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平成 21 年４月 10 日 
各      位 

会 社 名 パ ル ス テ ッ ク 工 業 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 熊 谷  正 史 

（コード番号 ６８９４ 東証第二部） 

問合せ先 取  締  役 坂 倉   茂 

（ＴＥＬ．０５３－５２２－５１７６） 
 

当社株式の時価総額、事業の現状及び今後の展開等について 

 

当社の株式につきまして、平成21年１月の時価総額（月末時価総額）が６億円未満となりま

したので、今後の見通し等につきましてお知らせいたします。 
 

記 
 

１．当社株式の時価総額について 

当社株式は、平成 21 年１月の月末時価総額が６億円未満となりました。 

東京証券取引所が定める有価証券上場規程第 601 条第１項第４号ａ（時価総額）では、９

か月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項

を記載した書面を３か月以内に東京証券取引所に提出しない場合にあっては、３か月）以内

に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が 10 億円（平成 21 年 12 月 31 日までは６億

円）以上にならない時は、上場廃止となる旨規定されております。 

当社は、以上の内容に基づき、東京証券取引所に対して当該書面を提出いたしましたので

お知らせいたします。 

なお、上述の上場廃止基準につきましては、平成 21 年 12 月末日までの間は、時価総額基

準を 10 億円未満から 6 億円未満に変更して当該基準が適用されることになっております。 

 

 

（ご参考） 

（１）①当社株式 平成 21 年１月末（1/30）現在の時価総額 

１月末最終価格 42 円×１月末上場株式数 13,934,592 株 

        ＝１月末時価総額 585,252,864 円 

②当社株式 平成 21 年２月末（2/27）現在の時価総額 

２月末最終価格 30 円×２月末上場株式数 13,934,592 株 

＝２月末時価総額 418,037,760 円 

③当社株式 平成 21 年３月末（3/31）現在の時価総額 

３月末最終価格 29 円×３月末上場株式数 13,934,592 株 

＝３月末時価総額 404,103,168 円 

 

（２）①当社株式 平成 21 年１月月間平均時価総額 661,526,420 円 

②当社株式 平成 21 年２月月間平均時価総額 448,107,142 円 

③当社株式 平成 21 年３月月間平均時価総額 397,135,872 円 
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２．事業の現状について 

（1）経営理念 

当社は、1969 年に設立以来、常に最新の技術を駆使し、高度化、複雑化する顧客要求に対

応するとともに、産業社会の発展に貢献できる製品づくりを目指してまいりました。 

当社の使命は、家電、ＯＡ機器、輸送用機器、精密機械、化学、繊維、医療などの分野に

おいて、それぞれが抱える生産工程上の様々な課題を解消することであり、常に高品質・低

価格製品の提供を目指し、量産品から自動化及び省力化機器に至るまで、それぞれの需要先

ニーズに適合した独自製品を開発し提供してまいりました。 

当社の経営理念は、次のとおりです。 

① 私達は創意と工夫をもって新しい価値を創造し、社会の発展に貢献します。 

② 私達は会社を取り巻くすべての人々と誠意をもって協調し、会社の繁栄と全員の幸福

との一致を追求します。 

③ 私達は自らの責任を自覚し、英知と信念をもって可能性に挑戦します。 

また、経営基本方針は、次のとおりです。 

① 明るく創造的な企業風土を創る。 

② 若さと夢をもった人材を善とする。 

③ 適材適所、実力主義を尊重する。 

④ 機会、表彰、報酬を保証する。 

⑤ 研究開発を推進し、新しい価値を創造する。 

 

