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(2）財政状態 

(3）キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 
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(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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 8,589 △26.2 △2,457 － △2,515 － △4,873 －

19年３月期 11,646 △10.2 △530 － △565 － △598 －

 
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 △666 18   － △106.9 △24.7 △28.6

19年３月期 △81 89   － △8.2 △4.5 △4.6

（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

 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 7,948 2,121 26.7 290 09 

19年３月期 12,384 6,994 56.5 956 27 

（参考）自己資本 20年３月期 2,121百万円 19年３月期 6,994百万円

 
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 △154 213 70 638 

19年３月期 506 △349 △308 509 

  １株当たり配当金 配当金総額 
 （年間） 

配当性向 
純資産 
配当率 （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  －  － 0 00 － － 0.0

20年３月期  －  － 0 00 － － 0.0

21年３月期（予想）  －  － 0 00 － － －

 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 3,830 △9.8 △760 － △790 － △820 － △112 10 

通 期 8,200 △4.5 △640 － △700 － △740 － △101 16 
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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 無 

② ①以外の変更        無 

(2）発行済株式数（普通株式） 

（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、21ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 7,315,000株 19年３月期 7,315,000株

② 期末自己株式数 20年３月期 150株 19年３月期 150株

※ 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） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1）経営成績に

関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

ａ．当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、米国経済の減速により輸出の伸びが鈍化したことや、好調が続いていた設備

投資の落ち込みに加え、原油価格の高騰や米国サブプライムローン問題を発端とする金融不安の影響などによる先

行き不透明な状況のなか、緩やかな景気の回復となりました。 

また、半導体市場全般におきましても、世界市場では前年比約４％の成長、日本市場は前年比約５％の成長に止

まりました。当社の属する日本半導体業界においては、市場全体としては緩やかな伸びに止まるなか、当社の主力

分野の１つであるＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレー）駆動用ＩＣでは、数量面においては回復基調にある

ものの価格下落は継続しており依然厳しい状況となりました。 

このような経営環境のもと当社は、半導体テストハウス事業においては、ＦＰＤ駆動用ＩＣを中心に価格下落の

影響を受けたことに加え、顧客における生産動向の変化の影響を受けたことによる数量減少があったこと、また半

導体設計事業においても受託開発の減少により、当事業年度の売上高は 8,589百万円（前事業年度比 26.2％減）

となりました。 

 利益面につきましても、各種費用の削減、設備投資の抑制、労務費水準の圧縮、早期退職制度の実施などによる

コスト削減を実施したものの売上減少の影響が大きく、経常損失 2,515百万円（前事業年度は 565百万円の経常損

失）となりました。更に、半導体テストハウス事業が保有する機械装置等の現在の稼動状況を踏まえ、それらの機

械装置等の今後の稼動見込みおよび帳簿価額の回収見込み等を見直しいたしました。その結果、一部の機械装置等

について、当事業年度において減損損失として特別損失に計上することといたしました。これらの減損処理に伴う

当事業年度における減損損失の計上額は総額で 1,611百万円となり、当期純損失は 4,873百万円となりました。 

  

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

［半導体テストハウス事業］ 

ＦＰＤ駆動用ＩＣについては、価格下落による厳しい市場環境が継続し大幅な減収となりました。ロジック

ＩＣについても需要の伸び悩みと顧客生産動向の変化の影響を受け減収となりました。その結果、当該事業の

売上高は 8,206百万円（前事業年度比 25.6％減）となりました。 

  

［半導体設計事業］ 

受託設計案件が低調に推移し、また音声・オーディオ関連のロイヤリティ収入が減少したことにより、売上

高は 382百万円（前事業年度期比 37.8％減）となりました。 

  

ｂ．次期の見通し 

国際競争の激化による半導体の価格の下落が継続しており、次期についても国内半導体生産の市場環境は不透明

な状況が続くものと考えられます。従って当社の主力事業である半導体テストハウス事業においても厳しい状況が

続くものと見られることから、売上高は 8,200百万円（前事業年度比 4.5％減）と予想しております。このような

状況の中で、当社は、市場環境が改善しない中でも利益を確保できる体質の構築を目指し、中期経営計画で掲げた

事業の選択と集中、コストダウンの推進（固定費の圧縮）、売上高の確保のための各種経営施策を推進してまいり

ます。 

  

