると認められる額を計上しております。 
会計基準変更時差異については、10 年による按分額を費用処理しております。 
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により費用処理しており

ます。 
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 
（5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。 
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。 

６．ヘッジ会計の方法 
（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっておりま
す。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段として金利スワップ取引を行っており、資金調達に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。 
（3）ヘッジ方針 

社内規程に基づき金利変動リスクをヘッジしております。 
（4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ有効性評価は、開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ手段とヘッジ対象の時価又はキャッシュ・フ
ロー変動を比較し、両者の変動比率等を基礎として行っております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすものにつ
いては、ヘッジ有効性評価を省略しております。 

７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び随時引出し可能な預金からなっております。 

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 
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（７）財務諸表に関する注記事項 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

※１．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

────── 
 

 
受取手形   30,265千円

支払手形  775,964千円

設備支払手形  43,588千円
  

 

 
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取家賃 73,776千円
 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取家賃 93,060千円
 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は32％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は68％であ

ります。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は32％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は68％であ

ります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

運賃荷造費 137,352千円

給与手当及び賞与手当 425,625千円

退職給付費用 13,452千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,539千円

減価償却費 20,427千円

租税公課 131,483千円

研究開発費 352,220千円

ブランド料 101,048千円
  

 
運賃荷造費 150,989千円

給与手当及び賞与手当 488,764千円

退職給付費用 15,701千円

役員退職慰労引当金繰入額 20,953千円

減価償却費 20,410千円

租税公課 123,232千円

研究開発費 221,106千円

ブランド料 100,109千円

業務委託費 82,910千円
  

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 
 

一般管理費及び当期製造費用に

含まれる研究開発費 
352,220千円

  

 
一般管理費及び当期製造費用に

含まれる研究開発費 
221,106千円

  
※４．国庫補助金等受入額は、山梨県産業集積促進助成

金及び中央市産業立地事業費助成金であります。 

※４．国庫補助金等受入額は、山梨県産業集積促進助成

金及び中央市産業立地事業費助成金であります。 

 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 6,846千円

工具器具及び備品 9,673千円

 
 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 56,926千円

機械及び装置 126,753千円

工具器具及び備品 8,941千円

その他 3,677千円
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前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※６．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 1,642千円

工具器具及び備品 17千円

 
 

────── 
 

────── ※７．事業譲渡損の内訳は次のとおりであります。 

 

 

減損損失 6,838,087千円

事業譲渡損引当金繰入額 828,764千円

その他 254,994千円

 

────── ※８．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

（減損損失を認識した主な資産） 

場所 用途 種類 

山梨県中央市 フィルムデバ

イス製造設備 

建物、機械及び装

置等 

東京都青梅市 フィルムデバ

イス製造設備 

機械及び装置等 

（経緯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルムデバイス事業の事業譲渡に伴い、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を事

業譲渡損に含めて計上しております。 

（減損損失の金額） 

建物 758,681千円 

構築物 163,124千円 

機械及び装置 5,605,165千円 

工具器具及び備品 253,377千円 

その他 57,738千円 

合計 6,838,087千円 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社は、事業単位を基準としてグルーピングを

行っております。 

（回収可能価額の算定方法） 

 当資産グループの回収可能価額は正味売却可

能価額により測定しており、正味売却可能価額は

主として売却合意価額及び不動産鑑定評価額を

使用しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 
前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 14,377,000 － － 14,377,000 

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
開示の対象となる新株予約権及び自己新株予約権に関する事項はありません。 
 

４．配当に関する事項 
（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 普通株式 179,712 12.5 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

 
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 
定時株主総会 普通株式 179,712 利益剰余金 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 
 
 
当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 14,377,000 － － 14,377,000 

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
開示の対象となる新株予約権及び自己新株予約権に関する事項はありません。 
 

４．配当に関する事項 
（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 
定時株主総会 普通株式 179,712 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 
 

（平成19年３月31日現在）
現金及び預金勘定 1,886,251千円 

現金及び現金同等物 1,886,251千円 
  

 
（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 911,794千円 

現金及び現金同等物 911,794千円 
  

 
（開示の省略） 
有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、退職給付、ストックオプション等、企業結合等に関す
る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりま
す。 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．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 