（2）事業の内容及び特徴 

当社の事業は、電子応用機器･装置事業（現在の主要製品は、光ディスク関連機器･装置

とその他の特殊機器･装置です。）と電子部品組立事業（現在の主要製品はプリント基板の

組立です。）を主力としており、平成 11 年３月期の売上高構成比は、電子応用機器･装置事

業 41.1％、電子部品組立事業 58.9％でありましたが、電子部品組立事業の主力であった液

晶モジュール組立事業とエアコン用プリント基板組立事業から撤退したことにより、平成

20 年３月期の売上高構成比は、電子応用機器･装置事業 90.5％、電子部品組立事業 9.4％

となりました。 

電子応用機器･装置事業は、光ディスク関連分野、自動車関連分野、ＯＡ機器関連分野、

ＡＶ機器関連分野等の研究開発部門、品質管理部門、生産部門で使用する検査装置や評価

装置が主体であるため、高付加価値、高収益性、高成長性である反面、業界の景気動向や

各企業の設備投資動向の影響を受けるほか、技術者中心による労働集約的な生産体制のた

め、人件費等の固定費負担が高くなる傾向があります。 

一方の電子部品組立事業は、安定した受注が確保できるものの、付加価値が低く収益性

や将来性に乏しい事業であり、過去においてエアコン用プリント基板組立事業と液晶モジ

ュール組立事業からそれぞれ撤退した経緯があり、製氷機用プリント基板組立事業のみ継

続しておりましたが、今後の収益見通しが立たないため、平成 21 年３月 31 日付で撤退い

たしましたので、平成 22 年３月期から電子部品組立事業の売上高はゼロとなります。 

① 光ディスク関連機器･装置への依存度 

平成 20年３月期の光ディスク関連機器･装置の売上高は、全体の 71.0％を占めており、

依存度が高い状況にあります。光ディスクはＣＤ、ＤＶＤ、Ｂlu－ray、ＨＤ ＤＶＤな

ど様々な規格が提案されてきましたが、評価方法や検査項目はそれぞれの規格によって

相違するため、既存製品の改良や新規開発が必要となります。 

新規格に対して、タイムリーに評価装置を提供することは、光ディスク業界の発展に

欠くことのできない当社の使命と認識しておりますが、常に先駆者としてのリスク（先

行投資が必要、高い技術力が必要、新しい規格が商品化されないなど）が伴う反面、主

要企業に採用されれば標準機のメーカとしてのポジションと相応の利潤が得られます。 

また、光ディスク関連機器･装置の売上高比率が高まることは、光ディスクが成長して

いく過程においては望ましい反面、経営資源を集中する割合が高いほど、財務及び業績

に与える影響も大きくなる傾向があります。 
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② 業界動向 

当社は、さらに拡大発展が見込める光ディスク業界向けの新製品開発に注力するとと

もに、３Ｄスキャナやナノ加工装置などの光ディスク関連以外で成長が見込める分野へ

も積極的に経営資源を投入していく方針でありますが、今後の業績は、ＤＶＤやＢlu－

ray 等の市場動向及び３Ｄスキャナやナノ加工装置などの市場動向によって大きく変動

する可能性があります。 

また、最近の光ディスク業界においては、規格やロイヤリティ問題などにより撤退を

表明する企業も増加する傾向にあります。 

 

③ 他社との競合 

当社は、光ディスク関連機器･装置のリーディングカンパニーであり、今までに培った

ノウハウや先端技術を駆使することにより、競合する企業との差別化を図ってまいりま

したが、競合先の企業から当社製品の類似品や低価格製品が市場投入され、当社の対応

が遅れた場合は、財務及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 研究開発 

当社は、研究開発型企業として先端技術を駆使して多様化する顧客ニーズに対応した

独自製品をタイムリーに提供してきたことにより、業容を拡大してまいりました。 

平成 20 年３月期の研究開発費の総額は３億 54 百万円で、売上高に対する割合は 6.8％

でありますが、研究開発の成果がすべて経営成績に寄与する保証はありません。 

 

⑤ 新規事業 

当社は、安定経営の観点から今後も新規事業への積極的な取り組みを継続する考えで

すが、その内容によっては、研究開発費や設備費、人材の確保等について、新たな支出

を必要とする可能性があるほか、新規事業を開始しても安定的な収益を計上できるまで

には一定の期間が必要であるため、短期的には全体の利益率を低下させる可能性があり

ます。 

また、着手した新規事業が必ずしも計画どおりに推移する保証はなく、市場環境や顧

客動向の変化等の影響により、利益計画の見直しや投下資金の回収が困難になるなど、

業績に対して相応の影響を受ける可能性があります。 

 

⑥ 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

当社は、３期連続で当期純損失を計上したことにより、平成 20 年３月期において継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在していることを開示いたしました。 

 

（3）業績の推移 

東京証券取引所上場翌年からの業績の推移は次のとおりです。 

① 平成 13 年３月期 

東京証券取引所上場翌年度の平成 13 年３月期は、不採算事業からの撤退、新規事業の

早期立ち上げ、生産管理体制の整備、グローバルな事業展開、品質システムの効率的な

運用、環境マネジメントシステムの定着化に注力いたしました。 

ＣＤ－Ｒ用やＣＤ－ＲＷ用関連設備は低調であったものの、ＤＶＤ関連が伸張しけん

引役となったことから、光ディスク関連機器・装置の売上高は 53 億 30 百万円、買換え

需要の増加等の要因によりプリント基板検査装置の売上高は３億 20 百万円、車両用や専

用検査装置の低迷などの影響により、その他の特殊機器・装置の売上高は８億 89 百万円

となったことから、電子応用機器・装置事業の売上高は 65 億 40 百万円となりました。 

エアコン用プリント基板組立事業と液晶モジュール組立事業からそれぞれ撤退したこ

とにより、電子部品組立事業の売上高は 24 億 60 百万円となりました。 

以上により、売上高は 90 億５百万円、営業利益は８億 87 百万円、経常利益は９億 13

百万円、当期純利益は１億 73 百万円となりました。 
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② 平成 14 年３月期 

当期は、「効率経営を推進して、収益力を向上する。」を当期の経営方針に掲げ、納期

２分の１の実現、業務の効率化、新規事業の創出、海外拠点の整備等の経営課題に取り

組むとともに、早期の景気回復を期待しましたが、業界の思惑に反して景気低迷による

生産調整が長期化したことから、設備投資の凍結や先送りなどの影響が大きく、諸経費

の削減に向けて仕入れ価格の見直し、外注政策の強化、役員報酬のカットなどの諸施策

を実施いたしました。 

相変化光ディスク用初期化装置やプリライター等の新製品が売上に貢献したものの、

前期のけん引役であったＤＶＤ関連の設備投資が低迷したことから、光ディスク関連機

器･装置の売上高は 36 億 66 百万円、プリント基板関連の生産拠点の海外シフトにより需

要が低迷したことから、プリント基板検査装置の売上高は、２億 11 百万円、車両用や温

熱電子機器が好調だったことから、その他の特殊機器･装置の売上高は 10 億 81 百万円と

なったことから、電子応用機器･装置事業の売上高は 49 億 60 百万円となりました。 

製氷機用プリント基板組立が低調だったことから、電子部品組立事業の売上高は５億

70 百万円となりました。 

以上により、売上高は 55 億 34 百万円、営業損失は４億２百万円、経常損失は４億７

百万円、当期純損失は２億 85 百万円となりました。 

 

