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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 6,792 3.6 822 △14.2 967 △6.2 516 △36.4

19年３月期 6,556 43.2 959 － 1,032 － 810 －

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 91 35 －  3.8 6.4 12.1

19年３月期 143 53 －  6.2 7.1 14.6

（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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 14,960 13,345 89.2 2,362 28

19年３月期 15,289 13,467 88.1 2,383 88

（参考）自己資本 20年３月期 13,345百万円 19年３月期 13,467百万円

(3）連結キャッシュ・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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 715 209 △226 3,139

19年３月期 623 △546 △113 2,480

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  40 00 40 00 225 27.9 1.7

20年３月期 －  40 00 40 00 225 43.8 1.7

21年３月期（予想） －  40 00 40 00 － 50.2 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（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２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 3,400 △2.6 220 △56.1 250 △55.5 140 △60.4 24 78

通    期 7,900 16.3 770 △6.4 820 △15.3 450 △12.8 79 66

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

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、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）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 5,778,695株 19年３月期 5,778,695株

②　期末自己株式数 20年３月期 129,384株 19年３月期 129,354株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 6,570 6.6 732 △11.3 876 △7.7 463 △39.3

19年３月期 6,160 45.9 825 － 949 － 763 －

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

円 銭 円 銭

20年３月期 82 08 －  

19年３月期 135 17 －  

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 14,413 12,870 89.3 2,278 29

19年３月期 14,657 12,976 88.5 2,297 03

（参考）自己資本 20年３月期 12,870百万円 19年３月期 12,976百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（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同四半期増減率）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 3,300 △0.9 200 △49.3 230 △50.4 130 △53.2 23 01

通    期 7,700 17.2 700 △4.4 750 △14.5 400 △13.7 70 80

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当期における世界経済につきましては、米国経済は個人消費や設備投資に支えられ底堅く推移してきましたが、後

半はサブプライムに端を発した金融市場の混乱により景気後退感が鮮明となりました。ユーロ圏経済も新興国の高成

長や設備投資の増加により底堅い成長が続きましたが、米国経済の影響もあり減速感が強まりました。アジア経済は

高成長を維持する中国経済が牽引役となり、景気は順調に拡大しました。わが国経済については、原油や原材料価格

の高騰が懸念されましたが、業績回復による民間設備投資の増加や輸出拡大を背景に、緩やかな成長が続きました。

　当社グループが属する半導体業界におきましては、一部製品の価格下落から調整局面が続きましたが、デジタル家

電、パソコン、携帯機器向けなど半導体需要は引き続き旺盛であり、デバイスメーカーの設備投資は総じて堅調な推

移となりました。

　このような状況の中で、当社は、ハンドラ市場では多品種少量生産に最適な新型ハンドラや高低温対応の高速ハン

ドラを戦略商品として営業を強化する一方、テスタ市場では省エネ対応で需要が増加しているパワーデバイス用高機

能テスタの受注増強など、国内外市場で、デジタル機器、携帯機器、車載用半導体検査装置の拡販に注力しました。

　以上の結果、受注高は、半導体検査装置需要が急回復した前年度の反動もあり、63億98百万円（前期比7.4％減）に

とどまりましたが、売上高は67億92百万円（同3.6％増）と微増となりました。製品別売上高は、ハンドラ34億６百万

円（同28.3％増）、テスタが22億77百万円（同20.3％減）、パーツ等が11億８百万円（同6.1％増）とハンドラが順調

に回復した反面、テスタは減少となりました。また、市場別売上高は、海外市場が46億80百万円（同28.5％増）、国

内市場が21億12百万円（同27.5％減）と、海外市場での売上は堅調に推移しましたが、国内市場は前年度の反動で大

幅に減少しました。

　損益面につきましては、価格競争の激化、原材料・外注費の高騰による製造原価の上昇などにより、営業利益は８

億22百万円（前期比14.2％減）、経常利益は９億67百万円（同6.2％減）となりました。当期純利益は法人税負担など

により５億16百万円（同36.4％減）と前年度に比べ減益決算となりました。

②次期の見通し

国内外市場における半導体需要は、デジタル家電の販売拡大、自動車搭載の増加、省エネ対応のパワーデバイスの

増加などにより、引き続き堅調に推移するものと見込まれますが、価格下落による市況の悪化や主要国経済の不透明

感により半導体業界に設備投資抑制の動きが広がるなど、厳しい経営環境が続くものと予想されます。

　次期の連結業績につきましては、横河電機株式会社から７月に譲受ける予定のハンドラ事業の上乗せもあり、売上

高は79億円（当期比16.3％増）を見込んでおります。損益面につきましては、値下げ圧力の高まり、価格競争の激化、

原材料・外注費の高騰など採算性悪化の懸念に加え、ハンドラ事業の譲受けに伴う諸費用の発生により、営業利益７

億70百万円（同6.4％減）、経常利益８億20百万円（同15.3％減）、当期純利益は４億50百万円（同12.8％減）を見込

んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析　

当期末における総資産は、現預金、売掛金などの増加により流動資産は５億91百万円増加しましたが、投資有価証

券の減少により固定資産が９億20百万円減少したことから、前期末に比べ３億28百万円減少し、149億60百万円となり

ました。負債は、未払法人税等の増加により流動負債は１億８百万円増加しましたが、繰延税金負債の減少などによ

り固定負債が３億14百万円減少したことから、前期末に比べ２億６百万円減少し、16億14百万円となりました。純資

産は、当期純利益５億16百万円を計上しましたが、その他有価証券評価差額金の減少、配当金の支払などにより、前

期末に比べ１億22百万円減少し、133億45百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況に関する分析  

当期末における現金及び現金同等物は、下記の各キャッシュ・フローによる増減により、前期末に比べ７億９百万

円増加し、31億39百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、７億15百万円のプラス（前期は６億23百万円のプラス）となりました。こ

れは主に、売上債権の増加などによるマイナスを上回る税金等調整前当期純利益８億98百万円を計上したことによる

ものであります。

（投資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・フローは、２億９百万円のプラス（前期は５億46百万円のマイナス）となりました。

これは主に、有価証券の売却・償還によるものであります。

（財務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・フローは、２億26百万円のマイナス（前期は１億13百万円のマイナス）となりました。

これは主に、配当金の支払によるものであります。
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   （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 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（％） 92.2 88.1 89.2