なお、各事業部門別の状況は次のとおりであります。 

［半導体テストハウス事業］ 

３工場体制から２工場体制に集約すること等により固定費の圧縮を図る一方、車載関連ＩＣなどの成長製品

分野の取り込みを図り、次期の売上高は 7,640百万円（前事業年度比 6.9％減）と予想しております。 

  

［半導体設計事業］ 

音声・オーディオ・画像を中心とした分野での受託案件の最大確保により、次期の売上高は 560百万円（前

事業年度比 46.4％増）と予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

ａ．資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における総資産は、主に、売上高の減少および売掛金の早期回収実行による売上債権の減少、減損

処理を行ったことによる固定資産の減少、また設備投資の実施による現金及び預金の減少に加え、繰延税金資産を

取り崩したこと等から前事業年度末に比べて 4,436百万円減少し、7,948百万円となりました。 
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負債につきましては、主に、長期借入金の返済や賞与引当金の減少があったものの、リース資産減損勘定を計上

したことや短期借入金が増加したこと等により前事業年度末に比べて 436百万円増加し、5,826百万円となりまし

た。 

純資産につきましては、当期純損失の計上で利益剰余金が減少したことにより前事業年度末に比べて 4,873百万

円減少し、2,121百万円となりました。 

  

ｂ．キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

が 154百万円の支出、投資活動によるキャッシュフローが 213百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

が 70百万円の収入となった結果、前事業年度末に比べ 129百万円増加（前事業年度比 25.4％増）し、当事業年度

末には 638百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果減少した資金は 154百万円となりました。 

  これは主に、税引前当期純損失 4,277百万円の計上による資金の減少に対し、減損損失 1,611百万円、減価償

却費の計上 893百万円および売上債権の減少 1,674百万円等による資金の増加では補うことができなかったこと

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） 

  投資活動の結果増加した資金は 213百万円となりました。 

  これは主に、固定資産の取得による支出 595百万円があったものの、定期預金の満期に伴う 750百万円の払戻

があったこと等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） 

  財務活動の結果増加した資金は 70百万円となりました。 

  これは主に、長期借入金の返済 307百万円および長期未払金の支払 172百万円があったものの、短期借入金

が 550百万円増加したこと等によるものであります。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 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（期末株価終値×期末発行済株式総数）／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 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。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おります。 

※平成18年３月期及び平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率並びにインタレスト・カバレッジ・レ

シオについては営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(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、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと考え、企業体質の強化と事業展開に向けた内部留保の

充実を勘案しながら、業績に見合った利益還元を行っていく所存であります。また、内部留保資金は企業体質の強化

および今後の設備投資に有効活用し、将来の成長に向け努める所存であります。 

  なお、当期及び次期の配当につきましては、利益剰余金が大幅なマイナスとなっておりますので、無配とさせて頂

く予定であります。 

  

 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（％） 58.2 61.3 56.5 26.7 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
－ 102.4 32.5 17.5 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
0.6 － 5.0 － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
64.4 － 18.8 － 
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(4）事業等のリスク 

 以下の項目を除き、最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略します。 

 なお、記載しております事項は、決算短信提出日（平成20年５月15日)現在において当社が判断したものでありま

す。 

  

（継続企業の前提に重要な疑義が生じていることについて） 

 当社は前事業年度から２期連続して営業損失および当期純損失を計上し、当事業年度末における利益剰余金は

△3,052百万円となっており、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。 

 当該状況の解消を図るべく14ページ「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載いたしまし

た対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画通り進捗しなかった場合、予想していた収益が確保できない可

能性があります。 

２．企業集団の状況 
 最近の有価証券報告書（平成19年６月29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。 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標 

 平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

 当該中間決算短信は、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.gti.co.jp/ 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(3）中長期的な会社の戦略および会社の対処すべき課題 