③ 平成 15 年３月期 

当期は、「改革の推進」を経営方針に掲げ、景気変動に左右されない強固な経営基盤の

構築に向けて、意思決定の迅速化、経営組織のスリム化、人材活性化等の制度改革を実

施するとともに、事業の拡大発展を目指して新規事業の早期創出、マーケティング力の

強化、コスト競争力の強化等にも着手しました。 

マルチ用途用光ピックアップの需要増加等により、光ピックアップ関連設備の需要は

増加傾向で推移したものの、コストダウン要請による低価格化の影響により、光ピック

アップ関連の受注は低調となり、ＤＶＤ検査用プレーヤ、光ディスクドライブ装置、Ｄ

ＶＤ－Ｒ用プリライターなどの主力製品の受注が好調に推移したことから、光ディスク

関連機器･装置の売上高は 58 億 65 百万円、生産拠点の海外移転により国内の需要がさら

に低下したことから、プリント基板検査装置の売上高は１億 56 百万円、温熱電子機器の

受注減少により、その他の特殊機器･装置の売上高は８億 37 百万円となったことから、

電子応用機器・装置事業の売上高は 68 億 59 百万円となりました。 

製氷機用プリント基板組立は前期と同程度で推移しましたが、その他のプリント基板

組立の受注を一部打切ったことから、電子部品組立事業の売上高は５億 51 百万円となり

ました。 

以上により、売上高は 74 億 12 百万円、営業利益は６億 43 百万円、経常利益は６億

37 百万円、当期純利益は３億 65 百万円となりました。 

 

④ 平成 16 年３月期 

当期は、さらなる事業の拡大を目指し、景気変動に左右されない強固な経営基盤の構

築に向けて、タイムリーな新製品の市場投入、新規事業の育成、収益力の増大に向けた

既存事業の見直し、活力ある企業風土の醸成等に注力しました。 

台湾を中心にＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ等の光ディスクの生産が好調に推移する

とともに、中国でも光ディスクや光ピックアップの生産が急拡大するなど、活発な設備

投資環境であったことから、光ディスク関連機器･装置の売上高は 69 億 11 百万円、撤退

を前提とした事業展開のためプリント基板検査装置の売上高は１億 12 百万円、温熱電子

機器は低調であったが３Ｄスキャナが好調であったため、その他の電子応用機器･装置は

９億 35百万円となり、電子応用機器･装置事業の売上高は 79億 59百万円となりました。 

受注数量の伸び悩みや主力製品のコストダウン要請等により電子部品組立事業の売上

高は５億１百万円となりました。 

以上により、売上高は 84 億 62 百万円、営業利益は６億 89 百万円、経常利益は６億

92 百万円、当期純利益は４億 22 百万円となりました。 
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⑤ 平成 17 年３月期 

当期は、中長期的な将来事業の育成、グローバル対応の強化、ＩＴ経営の推進、人的

資本の強化等に注力いたしましたが、業界の思惑に反して海外の光ディスクメーカの生

産調整が長期化し、設備投資の凍結や先送りなどによる影響を受けたことから、光ディ

スク関連機器･装置の売上高は 53 億 17 百万円、その他の特殊機器･装置は 10 億 22 百万

円となったことから、電子応用機器･装置事業の売上高は 63 億 39 百万円となりました。 

電子部品組立事業の売上高は、製氷機用プリント基板組立が前期並みの推移であった

ことから５億４百万円となりました。 

以上により、売上高は 68 億 46 百万円、営業損失は３百万円、経常利益は８百万円、

当期純利益は 80 百万円となりました。 

 

⑥ 平成 18 年３月期 

当期は、グローバルな組織づくりや人材育成に注力するほか、次世代ＤＶＤの本格的

な立ち上がりに向けて新しい製品や新技術の開発に努め、販売体制等の強化を図るとと

もに、業務効率の向上や原価低減に努めましたが、記録型ＤＶＤ関連設備、次世代ＤＶ

Ｄ関連設備の需要が伸び悩み、既存の主力製品、次世代ＤＶＤ向け戦略製品ともに低調

であったことから、光ディスク関連機器･装置の売上高は 40 億 53 百万円、その他の特殊

機器・装置の売上高は 10 億 28 百万円となり、電子応用機器･装置事業の売上高は 50 億

81 百万円となりました。 

電子部品組立事業の売上高は、前期とほぼ同様の５億５百万円となりました。 

以上により、連結売上高は 55 億 89 百万円、営業損失は４億９百万円、経常損失は３

億 75 百万円、当期純損失は２億 21 百万円となりました。 

なお、当期から子会社１社（パルス（北京）科技有限公司）を連結子会社といたしま

した。 

 