　時価ベースの自己資本比率（％） 62.8 60.8 44.6

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － －

　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

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い

   1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

   2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数により計算しております。

3.有利子負債は連結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おります。

4.キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債が存在しないため記載しておりません。

5.インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いが存在しないため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

  当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、配当につきましては業績推移等を

総合的に勘案しつつ、安定的な配当の継続を基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後ますます

進む技術革新に向けての研究開発や合理化投資に活用して事業拡大に努めてまいります。

      当期の配当金につきましては、業績が計画どおり推移いたしましたので、１株当たりの期末配当金を40円とさせて

　　いただく予定であります。

      次期の配当金につきましても、１株当たりの期末配当金40円を予定しております。

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、提出日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半導体市況の変動などについて　

  当社グループは、半導体検査装置の製造・販売を行っておりますが、検査装置の需要は半導体市況の変動および半

導体メーカーの設備投資動向等に影響を受けます。当社グループでは市場環境の変化に対応するためコスト構造の改

善を進めておりますが、急激な半導体市況の変動および半導体設備投資の抑制等は当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

②研究開発について 

  当社グループは、技術革新が激しい半導体業界にあって最先端の市場を見据えた新製品の開発を行っておりますが、

新製品開発の遅れおよび新製品投入のタイミングのずれ込み等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

③部品調達および外注について　

  当社グループは、部品の調達および組立・配線工程の外注に関して多数の仕入先・外注先と取引を行っております

が、特定の部品調達および外注については一部の取引先に依存しております。取引先の事情により部品の調達および

製造工程に支障が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④為替の変動について 　

  当社グループの連結売上高に占める海外売上高の比率は、平成19年３月期においては55.5％、当期においては

68.9％となっております。為替リスクを回避するため輸出取引は原則として円建で行っておりますが、一部取引は外

貨建となっております。急激な為替変動により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループは、当社および連結子会社４社により構成されており、半導体検査装置の製造・販売を主な事業内容

としております。

 当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次の通りであります。

会社名 関　係 事業内容

㈱テセック 当　　社
ハンドラ、テスタ及びパーツ等の製造・販売及びアフター

サービス

TESEC,INC. 連結子会社
アメリカ合衆国におけるハンドラ、テスタ及びパーツ等の販

売及びアフターサービス

TESEC EUROPE S.A.S.U.（注） 連結子会社
ヨーロッパ地域におけるハンドラ、テスタ及びパーツ等の販

売及びアフターサービス

TESEC(M)SDN.BHD. 連結子会社
マレーシアにおけるハンドラ、テスタ及びパーツ等の販売及

びアフターサービス

泰賽国際貿易（上海）有限公司 連結子会社
中国におけるハンドラ、テスタ及びパーツ等の販売及びアフ

ターサービス

　事業系統図は次の通りであります。

 
国 内 得 意 先 海  外  得  意  先 

製 品 製 品 アフター 

サービス 

連結子会社 

TESEC,INC. 

TESEC EUROPE S.A.S.U. 

TESEC(M)SDN.BHD. 

泰賽国際貿易（上海）有限公司 

 

 

アフター 

サービス 製 品 

製 品 サービス 

委  託 

アフター 

サービス 

当                    社 

（注）TESEC EUROPE S.A.S.U.は、平成20年４月22日開催の取締役会において解散を決議しております。

３．経営方針
（1）会社の経営の基本方針　（2）中長期的な会社の経営戦略　（3）会社の対処すべき課題

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）において記載した内容から重要な変更がありませんので、

開示を省略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　http://www.tesec.co.jp

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ））

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

（4）目標とする経営指標

　当社グループは、企業価値の一層の向上を図るため、売上および営業利益の拡大を重要な経営指標と考えてお

ります。

（5）内部管理体制の整備・運用状況

　コーポレート・ガバナンスに関する報告書「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

記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,940 2,508  

２．受取手形及び売掛金 2,287 2,434  

３．有価証券 2,123 1,959  

４．たな卸資産 1,290 1,258  

５．繰延税金資産 141 159  

６．未収消費税等 20 60  

７．未収還付法人税等 19 9  

８．その他 45 70  

　　貸倒引当金 △7 △8  

流動資産合計 7,860 51.4 8,452 56.5 591

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 2,629 2,622

減価償却累計額 1,839 789 1,886 736  

(2）機械装置及び運搬具 311 308

減価償却累計額 252 58 264 44  

(3）工具器具備品 957 850

減価償却累計額 814 142 742 107  

(4）土地 2,094 2,092  

有形固定資産合計 3,085 20.2 2,980 19.9 △105

２．無形固定資産

無形固定資産合計 15 0.1 16 0.1 1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 4,235 3,393  

(2）保険積立金 64 62  

(3）繰延税金資産 1 34  

(4）その他 27 26  

　　貸倒引当金 △1 △4  

投資その他の資産合計 4,327 28.3 3,512 23.5 △815

固定資産合計 7,428 48.6 6,508 43.5 △920

資産合計 15,289 100.0 14,960 100.0 △328
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前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 239 136  

２．未払金 192 101  

３．未払法人税等 40 403  

４．未払費用 146 135  

５．役員賞与引当金 39 －  

６．賞与引当金 189 196  

７．製品保証引当金 － 17  

８．その他 97 62  

流動負債合計 944 6.2 1,053 7.0 108

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 138 215  

２．長期未払金 161 160  

３．繰延税金負債 357 16  

４．負ののれん 219 169  

固定負債合計 876 5.7 561 3.8 △314

負債合計 1,821 11.9 1,614 10.8 △206

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,521 16.5  2,521 16.8 －

２．資本剰余金   3,370 22.0  3,370 22.5 －

３．利益剰余金   7,378 48.3  7,668 51.3 290

４．自己株式   △201 △1.3  △201 △1.3 △0

　　株主資本合計   13,069 85.5  13,359 89.3 290

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  504 3.3  160 1.1 △343

２．為替換算調整勘定   △105 △0.7  △174 △1.2 △68

　　評価・換算差額等合計   398 2.6  △13 △0.1 △412

Ⅲ　少数株主持分   0 0.0  0 0.0 0

純資産合計   13,467 88.1  13,345 89.2 △122

負債純資産合計   15,289 100.0  14,960 100.0 △328
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 6,556 100.0 6,792 100.0 235