 当社は、当事業年度において半導体テストハウス事業を中心として大幅な減収となり、この結果、前事業年度か

ら２期連続して営業損失を計上いたしました。一方で、日本の半導体生産については、中期的には高付加価値製品

を中心とした拡大が期待できるものの、国際競争の激化による半導体の価格の下落が継続しており、市場環境は当

面不透明な状況が続くものと考えられます。また当社の主力事業である半導体テストハウス事業においても当面厳

しい状況が続くものと予想されます。 

 このような状況の中、当社ではこれまでコストダウン、売上拡大策の推進等に鋭意取り組んでまいりましたが、

このたび更に踏み込んだ抜本的な対策を実施し、早期に黒字化を実現するとともに、市場環境が改善しない中でも

利益を確保できる体質の構築を目指し、中期経営計画を策定いたしました。その骨子は以下のとおりであります。

  

①  事業の選択と集中 

 コンタクト関係開発メニューのうち、高周波ＩＣ向けプローブカードについては他社へ事業売却することとい

たしました。 

  

②  コストダウンの推進（固定費の圧縮） 

 現在の売上高水準においても安定した収益が確保できる体制を構築するため、半導体テストハウス事業におけ

る現在の３工場体制を２工場体制に集約するとともに、人員および設備についても、集約に伴う生産性向上の反

映ならびに生産規模に応じた適正な水準への見直し等により、固定費の大幅な圧縮を図ります。このため、この

たび全社での人員削減を目的とした早期退職の募集を行うとともに余剰設備ならびに遊休資産については売廃却

を行ってまいります。 

  

③  売上高の確保 

 半導体テストハウス事業では上記取組みによるコスト競争力の強化をもとに、既存の主力分野であるＦＰＤ駆

動用ＩＣおよびロジックＩＣでの受注確保に加え、今後成長が期待できる製品分野（車載関連ＩＣ、白色ＬＥＤ

用ＩＣ、電源等アナログＩＣ、ＷＬＣＳＰ分野など）への取組みを強化してまいります。 

  

④  資金調達について 

 上記①～③の経営施策を着実に実行し、金融機関からの信頼回復へと繋げることで安定した資金の調達が行え

るものと見込んでおりますが、必要に応じてファクタリングも活用することで資金の確保を図ってまいります。
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４．財務諸表 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

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   1,259,025   638,234  △620,790 

２．受取手形   21,018   38,199  17,181 

３．売掛金   4,338,670   2,647,362  △1,691,308 

４．原材料   16,209   9,345  △6,864 

５．仕掛品   123,707   73,415  △50,292 

６．貯蔵品   52,098   47,506  △4,592 

７．前払費用   130,794   123,809  △6,985 

８．繰延税金資産   174,570   －  △174,570 

９．その他   106,520   11,318  △95,202 

10．貸倒引当金   △4,327   △2,685  1,642 

流動資産合計   6,218,288 50.2  3,586,506 45.1 △2,631,782 

         

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  4,962,392   4,842,605    

減価償却累計額  2,174,925 2,787,467  2,453,117 2,389,487  △397,980 

(2）構築物  16,007   34,092    

減価償却累計額  1,257 14,750  2,580 31,512  16,761 

(3）機械及び装置  18,052,096   17,585,931    

減価償却累計額  16,424,600 1,627,496  16,408,240 1,177,690  △449,805 

(4）工具器具備品  1,834,998   1,875,854    

減価償却累計額  1,295,967 539,031  1,420,204 455,649  △83,381 

(5）建設仮勘定   61,927   30,123  △31,803 

有形固定資産合計   5,030,673 40.6  4,084,463 51.4 △946,209 
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

２．無形固定資産         

(1）のれん   40,000   20,000  △20,000 

(2）特許権   36,370   29,683  △6,686 

(3）ソフトウェア   462,520   122,798  △339,722 

(4）その他   4,628   4,628  － 

無形固定資産合計   543,518 4.4  177,109 2.2 △366,408 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   8,000   8,000  － 