⑦ 平成 19 年３月期 

当期は、技術開発力の向上と低価格化への取り組みを強化するとともに、海外販売網

の整備とカスタマ･サポート体制を強化し、高度化、複雑化するユーザニーズに対応する

ことにより、関連業界の発展に寄与しつつ、収益力の増大に向けて注力いたしましたが、

ＤＶＤの低価格化や次世代ＤＶＤの市場拡大の遅れによる影響から、光ディスク関連・

機器装置の需要が予想に反して低調であったため、電子応用機器･装置事業の売上高は

41 億 13 百万円となりました。 

省電力機能付業務用冷蔵庫の需要増加により、電子部品組立事業の売上高は５億 87

百万円となりました。 

以上により、連結売上高は 47 億２百万円、営業損失は４億 33 百万円、経常損失は４

億 27 百万円、当期純損失は 19 億 82 百万円（繰延税金資産の全額取り崩し、固定資産の

減損損失、事業構造改革に伴う費用について特別損失を計上しました。）となりました。 

 

⑧ 平成 20 年３月期 

当期は、黒字体質への転換を目指し、人員の削減、拠点の統廃合など大規模な事業構

造改革を行い、固定費の圧縮、材料費の低減等に注力するとともに、主力製品の販売に

注力いたしました。 

ＨＤ ＤＶＤ用光ピックアップ調整装置が予想以上に好調に推移したことにより、光デ

ィスク関連機器･装置の売上高は 37 億 12 百万円、３Ｄスキャナ、ナノ加工装置等の寄与

によりその他の特殊機器･装置の売上高は 10 億 20 百万円となり、電子応用機器･装置事

業の売上高は 47 億 32 百万円となりました。 

電子部品組立事業の売上高は、製氷機用プリント基板組立の受注数量、価格ともに厳

しく４億 94 百万円となりました。 

以上により、連結売上高は 52 億 28 百万円、営業利益は 45 百万円、経常利益は 10 百

万円、当期純損失は３億 90 百万円（ＨＤ ＤＶＤ規格がなくなりＢlu－ray 規格に一本

化されたことに伴い、販売見込みのなくなったＨＤ ＤＶＤ関連棚卸資産について特別損

失を計上しました。）となりました。 
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⑨ 平成 21 年３月期（第３四半期まで） 

当期は、絶対黒字化に向けて『一人ひとりが創業者』をスローガンに目標達成を目指

してまいりましたが、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の鈍化や金融不安

に加え、原油や原材料価格の高騰などが長期化し社会問題となるほか、設備投資の先送

りや個人消費の低迷、インフレ懸念など、景気後退局面で推移いたしました。 

このような状況の中で、受注実績は計画を大幅に下回る結果となり、黒字の見通しか

ら一転して赤字となる下方修正を余儀なくされ、人件費を含めたさらなる経費削減策を

実施することにいたしました。 

平成 21 年３月期第３四半期（連結）までの業績の主な内容は次のとおりであります。 

（単位：千円） 

科   目 
第１四半期 

実績 

第２四半期 

累計実績 

第３四半期 

累計実績 
通期予想 

売上高 748,774 1,799,246 2,564,586 3,272,000 

売上原価 709,173 1,427,579 2,033,495 2,624,000 

売上総利益 39,600 371,667 531,090 648,000 

販売費及び一般管理費 285,358 546,412 813,510 1,080,000 

営業利益 △245,758 △174,745 △282,420 △432,000 

営業外収益 1,768 6,218 8,030 10,000 

営業外費用 5,447 15,999 34,776 45,000 

経常利益 △249,437 △184,526 △309,165 △467,000 

特別利益 1,230 453 660 1,000 

特別損失 19,689 32,729 39,226 67,000 

税金等調整前純利益 △267,896 △216,802 △347,730 △533,000 

純利益 △268,871 △218,747 △351,201 △536,000 

     

営業活動によるＣＦ 138,371 633,575 854,189  

投資活動によるＣＦ △10,364 △113 △4,124  

財務活動によるＣＦ △55,042 △110,402 △165,501  

現金及び現金同等物残高 1,331,868 1,782,373 1,934,505  

 

第１四半期は、黒字転換並びに経営基盤の強化に向けて、前期からの事業構造改革を

継続し、さらなる固定費の圧縮、材料費や外注費の見直し、適正在庫の維持管理、全社

的な品質の向上等に取り組むとともに、積極的な受注活動を展開いたしましたが、前期

末に行ったＨＤ ＤＶＤ関連製品の処理（特定顧客に対する期末受注残となった棚卸資産

の一括買上げ処理、余剰在庫の廃棄）の影響により期初の受注残高が少なかったことに

加え、設備投資の先送りにより主力の光ディスク関連機器・装置（特にＢlu－ray 関連

製品）も苦戦を強いられ、ナノ加工装置や波面センサ関連の受注も伸び悩んだことによ

り、売上高は計画を下回る結果となりました。 

損益面につきましては、諸経費の削減に注力いたしましたが、売上高の減少による影

響及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用されたことに伴う棚卸資産の評価減

等の影響により、当初の計画よりも赤字幅が拡大する厳しい内容となりました。 

第２四半期は、北京オリンピックの特需もあり、薄型テレビ、Ｂlu－ray ディスク関

連商品、デジタルカメラなどのデジタル家電製品やゲーム機などが引き続き好調に推移

し、なかでもＢlu－ray レコーダの販売数量はＤＶＤレコーダ全体の 50％を占めるまで

に成長いたしました。一方、自動車関連は販売不振に円高も加わり、一層厳しさを増す

状況で推移いたしました。 

固定費の削減やその他の対策につきましては、第１四半期と同様の諸施策を継続する

とともに、積極的な受注活動を展開した結果、売上高、損益面ともに第１四半期と比較

し改善傾向で推移いたしましたが、当初の計画は下回る結果となりました。 
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第３四半期は、Ｂlu－ray 用ディスク検査装置（ＢＤ ＭＡＳＴＥＲ）、量産用光ピッ