Ⅱ　売上原価 4,013 61.2 4,212 62.0 199

売上総利益 2,543 38.8 2,580 38.0 36

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１

１．販売手数料 99 80

２．販売諸掛 57 65

３．役員報酬 145 170

４．給与手当 432 427

５．法定福利費 53 49

６．役員賞与引当金繰入額 39 －

７．賞与引当金繰入額 53 51

８．減価償却費 27 28

９．研究開発費 253 425

10．貸倒引当金繰入額 － 1

11．その他 422 1,584 24.2 456 1,757 25.9 172

営業利益 959 14.6 822 12.1 △136

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 134 106

２．受取配当金 6 64

３．投資有価証券売却益 3 15

４．為替差益 4 －

５．負ののれん償却額 25 49

６．その他 14 188 2.9 9 245 3.6 56

Ⅴ　営業外費用

１．たな卸資産廃棄損 38 13

２．たな卸資産評価損 51 37

３．為替差損 － 46

４．株式交付費 9 －

５．その他 16 115 1.8 3 100 1.5 △15

経常利益 1,032 15.7 967 14.2 △64
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益

１．適格退職年金制度終
    了益

－ 29

２．貸倒引当金戻入益  3 3 0.1 － 29 0.4 26

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価損 － 85

２．固定資産売却損 ※２ － 2

３．固定資産除却損 ※３ － 8

４．ゴルフ会員権評価損  － － － 2 98 1.4 98

税金等調整前当期純利
益

1,035 15.8 898 13.2 △136

法人税、住民税及び事
業税

86 442

法人税等調整額 138 224 3.4 △59 382 5.6 158

少数株主利益 0 0.0 0 0.0 0

当期純利益 810 12.4 516 7.6 △294
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 6,808 △161 12,540

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △112  △112

当期純利益   810  810

合併に伴う自己株式の取得    △2,962 △2,962

合併による代用自己株式の交付   △128 2,922 2,793

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 569 △40 528

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 7,378 △201 13,069

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

448 △138 309 0 12,850

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △112

当期純利益     810

合併に伴う自己株式の取得     △2,962

合併による代用自己株式の交付     2,793

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

55 32 88 0 88

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

55 32 88 0 617

平成19年３月31日　残高
（百万円）

504 △105 398 0 13,467

 （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。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 7,378 △201 13,069

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △225  △225

当期純利益   516  516

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 290 △0 290

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 7,668 △201 13,359

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

504 △105 398 0 13,467

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △225

当期純利益     516

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△343 △68 △412 0 △412

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△343 △68 △412 0 △122

平成20年３月31日　残高
（百万円）

160 △174 △13 0 13,345
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

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 1,035 898

減価償却費 123 123

負ののれん償却額 △25 △49

貸倒引当金の増減額 △23 1

受取利息及び受取配当金 △140 △171

為替差損益 0 －

長期未払金の減少額 △4 △0

投資有価証券売却益 △3 △15

投資有価証券評価損 － 85

固定資産除売却損 6 10

ゴルフ会員権評価損 － 2

売上債権の増加額 △619 △176

たな卸資産の増減額 △166 14

仕入債務の増減額 97 △79

未収消費税等の増減額 30 △40

未収入金の減少額 14 0

未払費用の増減額 10 △10

退職給付引当金の増加額 7 76

役員賞与引当金の増減額 39 △39

製品保証引当金の増加額 － 17

その他流動資産の増減額 6 △3

その他流動負債の増減額 167 △14

小計 555 630

利息及び配当金の受取額 144 171

法人税等の還付額 13 9

法人税等の支払額 △89 △96

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

623 715
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

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

△56 △18

有価証券の取得による支
出

△1,280 △1,219

有価証券の売却・償還に
よる収入

1,607 1,979

投資有価証券の取得によ
る支出

△1,196 △1,434

投資有価証券の売却・償
還による収入

463 937

有形固定資産の取得によ
る支出

△91 △24

有形固定資産の売却によ
る収入

16 0

無形固定資産の取得によ
る支出

△1 △12

保険積立金の解約による
収入

3 29

その他 △10 △27

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△546 209

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

自己株式の取得による支
出

－ △0

少数株主への配当金の支
払額 

△0 △0

配当金の支払額 △112 △225

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△113 △226

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

19 △39

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△15 659

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,430 2,480

Ⅶ　合併による現金及び現金同
等物の増加額

65 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 2,480 3,139
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は次の４社であります。

 TESEC,INC.

 TESEC EUROPE S.A.S.U.

 TESEC (M) SDN.BHD.

 泰賽国際貿易（上海）有限公司

同左

２．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、泰賽国際貿易（上

海）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たっては、同

日現在の財務諸表を使用しておりますが当

連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っておりま

す。

同左

３．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

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

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

同左

②　たな卸資産

製品及び仕掛品

個別法に基づく原価法

原材料

移動平均法に基づく原価法

②　たな卸資産

　　製品及び仕掛品

同左

原材料　

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却方法

①　有形固定資産

　親会社は定率法（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）、連結子会社

は定額法によっております。

　ただし、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

①　有形固定資産

同左

 (会計方針の変更)

　当社は法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、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。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（追加情報）

　当社は法人税法の改正に伴い、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

達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

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。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

②　無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権等の貸倒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。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるため将来の

支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当連結会計

年度における支給見込額に基づき計上し

ております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益は、それぞれ39

百万円減少しております。

③　役員賞与引当金

────

（追加情報）

　当連結会計年度において役員報酬制度

の見直しを行い、役員賞与の廃止を決議

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、当連

結会計年度末における退職給付債務およ

び年金資産に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（105百万

円）については、15年による按分額を戻

入処理しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務およ

び年金資産に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を戻入処理しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（追加情報）　

  当社は、平成19年７月に適格退職年金

制度から確定拠出年金に部分移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。

　本移行に伴う影響額29百万円は、特別

利益に適格退職年金制度終了益として計

上しており、会計基準変更時差異の未処

理額は、同額減少しております。

⑤　　　　　　──── ⑤　製品保証引当金

　製品販売後に発生する製品保証費用に

備えるため、過去の実績を基礎とした見

積額を計上しております。

（追加情報）

　製品販売後に発生する製品保証費用は、

従来修理作業等の発生時に計上しており

ましたが、当連結会計年度より過去の実

績を基礎とした見積額を製品保証引当金

として計上する方法に変更しておりま

す。

　この変更は、過去の実績を基礎に将来

の発生見込額の見積りが可能になったこ

とから、財務の健全性を高め、期間損益

計算の適正化を図るため行ったものであ

ります。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

(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

外子会社等の資産および負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定お

よび少数株主持分に含めて計上しておりま

す。

同左

(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方法によっており

ます。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6）消費税等の会計処理の

方法

　税抜方式を採用しております。 同左

４．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

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　５年間の定額法により償却を行っており

ます。
同左

６．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、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなります。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は13,467百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ────