(2）長期前払費用   21,309   31,551  10,242 

(3）差入保証金   144,881   48,914  △95,966 

(4）繰延税金資産   406,150   －  △406,150 

(5）その他   11,980   11,980  － 

投資その他の資産合計   592,321 4.8  100,446 1.3 △491,875 

固定資産合計   6,166,513 49.8  4,362,020 54.9 △1,804,493 

資産合計   12,384,802 100.0  7,948,526 100.0 △4,436,275 

         
 

- 8 -

ジェネシス・テクノロジー㈱（2473）平成20年３月期決算短信（非連結）



  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

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．買掛金   126,452   193,080  66,628 

２．短期借入金   200,000   750,000  550,000 

３．１年以内返済予定の 
長期借入金   307,200   307,200  － 

４．未払金   1,249,747   1,240,115  △9,631 

５．未払費用   163,183   94,459  △68,723 

６．未払法人税等   －   19,000  19,000 

７．未払消費税等   23,907   1,543  △22,364 

８．預り金   46,995   25,876  △21,119 

９．賞与引当金   354,794   104,961  △249,833 

10．リース資産減損勘定   －   313,561  313,561 

流動負債合計   2,472,280 19.9  3,049,799 38.4 577,518 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   1,155,300   848,100  △307,200 

２．退職給付引当金   951,953   1,014,942  62,988 

３．役員退職慰労引当金   99,675   91,793  △7,881 

４．長期未払金   710,619   536,342  △174,276 

５．リース資産減損勘定   －   285,583  285,583 

固定負債合計   2,917,548 23.6  2,776,762 34.9 △140,785 

負債合計   5,389,828 43.5  5,826,561 73.3 436,733 

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

１．資本金     2,633,950 21.3   2,633,950 33.1 － 

２．資本剰余金                 

(1）資本準備金   2,541,030     2,541,030       

資本剰余金合計     2,541,030 20.5   2,541,030 32.0 － 

３．利益剰余金                 

(1）利益準備金   12,000     12,000       

(2）その他利益剰余金                 

繰越利益剰余金   1,808,226     △3,064,782       

利益剰余金合計     1,820,226 14.7   △3,052,782 △38.4 △4,873,009 

４．自己株式     △232 △0.0   △232 △0.0 － 

株主資本合計     6,994,974 56.5   2,121,965 26.7 △4,873,009 

純資産合計     6,994,974 56.5   2,121,965 26.7 △4,873,009 

負債純資産合計     12,384,802 100.0   7,948,526 100.0 △4,436,275 
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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） 

対前年比

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   11,646,014 100.0  8,589,011 100.0 △3,057,003 

Ⅱ 売上原価   10,896,686 93.6  9,891,075 115.2 △1,005,610 

売上総利益又は 
売上総損失（△）   749,327 6.4  △1,302,064 △15.2 △2,051,392 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,280,055 11.0  1,155,277 13.5 △124,777 

営業損失（△）   △530,727 △4.6  △2,457,342 △28.6 △1,926,615 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  478   1,192    

２．受取配当金  125   125    

３．受取補償金等  2,352   －    

４．受取雇用助成金  2,185   1,441    

５．還付加算金  －   2,594    

６．貸倒引当金戻入益  －   1,642    

７．その他  1,001 6,143 0.1 2 6,999 0.1 856 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  26,916   50,939    

２．支払手数料  8,346   －    

３．その他  5,764 41,027 0.4 14,275 65,215 0.8 24,187 

経常損失（△）   △565,611 △4.9  △2,515,558 △29.3 △1,949,946 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益   7,521 7,521 0.1 19,484 19,484 0.2 11,962 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産廃却損   9,601   6,843    

２．固定資産売却損   503   522    

３．特別退職金等   －   162,085    

４．減損損失 ※１ － 10,105 0.1 1,611,972 1,781,423 20.7 1,771,318 

税引前当期純損失
（△）   △568,195 △4.9  △4,277,498 △49.8 △3,709,302 

法人税、住民税及び
事業税  13,277   14,790    

法人税等調整額  17,524 30,802 0.2 580,720 595,510 6.9 564,708 

当期純損失（△）   △598,997 △5.1  △4,873,009 △56.7 △4,274,011 
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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） 