クアップ評価装置（Ｏ－ＰＡＳ１００）、解析用光ピックアップ評価装置（ＰＡＬ-１０

０）等の販売に注力いたしましたが、主要取引先の生産調整、整備投資計画の凍結や先

送りにより、光ディスク関連機器･装置の売上高は、前年同期実績を大幅に下回り、その

他の特殊機器･装置は、個別受注品のガラス欠陥検査装置は好調であったものの、３Ｄス

キャナ、ナノ加工装置、波面センサいずれも厳しい受注環境で推移したことにより、電

子応用機器･装置の売上高は 22 億 94 百万円となりました。 

製氷機用プリント基板組立は引き続き減少傾向で推移したことにより、電子部品組立

の売上高は２億 69 百万円となりました。 

以上により、連結売上高は 25 億 64 百万円、営業損失２億 82 百万円、経常損失３億９

百万円、四半期純損失３億 51 百万円となりました。 

 

３．実施中の施策及び今後の展開について 

昨年の後半から世界同時不況の影響が深刻化し、主力製品の受注環境も一気に冷え込み、

厳しい経営環境で推移しております。 

当社は、このような状況に対処するため、平成 21 年２月 10 日開催の取締役会において、

平成 22 年３月期の黒字化に向けて、「黒字体質への転換」と「雇用の確保」に重点を置き、

コスト削減に向けた諸施策を実施することを決議いたしました。 

現在実施中の施策及び今後の展開につきましては次のとおりであります。 

（１）役員報酬の減額（平成 21 年２月支給分から実施中） 

現在、取締役の報酬は 30％から 60％の減額を実施しておりますが、さらに 10％の減

額を実施いたしました。 

 

（２）従業員の基本給の減額（平成 21 年４月度の給与から実施予定） 

35 歳以上の従業員を対象に、基本給を最大 20％減額いたします。 

 

（３）役職手当の減額（平成 21 年４月度の給与から実施予定） 

従業員の役職手当を一律 30％減額します。 

 

（４）退職金ポイントの積立凍結（平成 21 年４月分から実施予定） 

従業員の退職金ポイントの積立を凍結します。ただし、確定拠出年金への積立は継続

します。 

 

（５）一時帰休の実施（平成 21 年３月から平成 22 年３月まで） 

全従業員を対象に一時帰休を実施します。なお、一時帰休の対象者には給与の８割に

相当する休業手当を支給するとともに、雇用安定助成金を申請いたします。 

① 全社一斉の一時帰休 

平成 22 年３月期において稼働を予定している土曜日すべて（11 日間）を一時帰休

日とするほか、平成 21 年４月 27 日、28 日、30 日、５月１日をそれぞれ全社一斉の一

時帰休日とします。 

 

② ワークシェアリング型一時帰休 

各部門でローテーションを組み、一人毎月２日程度の一時帰休を実施します。 

 

（６）フレックスタイム制の実施（体制が整い次第） 

業務の効率化を図るため、技術部門を対象にフレックスタイム制の勤務形態を採用し

ます。 

 

（７）役職定年制の採用（体制が整い次第） 

組織の活性化と若返りを図るため、55 歳を役職定年とする役職定年制度を採用します。 
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（８）早期退職優遇制度の採用（体制が整い次第） 

55 歳から 58 歳までの従業員を対象に、早期退職優遇制度を採用します。 

 

（９）役員人事の刷新 

① 代表取締役社長の交代 

当社の代表取締役は、平成 21 年４月１日付で東孝一から熊谷正史に交代いたしまし

た。 

② 取締役の刷新 

取締役については、平成 21 年６月開催予定の定時株主総会において、東孝一、木下

達夫、坂倉茂がそれぞれ退任し、新たに杉本英、鈴木幸博、稲垣安則が取締役に就任

する予定であります。 

 

（10）新製品の市場投入 

① 太陽光発電型ＬＥＤ照明灯『パルソーラー照明灯』 
太陽電池、バッテリー、高輝度ＬＥＤを組み合わせた照明灯で、日中、太陽電池で

発電した電力をバッテリーに蓄えておき、夜間はその電力を照明用として使用するも

のです。環境負荷の軽減、一般の電力供給が困難な場所の照明、災害時の夜間照明な

どを目的として使用されます。 

平成 22 年３月期は 100 台の販売を見込んでいます。 

 

② 光ディスクチェッカー『ＨＲ－１０００』 

専門的な技術や知識がなくても、光ディスクに記録されたデータの品質を簡単に検

査することができる装置で、業界一の実績と市販ドライブの採用により低価格で信頼

性の高い検査を実現いたしました。 

主な用途としては、レンタル用光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ、Ｂlu－ray）の品質の維

持管理（レンタルの返却時やクレーム発生時、光ディスクの傷研磨工程前後の品質検

査）、ゲームソフト（光ディスク）の流通市場における品質確認（買取り時やクレーム

発生時の品質検査）に使用されます。 

平成 22 年３月期は 1,000 台の販売を見込んでいます。 
 

③ ３Ｄスキャナ『Ｇシリーズ』 

従来製品であるＥシリーズを改良したもので、従来製品に比べ、高速、高精度、低

価格を実現するとともに、自己診断機能を搭載しメンテナンス性の向上を図りました。 

平成 22 年３月期は 100 台の販売を見込んでいます。 

 