（企業結合に係る会計基準等）

 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）および「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員

会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。

 ────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん」と

表示しております。

────

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────  （事業の譲受けに関する基本合意について）

　当社は、平成20年3月26日開催の取締役会において、横河

電機株式会社との間でハンドラ事業の譲受けに関する基本合

意書を締結することを決議し、同日締結いたしました。

　基本合意書の概要は以下のとおりであります。

(1) 事業譲受けの理由

　　当社は、主に個別半導体（ディスクリート）用の検

　査装置であるハンドラおよびテスタの製造・販売を中

　核事業としておりますが、ハンドラ事業につきまして

　は、個別半導体用に加えＩＣハンドラを成長分野とし

　て捉え積極的に取り組んでまいりました。

　　一方、横河電機株式会社は、計測機器事業の一部と

　してＩＣハンドラ事業を手掛けており、多様なＩＣハ　

　ンドラ製品を揃え、国内外の大手半導体メーカーとの

　取引があります。

　　同社の当該事業を譲受けることにより、ＩＣハンド

　ラ製品のラインアップと顧客基盤の拡充を加速し、ハ

　ンドラ事業における国際競争力の強化と業容の拡大を

　図ってまいります。

(2) 譲受ける相手企業の名称

　　横河電機株式会社

(3) 譲受ける事業の内容

　　ハンドラの開発、製造、販売、サービスの事業全般

(4) 事業譲受日程（予定）

　　平成20年６月下旬　事業譲受契約書締結

　　平成20年７月１日　事業譲受期日

(5) 譲受ける資産・負債の額

　①資産

　　棚卸資産および固定資産

　②負債

　　該当事項はありません。

㈱テセック（6337）平成 20 年３月期決算短信

－ 18 －



前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6) 譲受価額および決済方法（予定）

　①譲受価額

　　のれん：250百万円（５年間での均等償却）

　　譲受け資産：譲受日前日の帳簿価額

　②決済方法

　　現金決済

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

──── ────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 一般管理費に含まれる研究開発費

253百万円 425百万円

※２　　　　　　　　　──── ※２　固定資産売却損の内訳

  工具器具備品 0百万円

電話加入権 2

計 2

※３　　　　　　　　　──── ※３　固定資産除却損の内訳

  機械及び装置 0百万円

工具器具備品 8

計 8
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 5,778 － － 5,778

合計 5,778 － － 5,778

自己株式

普通株式（注） 129 1,875 1,874 129

合計 129 1,875 1,874 129

 （注）１．自己株式の株式数の増加は、㈱テセックサービスとの合併に伴う増加であります。

 　　　２．自己株式の株式数の減少は、㈱テセックサービスとの合併による代用自己株式の交付に伴う減少でありま

           す。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 112 20 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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28日

定時株主総会
普通株式 225  利益剰余金 40 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 5,778 － － 5,778

合計 5,778 － － 5,778

自己株式

普通株式（注） 129 0 － 129

合計 129 0 － 129

 （注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 225 40 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 225  利益剰余金 40 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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連結貸借対照表

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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,940百万円

有価証券勘定 2,123

３ヵ月超の定期預金 △204

３ヵ月超の有価証券 △1,379

現金及び現金同等物 2,480

現金及び預金勘定 2,508百万円

有価証券勘定 1,959

３ヵ月超の定期預金 △212

３ヵ月超の有価証券 △1,115

現金及び現金同等物 3,139

　２　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に合併した株式会社テセックサービス

より引継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであ

ります。

流動資産 流動負債

72百万円 0百万円 
 固定資産 固定負債 
2,962百万円 －百万円 
資産計 負債計 

3,034百万円 0百万円 

　（注）固定資産のうち2,962百万円は当社株式1,875,000

株であります。

　２　　　　　　　　────
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

 
 取得価額

 相 当 額

減価償却累

計額相当額

 期末残高

 相 当 額

 工具器具

 備    品

百万円

14

 百万円

8

  百万円

5

合　計 14 8 5

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有 

  形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

　め、支払利子込み法により算定しております。

 
 取得価額

 相 当 額

減価償却累

計額相当額

 期末残高

 相 当 額

 工具器具

 備    品

百万円

14

 百万円

11

  百万円

2

合　計 14 11 2

（注）　　　　　　　　　同左

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 2百万円

１年超 2 

合　計 5 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

　料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

　割合が低いため、支払利子込み法により算定して

　おります。

１年内 2百万円

１年超 － 

合　計 2 

（注）　　　　　　　　　同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2

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

　(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

　(減損損失について)

　　　　　　　　　 同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 229 703 474

(2）債券 690 701 11 

(3）その他 676 1,048 372

 小計 1,595 2,453 857

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 1 1 △0

(2）債券 609 600 △9

(3）その他 254 250 △3

小計 865 851 △13

合計 2,460 3,305 844

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

155 3 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

マネーマネジメントファンド 45

コマーシャルペーパー 799

非上場債券 2,209

合計 3,053

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券

(1）社債 1,279 700 386 898

(2）コマーシャル

ペーパー
799 － － －

合計 2,078 700 386 898

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。なお、当連結会計年度において、該当事項はありません。
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当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 218 387 168

(2）債券 294 298 3 

(3）その他 383 463 80

 小計 897 1,149 252

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 107 105 △2

(2）債券 802 794 △7

(3）その他 547 476 △71

小計 1,457 1,376 △81

合計 2,354 2,526 171

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

167 15 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

マネーマネジメントファンド 45

コマーシャルペーパー 299

非上場債券 2,481

合計 2,826

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券

(1）社債 1,614 498 582 683

(2）コマーシャル

ペーパー
299 － － －

合計 1,914 498 582 683

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損85百万円を計上しております。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、昭和63年４月１日より定年退職者を受給対象者とし、支給される退職金

の一部について適格退職年金制度を設け、平成６年12月１日より採用枠を拡大し全部移行いたしました。

　なお、平成19年７月１日付で従来の適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度および退職一時金制度へ