 
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） 

機械及び装置 9,230,686 4,156,730 5,073,955 

工具器具及び
備品 320,765 96,282 224,482 

合計 9,551,451 4,253,013 5,298,437 
 

 
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） 

機械及び装置 11,034,200 5,305,542 5,728,658 

工具器具及び
備品 320,765 160,025 160,739 

合計 11,354,965 5,465,568 5,889,397 
 

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 1,637,322 千円 

１年超 3,764,371 千円 

合計 5,401,694 千円 
 

１年内 1,717,760 千円 

１年超 4,276,176 千円 

合計 5,993,936 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 1,344,260 千円 

減価償却費相当額 1,224,995 千円 

支払利息相当額 89,521 千円 
 

支払リース料 2,084,497 千円 

減価償却費相当額 1,913,229 千円 

支払利息相当額 175,334 千円 
 

④減価償却費相当額の算定方法 ④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、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 ⑤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と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ────── 
未経過リース料  

１年内 24,782 千円  

１年超 － 千円  

合計 24,782 千円  
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（持分法損益等） 
前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 
 
当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 
 

 
（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

1.繰延税金資産の発生の主要な原因別の内訳 1.繰延税金資産の発生の主要な原因別の内訳 
 
繰延税金資産 千円

繰越欠損金 983,103

未払賞与損金算入限度超過額 191,243

たな卸資産評価損否認 64,314

退職給付引当金損金算入限度超過額 49,089

一括償却資産損金算入限度超過額 9,461

減価償却超過額 31,212

その他 36,350

繰延税金資産の合計 1,364,775

評価性引当金 △1,100,290

繰延税金資産（負債）の純額 264,485
 

 
繰延税金資産 千円

繰越欠損金 2,591,483

未払賞与損金算入限度超過額 202,616

たな卸資産評価損否認 81,576

退職給付引当金損金算入限度超過額 53,711

一括償却資産損金算入限度超過額 5,293

減価償却超過額 15,253

減損損失 2,684,223

事業譲渡損引当金 337,224

その他 36,963

繰延税金資産の合計 6,008,344

評価性引当金 △6,008,344

繰延税金資産（負債）の純額 －
 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

交際費等永久に損益に算入されない項目 △0.1 

住民税均等割 △0.3 

評価性引当金 △45.2 

その他 △1.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △6.2 
 

  （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

評価性引当金 △43.4 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.4 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

 
１株当たり純資産額 601円 81銭

１株当たり当期純損失 179円 69銭

 
 

 
１株当たり純資産額 △216円 19銭

１株当たり当期純損失 805円 51銭

 
 

なお、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。 

同左 

（注）１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
す。 

 
 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

１株当たり当期純損失（△）  

当期純損失（△）（千円） △2,583,468 △11,580,807 

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） △2,583,468 △11,580,807 

期中平均株式数（株） 14,377,000 14,377,000 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

平成17年６月24日定時株主総会

決議新株予約権 

（ストックオプション） 

平成17年６月24日定時株主総会

決議新株予約権 

（ストックオプション） 

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 1,000個 新株予約権 720個 
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（重要な後発事象） 
前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 
 
当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 
会社分割について 
当社は、平成 20 年３月 28 日開催の取締役会において、フィルムデバイス事業を当社が新設する新会社に会
社分割により承継させたうえ、当該新会社の株式を日立電線株式会社（以下「日立電線」という）に譲渡する
ことを決議し、日立電線との間で株式譲渡契約書を締結いたしました。 
また、平成 20 年４月 10 日開催の取締役会において、当社が新設した新会社であるフィルムデバイス事業開
業準備株式会社との吸収分割契約を決議し、同日付で締結し、平成 20 年４月 30 日開催の株主総会において、
吸収分割契約を決議し、承認されました。 
（１）会社分割及び譲渡の目的 

当社単独での事業展開では、資金調達、原価低減、価格競争、営業展開などの面から限界があり、事
業譲渡も含めた他社との事業連携により、フィルムデバイス事業の投資負担の軽減と経営基盤の強化を
検討していく必要があるとの判断に至りました。 
こうした中、日立電線と鋭意協議したところ、顧客に重複が少なく、また、技術面での補完性が高い
ことから、事業統合によりシナジーが最大化できるとの認識が最終的に確認されました。また、その方
法として当社のフィルムデバイス事業の全てである液晶用ＣＯＦ及びＣＯＦに半導体を実装する事業を、
日立電線に譲り渡すことが、最善であると判断し、当社フィルムデバイス事業の譲渡に関する最終契約
を締結いたしました。 