（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） 

  

 

株主資本 

純資産合計 
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 繰越利益剰

余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 2,632,600 2,539,680 2,539,680 12,000 2,480,343 2,492,343 △171 7,664,452 7,664,452 

事業年度中の変動額          

新株の発行 1,350 1,350 1,350         2,700 2,700 

剰余金の配当（注）         △73,119 △73,119   △73,119 △73,119 

当期純損失         △598,997 △598,997   △598,997 △598,997 

自己株式の取得             △61 △61 △61 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 1,350 1,350 1,350 － △672,117 △672,117 △61 △669,478 △669,478 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 1,808,226 1,820,226 △232 6,994,974 6,994,974 

 

株主資本 

純資産合計 
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 繰越利益剰

余金 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 1,808,226 1,820,226 △232 6,994,974 6,994,974 

事業年度中の変動額          

当期純損失         △4,873,009 △4,873,009   △4,873,009 △4,873,009 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － △4,873,009 △4,873,009 － △4,873,009 △4,873,009 

平成20年３月31日 残高 
（千円） 2,633,950 2,541,030 2,541,030 12,000 △3,064,782 △3,052,782 △232 2,121,965 2,121,965 
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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） 

対前年比 

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     

税引前当期純利益  △568,195 △4,277,498   

減価償却費  877,142 893,329   

減損損失  － 1,611,972   

貸倒引当金の減少額  △346 △1,642   

賞与引当金の減少額  △32,862 △249,833   

退職給付引当金の増加額  129,110 62,988   

役員退職慰労引当金の増加額 
（△減少額）  14,685 △7,881   

受取利息及び受取配当金  △603 △1,317   

支払利息  26,916 50,939   

固定資産廃却損  9,465 4,696   

固定資産売却損  503 522   

固定資産売却益  △7,521 △19,484   

売上債権の減少額  355,750 1,674,127   

たな卸資産の減少額  36,664 61,748   

仕入債務の増加額 
（△減少額）  △168,050 66,628   

未払消費税等の減少額  △47,774 △22,364   

その他  288,344 △46,047   

小計  913,228 △199,115 △1,112,344 

利息及び配当金の受取額  603 1,317   

利息の支払額  △26,894 △53,062   

法人税等の還付額  － 96,198   

法人税等の支払額  △380,810 △263   

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー  506,127 △154,925 △661,052 
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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） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・ 
フロー     

定期預金の預入による支出  △750,000 －   

定期預金の払戻による収入  1,200,000 750,000   

投資有価証券の取得による 
支出  △3,000 －   

固定資産の取得による支出  △814,570 △595,776   

固定資産の売却による収入  17,700 59,215   

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー  △349,870 213,438 563,308 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
フロー     

短期借入金の純増加額 
（△減少額）  △1,140,000 550,000   

長期借入れによる収入  1,500,000 －   

長期借入金の返済による支出  △526,750 △307,200   

長期未払金の支払による支出  △71,997 △172,023   

株式の発行による収入  2,700 －   

自己株式の取得による支出  △61 －   

配当金の支払額  △72,636 △80   

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー  △308,745 70,696 379,441 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）  △152,488 129,209 281,697 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  661,514 509,025 △152,488 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 509,025 638,234 129,209 
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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） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