移行いたしました。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

(1）退職給付債務（百万円） △941 △522

(2）年金資産（百万円） 859 328

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2）（百万円） △82 △193

(4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円） △56 △22

(5）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4）（百万円） △138 △215

(6）前払年金費用（百万円） － －

(7）退職給付引当金(5)－(6）（百万円） △138 △215

　当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1）勤務費用（百万円） 60 153

(2）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） △7 △4

(3）退職給付費用（百万円） 53 149

(4）確定拠出年金制度及び退職一時金制度への移行に

    伴う損益（百万円）

－ △29

計（百万円） 53 119

　なお、当社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

会計基準変更時差異の処理年数 　　15年 　　　15年

（ストック・オプション等関係）

　　　　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（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。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

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

(1）流動資産 (1）流動資産

(繰延税金資産)

賞与引当金 76百万円

未払費用 8

貸倒引当金 3

たな卸資産評価損 16

未実現利益 22

その他 14

繰延税金資産合計 141

繰延税金負債との相殺額 △0

繰延税金資産の純額 141

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 0 

繰延税金負債合計 0

繰延税金資産との相殺額 △0

繰延税金負債の純額 －

(繰延税金資産)

賞与引当金 78百万円

未払費用 9

貸倒引当金 3

製品保証引当金 6

たな卸資産評価損 13

未実現利益 12

その他 35

繰延税金資産合計 159

繰延税金負債との相殺額 △0

繰延税金資産の純額 159

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 0 

繰延税金負債合計 0

繰延税金資産との相殺額 △0

繰延税金負債の純額 －

(2）固定資産及び固定負債 (2）固定資産及び固定負債

(繰延税金資産)

未払役員退職金 63

退職給付引当金 55

減損損失 29

投資有価証券評価損 135

ゴルフ会員権評価損 22

繰越外国税額控除 30

その他 7

繰延税金資産小計 345

評価性引当額 △338

繰延税金資産合計 6

繰延税金負債との相殺額 △5

繰延税金資産の純額 1

(繰延税金負債)

　 その他有価証券評価差額金 340

特別償却準備金 0

減価償却費 21

繰延税金負債合計 362

繰延税金資産との相殺額 △5

 繰延税金負債の純額 357

(繰延税金資産)

未払役員退職金 63

退職給付引当金 86

減損損失 29

投資有価証券評価損 170

ゴルフ会員権評価損 22

繰越外国税額控除 34

その他 13

繰延税金資産小計 420

評価性引当額 △375

繰延税金資産合計 45

繰延税金負債との相殺額 △11

繰延税金資産の純額 34

(繰延税金負債)

　 その他有価証券評価差額金 10

特別償却準備金 －

減価償却費 17

繰延税金負債合計 27

繰延税金資産との相殺額 △11

 繰延税金負債の純額 16
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前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

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 40.30％

（調整）交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.99

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△1.05

法人住民税均等割額 0.36

未実現利益 0.92

合併に伴う繰越欠損金の増加額 △0.29

子会社からの受取配当金の消去 2.41

外国子会社との税率差異 △2.17

評価性引当額 △20.85

その他 0.08

税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.70

法定実効税率 40.30％

（調整）交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.44

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△1.49

負ののれん償却額 △2.15

法人住民税均等割額 1.03

子会社からの受取配当金の消去 1.36

外国子会社との税率差異 △2.29

評価性引当額 5.21

その他 0.16

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.57
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（企業結合等）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（パーチェス法適用関係）

１. 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った

主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後

企業の名称

(1)被取得企業の名称及び事業の内容

　被取得企業　　株式会社テセックサービス

　事業の内容　　半導体検査装置の販売代理業等

(2)企業結合を行った主な理由

　株式会社テセックサービスは、当社製品の国内特定

顧客に対する販売代理店として、半導体検査装置の販

売を主要業務としておりますが、製販一体化により販

売の効率化と顧客対応サービスの向上を図るためであ

ります。

(3)企業結合日

　平成18年10月１日

(4)企業結合の法的形式

　当社を存続会社とし、株式会社テセックサービスを

消滅会社とする吸収合併方式であり、企業結合後の名

称は株式会社テセックであります。

２．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成18年10月１日～平成19年３月31日

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

　被取得企業の取得原価は、2,793百万円であり、その

内訳は代用自己株式1,874,784株（普通株式）でありま

す。

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法、交付株式

数及び評価額

　株式割当比率につきましては、株式会社テセックサー

ビスの株式１株に対して当社の株式19.86株を割当交付

いたしました。算定方法につきましては、第三者機関が

算定した結果を参考として、当事者間において決定いた

しました。なお、被取得企業である株式会社テセック

サービスの取得原価につきましては、合併覚書調印日直

前の時価を基礎に算定しております。

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償

却の方法及び償却期間

(1)負ののれんの金額　　　240百万円　

(2)発生原因

　企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、

その差額を負ののれんとして認識しております。

(3)償却方法及び償却期間

　発生時から５年定額法で償却しております。

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその主な内訳

流動資産 流動負債

72百万円 0百万円 
 固定資産 固定負債 
2,962百万円 －百万円 
資産計 負債計 

3,034百万円 0百万円 

────

 

 

　

　

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱テセック（6337）平成 20 年３月期決算短信

－ 28 －



前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　（注）固定資産のうち2,962百万円は当社株式1,875,000

株であります。

７．企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定し

た場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響額の概算額

 売上高 －百万円 

 営業利益 9百万円 

 経常利益 32百万円 
 当期純利益 32百万円 

　（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件

・企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと

仮定した売上高及び損益情報を算定しております。

・負ののれんについては当連結会計年度開始の日か

ら５年間で均等償却したと仮定しております。

なお、上記概算額については監査証明を受けておりま

せん。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　　　　　　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４

　　　　　月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　　　当社グループは、半導体検査機器の専門メーカーとして、同一セグメントに属するハンドラ・テスタ及び

　　　　　パーツ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

期別
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,874 568 48 65 6,556 ― 6,556

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
286 139 199 10 635 (635) ―

計 6,160 707 248 75 7,191 (635) 6,556

営業費用 5,335 620 135 94 6,185 (587) 5,597

営業利益又は営業損失（△） 825 86 112 △18 1,006 (47) 959

Ⅱ．資産 8,215 661 431 139 9,447 5,841 15,289

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………アメリカ

(2）アジア…………マレーシア・中国

(3）ヨーロッパ……フランス

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は64億41百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（預金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）であります。

期別
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,253 444 44 49 6,792 ― 6,792

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
316 46 195 8 566 (566) ―

計 6,570 491 240 58 7,359 (566) 6,792

営業費用 5,838 468 141 89 6,537 (567) 5,969

営業利益又は営業損失（△） 732 23 98 △31 821 0 822

Ⅱ．資産 8,977 434 496 106 10,015 4,945 14,960

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………アメリカ

(2）アジア…………マレーシア・中国

(3）ヨーロッパ……フランス

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は54億35百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（預金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）であります。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