（11）既存製品の販売促進 

①光ディスク関連機器･装置 

ａ．ＢＤディスク評価装置『ＢＤ－ＭＡＳＴＥＲ』 

Ｂlu―ray ディスク（ＢＤ）の諸特性（機械特性、電気特性、光学特性）を計測

しその性能を評価する装置で、主な特徴は、再生専用型、追加記録型、書換可能型

Ｂlu―ray ディスクの特性評価を短時間で行えること、光ディスクの回転制御を任

意に行えること、自動計測ができることに加え、自社開発した検査用プレーヤを搭

載したことにより、低価格を実現しました。 

以上の性能や価格を武器に国内はもとより海外にも専任者を置き、積極的な販促

活動を展開しています。 

 

ｂ．スタンパ評価装置『ＩＮＳＰＥＣＴＥＲ』 

ＢＤ－ＲＯＭ、Ｒ、ＲＥ用スタンパの電気特性を自動計測する評価装置です。主

な特徴は、自社開発の計測ボードを内蔵したことにより外部計測機が不要となった

こと、ＲＦ解析・ＪＩＴＴＥＲ、溝特性などの電気特性が任意の条件で計測できる

こと、過去の計測データを簡単に閲覧できることなどです。 

国内の主要メーカ向けを中心に積極的な販促活動を展開しています。 
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ｃ．光ディスクドライブユニット『ＯＤＵ－１０００手動機』 

ＤＶＤ、ＢＤディスクの評価、検査を行うための駆動装置です。主な特徴は、ハ

イパワーのレーザを搭載したこと、記録用信号発生器と組み合わせればＢＤの記録

評価ができること、パラメータ設定の自由度が高いこと、標準速度から高倍速度ま

で対応できること、球面収差補正機能により最適化調整ができることなどです。 

主に、研究開発や品質管理用途に使用され、ユーザも特定されるため、販売見込

み数量は限定的です。 

 

ｄ．光ディスクドライブ自動評価装置『ＯＤＵ－１０００自動機』 

ＤＶＤ、ＢＤディスクの各規格に準拠した特性評価を自動で行う装置です。主な

特徴は、自動計測のため作業者によるバラツキがないこと、標準速度から高倍速度

まで対応できること、各種の生信号をモニターできること、球面収差補正機能によ

り最適化調整ができることなどです。 

上記ｃ．と同様に研究開発や品質管理の目的に使用され、ユーザも特定されるた

め、販売見込み数量は限定的です。 

 

ｅ．ＢＤディスクチェッカ『ＥＲＣ－ＢＲ２手動機』 

ＰＩＯＮＥＥＲ製ドライブを用いてＢＤディスクの欠陥を検査するシステムです。

主な特徴は、検査結果をディスクイメージでマッピング表示できること、ＳＵＭ、

ＰＰ、ＦＥの３信号の同時検査ができること、オフセット除去機能によりＧＮＤレ

ベルを補正できることなどです。 

ＢＤの生産数量の増加に伴い、ニーズも高まることを期待して販促活動を展開し

ています。 

 

ｆ．ＢＤディスクチェッカ『ＤＨＡ－ＥＲＣ自動機』 

ＰＩＯＮＥＥＲ製ドライブを用いてＢＤ－Ｒ、ＲＥディスクの欠陥を自動検査す

るシステムです。主な特徴は、最大 14 台のドライブ搭載することができること、デ

ィスク１枚のハンドリングを 2.5 秒で行うこと、ＮＧ品はＮＧストッカへ自動排出

できること、欠陥検査データの保存と出力機能があることなどです。 

ＢＤの生産数量の増加に伴い、ニーズも高まることを期待して販促活動を展開し

ています。 

 

ｇ．ＢＣＡライタ 

光ディスクにＢＣＡコードを記録する装置です。主な特徴は、従来製品の約２倍

のレーザパワーで記録できること、回転トレーの採用によりタクトタイムを短縮し

たことなどです。 

光ディスクの生産数量によって販売が左右されますので、各ディスクメーカの生

産計画をいち早く入手し提案できるよう販促活動を展開しています。 

 

ｈ．ＢＣＡチェッカ 

光ディスクにＢＣＡコードが規格どおり記録されているかＣＣＤカメラを用いて

検査する装置です。主な特徴は、独自のメカニカルインターフェースの採用により、

ハンドリング時間を短縮したこと、ＢＣＡライタとの通信機能により、記録された

ＢＣＡを検査することができることなどです。 

光ディスクの生産数量によって販売が左右されますので、各ディスクメーカの生

産計画をいち早く入手し提案できるよう販促活動を展開しています。 

 

ｉ．光ピックアップ検査装置『Ｏ－ＰＡＳ１００』 

ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤなどほとんどすべての光ピックアップを対象にした３波長対

応の再生検査装置です。主な特徴は、上位機種であるＯＰＵ－１０００と高い相関

性を維持していること、フルデジタル制御により高速処理できること、Ｄｕａｌ－

ＤＳＰにより汎用性と拡張性を確保したこと、高精度メカ基台ユニットの採用によ

り小型軽量化したこと、ＬＡＮ対応により複数台の統合管理ができることなどです。 
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当該製品は生産ライン用のため、国内の主要メーカは内製化を進めており苦戦を