 ──────  当社は、半導体テストハウス事業においては、ＦＰＤ

駆動用ＩＣを中心に価格下落の影響を受けたことに加

え、顧客における生産動向の変化の影響を受けたことに

よる数量減少があったこと、また半導体設計事業におい

ても受託開発の減少により、大幅な減収となり、この結

果、前事業年度から２期連続して営業損失および当期純

損失を計上し、当事業年度末における利益剰余金は

△3,052百万円となっております。 

 当該状況により、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。 

 当社を取り巻く半導体市場は当面不透明な状況が続く

ものと考えられ、また当社の主力事業である半導体テス

トハウス事業においても当面厳しい状況が続くものと予

想されます。 

 このような状況の中、当社はこれまでコストダウン、

売上拡大策の推進等に鋭意取り組んでまいりましたが、

このたび更に踏み込んだ抜本的な対策を実施し、早期に

黒字化を実現するとともに、市場環境が改善しない中で

も利益を確保できる体質の構築を目指し、平成20年５月

７日開催の取締役会において「中期経営計画」を策定い

たしました。 

 その計画の骨子は以下のとおりであります。 

  ①事業の選択と集中 

 コンタクト関係開発メニューのうち、高周波ＩＣ向

けプローブカードについては他社へ事業売却すること

といたしました。（内容につきましては、22ページ

「重要な後発事象」の１．をご参照下さい。） 

  ②コストダウンの推進（固定費の圧縮） 

 現在の売上高水準においても安定した収益が確保で

きる体制を構築するため、半導体テストハウス事業に

おける現在の３工場体制を２工場体制に集約するとと

もに、人員および設備についても、集約に伴う生産性

向上の反映、ならびに生産規模に応じた適正な水準へ

の見直し等により、固定費の大幅な圧縮を図ります。

このため、このたび全社での人員削減を目的とした早

期退職の募集を行うとともに、余剰設備ならびに遊休

資産については売廃却を行ってまいります。 

  ③売上高の確保 

 半導体テストハウス事業では、上記取り組みによる

コスト競争力の強化をもとに、既存の主力分野である

ＦＰＤ駆動用ＩＣおよびロジックＩＣでの受注確保に

加え、今後成長が期待できる製品分野（車載関連Ｉ

Ｃ、白色ＬＥＤ用ＩＣ、電源等アナログＩＣ、ＷＬＣ

ＳＰ分野など）への取り組みを強化してまいります。 

  ④資金調達について 

 上記①～③の経営施策を着実に実行し、金融機関か

らの信頼回復へと繋げることで、安定した資金の調達

が行えるものと見込んでおりますが、必要に応じてフ

ァクタリングも活用することで資金の確保を図ってま

いります。 
  
 上記計画の着実な遂行により、事業の安定化と継続的

な収益確保が実現できると判断しております。 

   従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、こ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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重要な会計方針 

最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

  

表示方法の変更 

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） 

（貸借対照表） 

前事業年度まで「営業権」として掲記されていたも

のは、財務諸表等規則の改正により当事業年度から

「のれん」として表示しております。 

（貸借対照表） 

────── 

（損益計算書） 

前事業年度において、営業外費用として表示してお

りました「新株発行費」は、当事業年度より、「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年８月11日実務対応報告第19号）の

適用により、「株式交付費」として表示する方法に変

更しております。 

 また、前事業年度において区分掲記しておりました

「新株発行費」は営業外費用の100分の10以下となった

ため、当事業年度より「株式交付費」として営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度の「株式交付費」の金額は 113千

円であります。 

（損益計算書） 

前事業年度において、営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「還付加算金」および「貸倒

引当金戻入益」は営業外収益の100分の10以上となった

ため、当事業年度より区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の「還付加算金」の金額は 1千

円、「貸倒引当金戻入益」の金額は 346千円でありま

す。 

 また、前事業年度において区分掲記しておりました

「支払手数料」は営業外費用の100分の10以下となった

ため、当事業年度より営業外費用の「その他」に含め

て表示しております。 

 なお、当事業年度の「支払手数料」の金額は 3,985

千円であります。 
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注記事項 

（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．       ────── ※１．減損損失 

 当事業年度において、当社は半導体テストハウス事

業に係る以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

 減損損失の内訳は、建物 289,070千円、機械及び装

置 304,523千円、工具器具備品 33,944千円、ソフトウ

ェア 295,788千円、リース資産 599,145千円、撤去費

用 89,499千円であります。 

 当社は、原則として、事業用資産につきましては、管

理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っており

ます。ただし、遊休資産、及び処分予定資産につきまし

ては、個別の資産単位ごとに把握しております。 

 アセンブリ関連設備につきましては、今後、収益性低

下等により投資額の回収が困難であると見込まれるた

め、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、減損損失を計上しております。 

 検査装置他につきましては、今後の稼動が見込めない

余剰設備について、当該資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。 

 ソフトウェアにつきましては、市場ニーズの変化によ

り、当初想定しておりました投資効果が期待できないと

判断し、帳簿価額の全額を減額し、減損損失を計上して

おります。 

 所沢工場の建物につきましては、中期経営計画の策定

に伴い、所沢工場は他工場へ集約されることとなったた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額するとともに、撤