北米 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 568 2,941 132 3,641

Ⅱ　連結売上高（百万円） 6,556

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.7 44.8 2.0 55.5

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………アメリカ

(2）アジア…………中国・マレーシア

(3）ヨーロッパ……フランス・ドイツ

３．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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

北米 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 516 4,068 95 4,680

Ⅱ　連結売上高（百万円） 6,792

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
7.6 59.9 1.4 68.9

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………アメリカ

(2）アジア…………中国・マレーシア

(3）ヨーロッパ……フランス・イタリア

３．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18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（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。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額　　　    　2,383.88円 １株当たり純資産額　　　    　2,362.28円

１株当たり当期純利益金額　　　　143.53円 １株当たり当期純利益金額　　　　 91.35円

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 810 516

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 810 516

期中平均株式数（千株） 5,649 5,649
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

――――― （子会社の解散）

　　平成20年４月22日開催の取締役会において、当社の

連結子会社であるTESEC EUROPE S.A.S.U. を解散する

ことを決議しました。

(1)解散の理由

　当該連結子会社は、ヨーロッパ地域における当社ハ

ンドラ、テスタ及びパーツ等の販売及びアフターサー

ビス拠点として活動してまいりましたが、同地域にお

ける主要顧客の生産拠点が東南アジア地域へ移転した

ことにより、海外販売拠点網の見直しの一環として、

当該子会社を解散することにいたしました。

(2)解散する子会社の概要

　① 商号　　　　　TESEC EUROPE S.A.S.U.

　② 本店所在地　　Parc Evolic du Petit Albi B.P

                   68245

                   95800 Cergy St Christophe, 

                   France     

　③ 代表者氏名　　藤井　健司

　④ 事業内容　　　当社製品の販売及びアフター

                   サービス　

　⑤ 設立年月日　　昭和60年８月１日

　⑥ 資本の額　　　320,000ユーロ

　⑦ 決算期　　　　３月末

　⑧ 従業員数　　　３名

　⑨ 大株主及び持株比率

                 　株式会社テセック　100.0％　

(3)解散の日程

     平成20年９月30日(予定)

(4)今後の見通し

  当該連結子会社の解散による連結業績に与える影響

は軽微であります。 
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第39期
（平成19年３月31日現在）

第40期
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）
Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,169 1,777  

２．受取手形 295 145  

３．売掛金 1,877 2,239  

４．有価証券 2,123 1,959  

５．製品 108 181  

６．原材料 319 301  

７．仕掛品 823 738  

８．前払費用 9 9  

９．繰延税金資産 119 146  

10．未収入金 49 18  

11．未収消費税等 20 60  

12．未収還付法人税等 5 －  

13．その他 23 22  

　  貸倒引当金 △8 △9  

流動資産合計 6,936 47.3 7,591 52.7 655

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 2,427 2,433

減価償却累計額 1,707 719 1,756 677  

(2）構築物 106 107

減価償却累計額 91 15 94 13  

(3）機械及び装置 274 273

減価償却累計額 235 38 242 31  

(4）車両運搬具 4 4

減価償却累計額 3 0 3 0  

(5）工具器具備品 866 776

減価償却累計額 743 122 688 88  

(6）土地 2,079 2,079  

有形固定資産合計 2,976 20.3 2,890 20.0 △85

２．無形固定資産

(1）電話加入権 3 1  

(2）施設利用権 0 0  

(3）ソフトウェア 10 14  

無形固定資産合計 15 0.1 16 0.1 1
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第39期
（平成19年３月31日現在）

第40期
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 4,235 3,393  

(2）関係会社株式 345 345  

(3）関係会社出資金 59 59  

(4）従業員長期貸付金 4 2  

(5）長期前払費用 0 0  

(6）保険積立金 64 62  

(7）繰延税金資産 － 33  

(8）その他 20 20  

　　貸倒引当金 △1 △4  

投資その他の資産合
計

4,729 32.3 3,914 27.2 △815

固定資産合計 7,721 52.7 6,821 47.3 △899

資産合計 14,657 100.0 14,413 100.0 △243

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 168 121  

２．未払金 196 122  

３．未払費用 138 129  

４．未払法人税等 28 397  

５．預り金 20 14  

６．役員賞与引当金 39 －  

７．賞与引当金 189 196  

８．製品保証引当金 － 17  

９．その他 50 2  

流動負債合計 831 5.7 1,000 6.9 169

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 138 215  

２．長期未払金 158 158  

３．繰延税金負債 335 －  

４．負ののれん 216 168  

固定負債合計 849 5.8 542 3.8 △307

負債合計 1,680 11.5 1,542 10.7 △137
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第39期
（平成19年３月31日現在）

第40期
（平成20年３月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,521 17.2  2,521 17.5 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  3,370   3,370    

資本剰余金合計   3,370 23.0  3,370 23.4 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  114   114    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  0   －    

別途積立金  5,700   5,700    

繰越利益剰余金  966   1,205    

利益剰余金合計   6,781 46.3  7,019 48.7 237

４．自己株式   △201 △1.4  △201 △1.4 △0

株主資本合計   12,472 85.1  12,710 88.2 237

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  504 3.4  160 1.1 △343

評価・換算差額等合計   504 3.4  160 1.1 △343

純資産合計   12,976 88.5  12,870 89.3 △105

負債純資産合計   14,657 100.0  14,413 100.0 △243
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(2）損益計算書

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 6,160 100.0 6,570 100.0 409

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 59 108

２．当期製品製造原価 3,949 4,276

合計 4,009 4,385

３．製品期末たな卸高 108 3,901 63.3 181 4,203 64.0 302

売上総利益 2,259 36.7 2,366 36.0 106

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３

１．販売手数料 297 280

２．販売諸掛 57 65

３．広告宣伝費 15 18

４．貸倒引当金繰入額 － 1

５．役員報酬 95 130

６．給与手当 310 312

７．法定福利費 53 49

８．役員賞与引当金繰入額 39 －

９．賞与引当金繰入額 53 51

10．減価償却費 13 14

11．研究開発費 253 425

12．その他 244 1,434 23.3 286 1,634 24.9 200

営業利益 825 13.4 732 11.1 △93

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 0 0

２．有価証券利息 115 87

３．受取配当金 ※１ 66 95

４．投資有価証券売却益 3 15

５．為替差益 11 －

６．負ののれん償却 24 48

７．その他 13 235 3.8 8 255 3.9 19
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第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅴ　営業外費用