（２）会社分割する事業内容、規模 
（分割する部門の事業内容）フィルムデバイス事業（液晶用ＣＯＦの開発・製造・販売及び受託加工） 
（分割する事業の売上高）11,259,003 千円（平成 20 年３月期） 
（分割する資産及び負債の金額） 
総資産 6,571 百万円 
負債    604 百万円 
※分割効力発生予定日である平成 20 年６月１日において、当社及び日立電線が合意する資産・負債
の一部及び契約上の地位等の権利義務が最終的に決定のうえ調整される予定であり、当該調整の結
果、上記見込値と変動する可能性があります。 

（３）会社分割により事業を承継する新設会社の概要 
（商号）フィルムデバイス事業開業準備株式会社 
（資本金）250 千円 
（従業員数）384 名（平成 20 年６月１日時点の予定人数） 
（事業の内容） 
①（液晶用ＣＯＦの開発・製造・販売及び受託加工に係る）電子計算機及び電子情報機器、電子応用機
器等に係る電子部品の研究、開発、製造、販売 

②（液晶用ＣＯＦの開発・製造・販売及び受託加工に係る）電気・電子・理化学機器及びそれらの部品、
付属品の研究、開発、製造、販売 

③（液晶用ＣＯＦの開発・製造・販売及び受託加工に係る）前各号に付帯する一切の業務 
（４）会社分割の方法及び会社分割の内容 
（会社分割方式） 
当社を分割会社とし、当社が設立する新会社（「フィルムデバイス事業開業準備株式会社」）を承継会
社とする吸収分割 
（会社分割の日程）  
分割の効力発生日  平成20年６月１日（予定） 

（株式の割り当て） 
本分割に際し、新会社が発行する普通株式3,999株を当社に割当交付します。  
但し、本分割の効力発生日に、当社が所有することとなる新会社の全株式を、日立電線に譲渡する予定
です。 
（新設会社が承継する権利義務） 
承継会社（新会社）は、分割効力発生予定日である平成20年６月１日において、当社が運営するフィ
ルムデバイス事業に関して、当社及び日立電線が合意する資産・負債の一部及び契約上の地位等の権利
義務を承継する予定です。   

 

（５）株式譲渡先 
（名称）日立電線株式会社 
（事業の内容） 
 電線・ケーブル、情報ネットワークシステム、ワイヤレスシステム、化合物半導体、半導体パッケー
ジ材料、伸銅品、自動車用部品等の製造・販売 

（６）株式譲渡の日程 
株式の譲渡日      平成 20 年６月１日（予定） 
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（７）譲渡価額 6,000百万円 
 平成20年３月末日におけるフィルムデバイス事業に係る事業評価額をベースとして、分割効力発生予
定日である平成20年６月１日における資産・負債の一部及び契約上の地位等の権利義務が当社及び日立
電線にて合意した段階で、最終的に調整される予定です。また現金による決済を予定しております。 

 
（追加情報） 
前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 
 
当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 
第三者割当増資及び株式交換による完全子会社化について 

当社は、平成20年３月28日開催の取締役会において、当社の親会社であるカシオ計算機株式会社（以下「カ
シオ計算機」という。）を引受先とする当社の第三者割当増資及びカシオ計算機を完全親会社、当社を完全子
会社とする株式交換を実施する方針を決定し、同日付で第三者割当増資引受契約及び株式交換に関する覚書を
締結いたしました。覚書の要旨については、平成20年３月28日に公表いたしました「カシオ計算機株式会社に
よるカシオマイクロニクス株式会社の第三者割当増資引受け及び株式交換による完全子会社化に関する覚書
締結のお知らせ」をご覧ください。 

 
５．その他 
 
（１）販売実績の状況 
 

 
前事業年度 

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

 
当事業年度 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

増減 期 別 
 
 
事業別 

 金額（千円） 構成比（%） 金額（千円）  構成比（%）  金額（千円）  増減率（%）

ＢＵＭＰ事業 8,225,172 39.3 9,391,231 45.5 1,166,059 14.2 

フィルムデバイス事業 12,721,179 60.7 11,259,003 54.5 △1,462,175 △11.5 

合 計 20,946,351 100.0 20,650,235 100.0 △296,116 △1.4 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（２）役員の異動 

①代表者の異動 
該当事項はありません。 

 
②その他の役員の異動（平成 20 年 5 月 31 日付予定） 
退任予定取締役 

         なかやま  なおゆき 

    取締役  中 山 直 行 
 
     （注）中山氏は 6月１日付で日立電線フィルムデバイス株式会社取締役に就任予定であります。 
 
 