去費用と合わせて減損損失を計上しております。 

 なお、減損損失を認識した資産の回収可能価額につい

ては、いずれも市場価格等を基礎とした正味売却価額に

より測定しておりますが、売却や他への転用が困難な資

産につきましては、零として評価しております。 

用途 場所 種類 
減損損失 

（千円） 

アセンブリ

関連設備 

西脇工場 

(兵庫県西脇市) 

建物 

機械及び装置 

工具器具備品 

リース資産他 

401,235 

検査装置他 

西脇工場 

(兵庫県西脇市) 

所沢工場 

(埼玉県入間郡) 

九州工場 

(大分県速見郡) 

機械及び装置 

工具器具備品 

リース資産 

566,429 

ソフトウェ

ア 

西脇工場 

(兵庫県西脇市) 
ソフトウェア 293,473 

所沢工場 

建物  

所沢工場 

(埼玉県入間郡) 

建物 

撤去費用 
350,833 

合計 1,611,972 
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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 

（平成19年３月31日現在） 

※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20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,259,025千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △750,000千円

現金及び現金同等物 509,025千円

現金及び預金勘定 638,234千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 638,234千円

 ２．重要な非資金取引の内容 

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 799,878千

円であります。 

 ２．重要な非資金取引の内容 

────── 
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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、減損損失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 13,609,941 5,057,295 8,552,645 

工具器具備品 42,831 30,443 12,387 

車両運搬具 2,866 1,672 1,194 

ソフトウェア 58,142 34,753 23,389 

合計 13,713,782 5,124,164 8,589,617 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額  
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械及び
装置 14,724,931 7,400,033 599,145 6,725,752 

工具器具
備品 26,312 13,816 － 12,495 

車両運搬
具 3,561 474 － 3,086 

ソフトウ
ェア 58,142 46,381 － 11,760 

合計 14,812,947 7,460,706 599,145 6,753,095 

(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等 

１年内 2,724,281千円

１年超 6,090,459千円

合計 8,814,741千円

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,771,312千円

１年超 4,691,914千円

合計 7,463,227千円

リース資産減損勘定の残高 599,145千円

(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、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 2,355,571千円

減価償却費相当額 2,286,380千円

支払利息相当額 130,149千円

支払リース料 3,104,092千円

減価償却費相当額 2,999,081千円

支払利息相当額 137,114千円

減損損失  599,145千円

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 339,073千円

１年超 369,689千円

合計 708,763千円

１年内 76,133千円

１年超 54,363千円

合計 130,497千円
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（退職給付関係） 

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．採用している退職給付制度の概要 

 当社は平成９年より退職金制度として退職一時金制

度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 △951,953 

(2）退職給付引当金 △951,953 

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 △1,014,942 

(2）退職給付引当金 △1,014,942 

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

 （単位：千円）

(1）勤務費用 132,542 

(2）利息費用 20,571 

(3）数理計算上の差異の費用処理額 △3,721 

(4）退職給付費用合計 149,391 

 （単位：千円）

(1）勤務費用 134,051 

(2）利息費用 23,190 

(3）数理計算上の差異の費用処理額 29,521 

(4）退職給付費用合計 186,764 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

同左 

(2）割引率 

2.5％ 

(2）割引率 

2.5％ 

(3）平均残存勤務期間 

15.6年 

(3）平均残存勤務期間 

16.3年 

(4）数理計算上の差異の処理年数 

発生年度に一括費用処理 

(4）数理計算上の差異の処理年数 

同左 
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（税効果会計関係） 

（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） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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

 （単位：千円）

繰延税金資産（流動資産）  

賞与引当金 141,917 

賞与に係る未払社会保険料 18,382 

未払事業税 4,182 

その他 10,087 

計 174,570 

  
  