１．たな卸資産廃棄損 ※２ 38 13

２．たな卸資産評価損 51 37

３．株式交付費 9 －

４．為替差損 － 59

５．その他 12 111 1.8 1 111 1.7 △0

経常利益 949 15.4 876 13.3 △73

Ⅵ　特別利益

１．適格退職年金制度
終了益

－ 29

２．貸倒引当金戻入益  3 3 0.1 － 29 0.5 26

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※４ － 2

２．固定資産除却損 ※５ － 7

３．ゴルフ会員権評価損 － 2

４．投資有価証券評価損  － － － 85 98 1.5 98

税引前当期純利益 952 15.5 808 12.3 △144

法人税、住民税及び事
業税

26 412

法人税等調整額 162 189 3.1 △67 344 5.2 155

当期純利益 763 12.4 463 7.1 △299
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製造原価明細書

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 1,419 32.4 1,441 30.9

Ⅱ　労務費 1,274 29.1 1,422 30.4

Ⅲ　経費 ※２ 1,687 38.5 1,807 38.7

当期総製造費用 4,381 100.0 4,671 100.0

期首仕掛品たな卸高 739 823

計 5,121 5,494

他勘定振替高 ※３ 348 479

期末仕掛品たな卸高 823 738

当期製品製造原価 3,949 4,276

   

（脚注）

第39期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　１．原価計算の方法 　１．原価計算の方法

　個別原価計算を採用しております。 同左

※２．経費の主な内訳 ※２．経費の主な内訳

外注加工費 1,277百万円

減価償却費 96

外注加工費 1,360百万円

減価償却費 95

※３．他勘定振替高の内訳 ※３．他勘定振替高の内訳

研究開発費へ振替 253百万円

工具器具備品へ振替 4

たな卸資産廃棄損へ振替 38

たな卸資産評価損へ振替 51

その他 0

計 348

研究開発費へ振替 425百万円

工具器具備品へ振替 2

たな卸資産廃棄損へ振替 13

たな卸資産評価損へ振替 37

その他 0

計 479
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(3）株主資本等変動計算書

第39期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 3,370 114 3 5,700 442 6,259 △161 11,990

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩（百万
円）

    △1  1 －  －

特別償却準備金の取崩（百万
円）（注）

    △1  1 －  －

剰余金の配当（注）       △112 △112  △112

当期純利益       763 763  763

合併に伴う自己株式の取得
（百万円）

        △2,962 △2,962

合併による代用自己株式の交
付（百万円）

      △128 △128 2,922 2,793

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（百万
円）

         －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2 － 524 521 △40 481

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 3,370 114 0 5,700 966 6,781 △201 12,472

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

448 448 12,439

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩（百万
円）

  －

特別償却準備金の取崩（百万
円）（注）

  －

剰余金の配当（注）   △112

当期純利益   763

合併に伴う自己株式の取得
（百万円）

  △2,962

合併による代用自己株式の交
付（百万円）

  2,793

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（百万
円）

55 55 55

事業年度中の変動額合計
（百万円）

55 55 537

平成19年３月31日　残高
（百万円）

504 504 12,976

 （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。
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第40期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 3,370 114 0 5,700 966 6,781 △201 12,472

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩（百万
円）

    △0  0 －  －

剰余金の配当       △225 △225  △225

当期純利益       463 463  463

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（百万
円）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △0 － 238 237 △0 237

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,521 3,370 3,370 114 － 5,700 1,205 7,019 △201 12,710

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

504 504 12,976

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩（百万
円）

  －

剰余金の配当   △225

当期純利益   463

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（百万
円）

△343 △343 △343

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△343 △343 △105

平成20年３月31日　残高
（百万円）

160 160 12,870
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重要な会計方針

項目
第39期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品及び仕掛品

　個別法に基づく原価法

原材料

　移動平均法に基づく原価法

製品及び仕掛品

同左

原材料

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

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）

ただし、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

有形固定資産

同左

(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。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。

(追加情報)

　法人税法の改正に伴い、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。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。

無形固定資産

　定額法

  ただし、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

無形固定資産 

同左
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項目
第39期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるため、将来

の支給見込額のうち当事業年度の負担額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支払に備えて当事業年度に

おける支給見込額に基づき計上しており

ます。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益および

税引前当期純利益は、それぞれ39百万円

減少しております。

(3）役員賞与引当金

────

（追加情報）

　当事業年度において役員報酬制度の見

直しを行い、役員賞与の廃止を決議して

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

資産に基づき計上しております。なお、

会計基準変更時差異（105百万円）につ

いては、15年による按分額を戻入処理し

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

資産に基づき計上しております。なお、

会計基準変更時差異については、15年に

よる按分額を戻入処理しております。

（追加情報）　

  当社は、平成19年７月に適格退職年金

制度から確定拠出年金に部分移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。

　本移行に伴う影響額29百万円は、特別

利益に適格退職年金制度終了益として計

上しており、会計基準変更時差異の未処

理額は、同額減少しております。
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項目
第39期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (5)          ──── (5) 製品保証引当金

　製品販売後に発生する製品保証費用に

備えるため、過去の実績を基礎とした見

積額を計上しております。

（追加情報）

　製品販売後に発生する製品保証費用は、

従来修理作業等の発生時に計上しており

ましたが、当事業年度より過去の実績を

基礎とした見積額を製品保証引当金とし

て計上する方法に変更しております。

　この変更は、過去の実績を基礎に将来

の発生見込額の見積りが可能になったこ

とから、財務の健全性を高め、期間損益

計算の適正化を図るため行ったものであ

ります。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

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

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　５年間の定額法により償却を行っており

ます。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は12,976百万

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 ────

（企業結合に係る会計基準等）

 当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計

審議会　平成15年10月31日）および「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　

最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。

 ────

追加情報

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

──── （事業の譲受に関する基本合意について）

　当社は、平成20年３月26日開催の取締役会において、横

河電機株式会社との間でハンドラ事業の譲受けに関する基

本合意書を締結することを決議し、同日締結いたしまし

た。

　なお、詳細につきましては、「４．連結財務諸表　追加

情報」に記載のとおりであります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第39期
（平成19年３月31日現在）

第40期
（平成20年３月31日現在）

　　　　　　　　　　――――― 　　　　　　　　　　―――――

（損益計算書関係）

第39期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第40期
（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。