強いられておりますが、海外メーカにはニーズがあるので海外を中心に販促活動を

展開しています。 

 

ｊ．光ピックアップ評価装置『ＰＡＬ－１００』 

ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤなどほとんどすべての光ピックアップを対象にした３波長対

応の再生評価装置です。主な特徴は、上位機種であるＯＰＵ１０００と高い相関性

があること、光ピックアップからの信号をアナログ処理することにより波形解析等

の品質管理用途に適していること、ＰＣと一体化した電装部のためコンパクトであ

ること、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ上にて制御しているため、通常のＰＣとしてＬＡＮ接

続できること、汎用性のあるエラー演算機能を搭載していること、各種パラメータ

の設定やデータのグラフ表示ができることなどです。 

主に、研究開発や品質管理用途に使用され、ユーザも特定されるため、販売見込

み数量は限定的です。 

 

ｋ．光ピックアップ光学式調整装置『ＨＳ－１』 

高速波面センサを搭載した光学式の光ピックアップ調整装置です。主な特徴は、

波面計測を採用したことにより高密度記録用光ピックアップの最適な調整ができる

こと、光干渉計を使用した場合と比較し低価格であること、メカユニットを追加す

ることで調整と評価に対応できることなどです。 

今後、高密度記録の光ピックアップの生産が本格化するとの見込みから、対象ユ

ーザへ積極的に販売活動を展開中です。  

 

② 光応用機器・装置 

ａ．ナノ加工装置『ＮＥＯシリーズ』 

基板（半導体ウエハやガラスなど）上に成膜したレジスト面に、基板を回転させ

ながら大気中でナノメータサイズのドットパターンを直接描画（ナノ露光）する装

置です。主な特徴は、大気中において高速にナノメータサイズの加工ができること、

光源に可視光レーザを使用したことにより、従来の描画装置に比べコンパクトで低

価格を実現したことなどです。 

部品メーカや化学メーカを中心に受注活動を展開していますが、長期間を要する

素材実験や各種試験も必要になるので、受注に至るまでには相当の期間を要します。 

 

ｂ．３次元スキャナ『Ａ／Ｂシリーズ』 

半導体レーザを使用し、三角測量法の原理により非接触で３次元形状の計測を行

う装置です。主な特徴は、外乱光に強く屋外でも使用できること、小型軽量でセッ

ティングが簡単であること、異なる色が混在していても安定して計測できることな

どです。 

個別ニーズに対応する商品のため、官公庁、電力、重電、建設、電機関係のメー

カを中心に販促活動を展開しています。 

 

ｃ．３次元スキャナ『Ｅシリーズ』 

多関節デジタイザに搭載して使用する３次元スキャナです。主な特徴は、繰返し

精度が 50μｍ以下であること、460ｇと軽量であること、高感度モードによりガラ

スの測定もできること、毎秒 60 ラインの高速スキャンができることなどです。 

多関節デジタイザや計測・解析ソフトとのセット販売のため、専門の販売代理店

にて販売を行っています。 

 

ｄ．３次元スキャナ『ＰＨシリーズ』 

接触式の三次元測定装置（ＣＭＭ）の先端に搭載して使用する３次元スキャナで

す。主な特徴は、既存の三次元測定装置に取り付けることにより、非接触による高

速計測ができること、海外製品と比べ低価格であることなどです。 
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国内の三次元測定装置の主要メーカに標準採用していただくとともに、お客様が

使用されている三次元測定装置に後付して非接触計測できるので、近隣の企業様に

も積極的に販促活動を展開しています。 

 

ｅ．３次元スキャナ『ＦＳＣＡＮ』 

自然光に近いキセノン光を光源とし、光の干渉縞を応用した格子投影法による３

次元スキャナです。主な特徴は、外乱光の影響を受け易く使用する環境に一定の制

限があるという欠点はあるものの、約１秒で計測できること、カラーデータを取得

できること、レーザ方式と比較し安全であることなどです。 

耳鼻科用手術ナビゲータのスキャナに採用されており、現在医療用具としての認

可を取得する段階にあります。完成後は、耳鼻咽喉科の医療機器専門の会社にて販

売する予定です。 

 

ｆ．レンズユニット波面計測システム『ＬＵＣＡＳ』 

Shack－Hartmann 方式の波面センサを使用したレンズユニットの検査・調整シス

テムです。主な特徴は、ダイナミックレンジが広く大きな収差が計測できること、

リアルタイムに波面収差が計測できること、635nm のレーサー光源を標準装備して

いること、振動や温度変化の影響を受けにくいことなどです。 

光ピックアップ、デジタルカメラ、携帯電話、メガネ用などを対象とし、主にレ

ンズメーカ向けに販促活動を展開しています。 

 

ｇ．高速波面センサ『ＰＷＳ－１０００』 

Shack－Hartmann 方式により、リアルタイムで波面収差を計測することができる

センサです。主な特徴は、可視光領域において複数の波長の計測を１台で行うこと

ができること、光干渉計による計測データと高い相関性があること、小型軽量であ

ることなどです。 

光ピックアップ、デジタルカメラ、携帯電話、メガネ用などを対象とし、主にレ

ンズメーカ向けに販促活動を展開しています。 

 