  
  
繰延税金資産（固定資産）  

退職給付引当金 380,781 

役員退職慰労引当金 39,870 

ゴルフ会員権評価損 13,483 

繰越欠損金 179,959 

その他 26,857 

計 640,951 

評価性引当額 △234,801 

計 406,150 

繰延税金資産合計 580,720 

 （単位：千円）

繰延税金資産（流動資産）  

賞与引当金 41,984 

賞与に係る未払社会保険料 5,322 

未払事業税 2,147 

その他 8,563 

計 58,018 

評価性引当額 △58,018 

計 － 

  
繰延税金資産（固定資産）  

退職給付引当金 405,976 

役員退職慰労引当金 36,717 

ゴルフ会員権評価損 13,483 

減損損失 644,788 

繰越欠損金 1,330,865 

その他 36,495 

計 2,468,327 

評価性引当額 △2,468,327 

計 － 

繰延税金資産合計 － 

    

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 

 当事業年度は当期純損失が計上されているため、記

載を省略しております。 

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 

同左 

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） 

 該当事項はありません。 同左 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであ

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株当たり純資産額 956.27円 

１株当たり当期純損失金額 81.89円 

１株当たり純資産額 290.09円 

１株当たり当期純損失金額 666.18円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権残高を有しておりますが、当事業年度

は１株当たり当期純損失を計上しておりますので記載

しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権残高を有しておりますが、当事業年度は

１株当たり当期純損失を計上しておりますので記載して

おりません。 

 
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金額   

当期純損失金額（千円） 598,997 4,873,009 

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金額（千円） 598,997 4,873,009 

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,314 7,314 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（千株） － － 

（うち新株予約権） － － 

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数 527

個（105千株）） 

新株予約権（新株予約権の数 525 

個（105千株）） 
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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） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

────── 

  

 当社は平成20年５月７日開催の取締役会において承認さ

れました「中期経営計画」に基づき、事業の選択と集中お

よびコスト構造を見直すことにより、早期に黒字化を実現

するため、以下の施策を実施しております。 

１．高周波ＩＣ向けプローブカード事業の売却 

 事業化を目指し開発中であった高周波ＩＣ向けプロー

ブカード事業を株式会社ヨコオに譲渡することについ

て、平成20年５月９日に事業譲渡契約を締結いたしまし

た。 

①譲渡する相手会社の名称 

株式会社ヨコオ 

②譲渡する資産の予定額 

211百万円 

③譲渡の時期 

平成20年６月１日 

④譲渡予定価額 

311百万円 

２．半導体テストハウス事業のコスト構造見直し 

 テスト事業のコスト構造見直しとして、半導体テスト

ハウス事業の工場集約および早期退職優遇制度を実施す

ることを決議いたしました。 

（１）半導体テストハウス事業の工場集約 

所沢工場での半導体テストハウス事業を西脇工場

および九州工場へ統合いたします。 

①統合時期 

②所沢工場の概要 

③損益に与える影響 

 平成21年３月期において特別損失として、設備の

移転費用 19百万円を計上する予定であります。 

 なお、工場集約に伴い固定資産の除却を行います

が、当事業年度において処分見込価額まで減損損失

を計上しております。 

（２）早期退職優遇制度の実施 

①募集人員 

 100名程度 

②対象者 

 平成20年６月30日現在、満35歳以上、勤続１年以

上の正社員 

③募集期間 

 平成20年５月13日から平成20年５月30日 

④退職日 

 平成20年６月30日 

 但し、工場統合、業務引継等の都合により退職日

を７月１日以降とする場合があります。 

⑤損失見込額 

平成21年３月期において特別損失として再就職支

援費用等約 80百万円を計上する予定であります。 

開始予定 平成20年６月 

終了予定 平成20年12月 

・所在地 埼玉県入間郡 

・面積 4,464.43㎡ 

(土地および建物を賃借しております)

・売上高 1,205百万円(平成20年３月期) 
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（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、ストック・オプション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ます。 
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