※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。

関係会社受取配当金 60百万円 関係会社受取配当金 30百万円

※２　たな卸資産廃棄損の内訳 ※２　たな卸資産廃棄損の内訳

仕掛品 21百万円

製　品 15

原材料 1

計 38

仕掛品 5百万円

製　品 5

原材料 2

計 13

※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 一般管理費に含まれる研究開発費

253百万円 425百万円

※４　　　　　　　　――――― ※４　固定資産売却損の内訳

電話加入権 2百万円

※５　　　　　　　　――――― ※５　固定資産除却損の内訳

機械及び装置 0百万円

工具器具備品 7

計 7

（株主資本等変動計算書関係）

第39期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式

普通株式（注） 129 1,875 1,874 129

合計 129 1,875 1,874 129

 （注）自己株式の株式数の増加は、㈱テセックサービスとの合併に伴う増加であります。

 　　　自己株式の株式数の減少は、㈱テセックサービスとの合併による代用自己株式の交付に伴う減少であります。

第40期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式

普通株式（注） 129 0 － 129

合計 129 0 － 129

 （注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

 
 取得価額

 相 当 額

減価償却累

計額相当額

 期末残高

 相 当 額

 工具器具

 備    品

百万円

14

 百万円

8

  百万円

5

合　計 14 8 5

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有 

  形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

　め、支払利子込み法により算定しております。

 
 取得価額

 相 当 額

減価償却累

計額相当額

 期末残高

 相 当 額

 工具器具

 備    品

百万円

14

 百万円

11

  百万円

2

合　計 14 11 2

（注）　　　　　　　　　同左

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 2百万円

１年超 2 

合　計 5 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

　料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

　割合が低いため、支払利子込み法により算定して

　おります。

１年内 2百万円

１年超 － 

合　計 2 

（注）　　　　　　　　　同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2

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

　(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

　(減損損失について)

　　　　　　　　　 同左

（有価証券関係）

　第39期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び第40期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

第39期
（平成19年３月31日現在）

第40期
（平成20年３月31日現在）

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

(1）流動資産 (1）流動資産

（繰延税金資産）

賞与引当金 76百万円

未払費用 8

貸倒引当金 3

たな卸資産評価損 16

その他 14

繰延税金資産合計 119

 繰延税金負債との相殺額 △0

 繰延税金資産の純額 119

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 0

繰延税金負債合計 0

 繰延税金資産との相殺額 △0

繰延税金負債の純額 －

（繰延税金資産）

賞与引当金 78百万円

未払費用 9

貸倒引当金 3

製品保証引当金 6

たな卸資産評価損 13

その他 35

繰延税金資産合計 147

 繰延税金負債との相殺額 △0

 繰延税金資産の純額 146

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 0

繰延税金負債合計 0

 繰延税金資産との相殺額 △0

繰延税金負債の純額 －

(2）固定負債 (2）固定資産

（繰延税金資産）

未払役員退職金 63

退職給付引当金 55

減損損失 29

投資有価証券評価損 135

ゴルフ会員権評価損 22

繰越外国税額控除 30

その他 5

繰延税金資産小計 343

評価性引当額 △338

繰延税金資産合計 5

 繰延税金負債との相殺額 △5

繰延税金資産の純額 －

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 340

特別償却準備金 0

繰延税金負債合計 340

 繰延税金資産との相殺額 △5

繰延税金負債の純額 335

（繰延税金資産）

未払役員退職金 63

退職給付引当金 86

減損損失 29

投資有価証券評価損 170

ゴルフ会員権評価損 22

繰越外国税額控除 34

その他 12

繰延税金資産小計 419

評価性引当額 △375

繰延税金資産合計 44

 繰延税金負債との相殺額 △10

繰延税金資産の純額 33

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 10

特別償却準備金 －

繰延税金負債合計 10

 繰延税金資産との相殺額 △10

繰延税金負債の純額 －
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第39期
（平成19年３月31日現在）

第40期
（平成20年３月31日現在）

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 40.30％

（調整）交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.16

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△1.15

法人住民税均等割額 0.39

合併による繰越欠損金の増加額 △0.31

評価性引当額 △22.66

その他 1.13

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.86

法定実効税率 40.30％

（調整）交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.49

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△1.66

負ののれん償却額 △2.40

法人住民税均等割額 1.15

評価性引当額 5.80

その他 △1.07

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.61

（企業結合等）

 第39期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 （パーチェス法適用関係）

 「１.連結財務諸表等　注記事項（企業結合等）」に記載のとおりであります。

 第40期（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。

（１株当たり情報）

第39期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額　　　       2,297.03円 １株当たり純資産額　 　　 　 　2,278.29円

１株当たり当期純利益金額　　　　 135.17円 １株当たり当期純利益金額　　　　  82.08円

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　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。

第39期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第40期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 763 463

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 763 463

期中平均株式数（千株） 5,649 5,649

（重要な後発事象）

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第40期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

――――― （子会社の解散）

　　平成20年４月22日開催の取締役会において、当社の

連結子会社であるTESEC EUROPE S.A.S.U. を解散する

ことを決議しました。

  なお、詳細につきましては、「４．連結財務諸表　

（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
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６．その他
  (1) 生産、受注及び販売の状況

 

① 生産実績

　当連結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前期増減率（％）

ハンドラ（百万円） 3,514 30.6

テスタ（百万円） 2,092 △20.5

パーツ等（百万円） 1,040 12.3

合計（百万円） 6,647 6.3

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

　当連結会計年度の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 受注高（百万円）
対前期増減率

（％）
受注残高（百万円）

対前期増減率
（％）

ハンドラ 2,801     △11.1 456 △57.0

テスタ 2,484    △ 7.7 510 68.4

パーツ等 1,112        4.4 122 3.6

合計 6,398     △ 7.4 1,089 △26.6

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

　当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前期増減率（％）

ハンドラ（百万円） 3,406 28.3

テスタ（百万円） 2,277 △20.3

パーツ等（百万円） 1,108 6.1

合計（百万円） 6,792 3.6

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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  (2) 役員の異動

①　代表取締役の異動

　　 該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

　・新任取締役候補

　　　　取締役　山口恵三（現　営業部長）

　　　　取締役　田中賢治（現　ハンドラビジネスユニット　ゼネラルマネージャー）

　・退任予定取締役

　　　　取締役相談役　大塚英樹

③　就任予定日

　　 平成20年６月27日
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