ｈ．光学レンズ透過波面計測装置『ＬＣ－１』 

高速波面センサを使用し、光学レンズの透過波面をリアルタイムで計測し評価す

る装置です。主な特徴は、タクトタイムが早いこと、収差の大きなレンズでも計測

できること、凸レンズも凹レンズもいずれも計測できること、様々な光束径のレン

ズも計測できることなどです。 

光ピックアップ、デジタルカメラ、携帯電話、メガネ用などを対象とし、主にレ

ンズメーカ向けに販促活動を展開しています。 

 

４．継続企業の前提に関する重要な疑義の解消の見込みについて 

当社は、３年前から構造改革に取り組んでおり、固定費の削減や不良資産の処理及び棚

卸資産の圧縮などの効果が現われていること、新たな借入金もなくキャッシュフローも良

好であることなどにより、会計監査人であるときわ監査法人から、経営の健全化について

は一定の評価をいただくとともに、当該疑義の解消は、本業による営業利益の黒字化が必

須であるとの見解を示されております。 

平成 22 年３月期も厳しい経営環境が継続するものと思われますが、当社の特色である技

術力を武器にニーズの高い新製品を早期に市場投入するほか、全社を挙げて受注の確保に

注力するとともに、一層の経費削減を行うことにより、厳しい環境の中ではありますが、

絶対に黒字化を達成させるための経営を行ってまいります。 

具体的には、上述の「３．実施中の施策及び今後の展開について」に記載の具体策を実

施するほか、平成 21 年１月 16 日開催の取締役会において、今後の利益計画の見通しが立

たない子会社２社を解散のうえ清算することを決議（国内連結子会社である株式会社パス

テルは平成 21 年３月 31 日付で解散し現在清算の手続き中であり、海外連結子会社である

パルス（北京）科技有限公司は平成 21 年９月を目途に清算手続きを開始いたしました。） 
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するとともに、平成 21 年２月 10 日開催の取締役会では、生産拠点の海外移転により苦戦

を強いられていた電子部品組立事業からの撤退を決議し、平成 21 年３月 31 日付で当該事

業の移管を完了いたしました。 

また、受注確保に向けた取り組みとして、光ディスク関連機器･装置は、生産が本格化し

ているＢlu－ray ディスク関連製品を中心に、引き続きグローバルな営業活動を展開しま

す。 

３Ｄスキャナ関連について、デジタル３次元データの活用ニーズは着実に増加しており

ますので、引き続き開発、設計、品質管理用途を中心に販売活動を展開するほか、計測サ

ービスによる３次元データの提供、お客様が既に保有されている三次元測定装置に当社の

３Ｄスキャナを後付することにより、非接触計測を可能にするビジネス展開にも一層注力

してまいります。 

ナノ加工装置及び波面センサなどの光応用製品につきましては、性能評価の実験や試験

の依頼が増加しておりますので、引き続き製品の用途を絞り込み、確実に受注に結びつく

ような活動を展開してまいります。 

昨年 10 月から本格的に活動を開始した特殊機器関連の受託製品は、顧客ニーズに個別対

応することで継続的な受注確保を目指しており、引合い案件は着実に増加傾向で推移する

とともに、継続性のある新規顧客との取引も開始いたしましたので、今後の展開に期待し

ております。 

さらに、従来は当社製品をお客様に買上げていただくことしかできませんでしたが、大

手リース会社との業務提携により、お客様のニーズにあったリース提案ができるようにな

りましたので、昨今の消極的になりやすいお客様の設備投資計画を前倒しで実施していた

だけるリース提案により、新たな受注に結び付けて行きたい考えであります。 

新規事業への取り組みにつきましては、当社のコア技術を活用した投資リスクの少ない

事業領域において、比較的短期間で業績貢献できる事業に的を絞ることにしております。 

なお、売上債権は順調に回収されており、引き続き経営資金は十分確保されております

ので、早期に当該疑義が解消できるよう努力いたします。 

 

５．今後の見通し及び上場維持に向けて 

今後しばらくは世界的な景気低迷の影響により、消費も伸び悩むことが予想され、企業

収益も引き続き厳しい状況が継続するものと思われます。 

当業界におきましても、販売不振に伴う人員削減、工場閉鎖、生産調整、設備投資抑制

などにより、非常に厳しい経営環境で推移するものと覚悟しております。 

しかしながら、大手企業においては厳しい経営環境下においても将来を見据えて、時代

のニーズに適合した製品の開発や技術開発、品質の向上に向けての投資は一定以上の規模

で実施される見通しであるため、このような情報をいち早く入手し、顧客ニーズにマッチ

した製品提案を行うことにより利益計画の達成を目指してまいります。 

４期連続の赤字に加え将来の見通しが不透明という状況を反映して大変厳しい株価とな

っておりますが、上述した諸施策を確実に実施することにより赤字からの早期脱却を図る

とともに、将来性のある３Ｄスキャナ（アーム用、ＣＭＭ用、手術ナビゲーション用など）、

環境関連製品（ソーラーライト、ＬＥＤ照明）、光応用製品（ナノ加工装置、光学レンズ評

価装置）などに一層注力することにより、盤石な経営基盤と将来性に富んだ魅力のある企

業として上場が維持できるよう全力で取り組んでまいります。 

以 上 

 


