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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年6月期 9,266 △34.4 △657 ― △659 ― △651 ―

20年6月期 14,136 △10.9 3,100 △20.4 3,156 △19.0 1,888 △20.5

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 ％ ％ ％

21年6月期 △57.82 ― △5.2 △3.1 △7.1

20年6月期 165.22 146.23 14.4 14.3 21.9

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6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

21年6月期 19,867 11,973 60.0 1,058.54
20年6月期 22,268 13,292 59.5 1,175.67

（参考） 自己資本   21年6月期  11,922百万円 20年6月期  13,241百万円

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

21年6月期 △1,487 △239 536 1,533
20年6月期 643 △328 △1,528 2,855

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） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 563 30.3 4.4
21年6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 168 ― 1.3

22年6月期 
（予想）

― 0.00 ― 15.00 15.00 84.5

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

3,050 △31.8 △780 ― △800 ― △510 ― △45.28

通期 9,700 4.7 430 ― 370 ― 200 ― 17.75



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） 

(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」および17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の変
更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期 11,785,800株 20年6月期 11,785,800株

② 期末自己株式数 21年6月期  522,727株 20年6月期  522,628株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年6月期 8,930 △34.6 △663 ― △697 ― △669 ―

20年6月期 13,665 △11.5 2,887 △24.1 2,890 △24.3 1,718 △26.1

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

21年6月期 △59.43 ―

20年6月期 150.32 133.04

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

21年6月期 19,411 11,545 59.2 1,020.53
20年6月期 21,705 12,797 58.7 1,131.74

（参考） 自己資本 21年6月期  11,494百万円 20年6月期  12,747百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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

2,900 △33.3 △760 ― △780 ― △470 ― △41.72

通期 9,200 3.0 270 ― 210 ― 100 ― 8.87



(1）経営成績に関する分析 

 ① 当期（平成21年６月期）の概況  

 当連結会計年度の世界経済は、米国に端を発した金融危機の影響が世界規模で波及し、様々な産業が深刻な不況

に陥りました。平成21年の春先から、ようやく各国の積極的な財政政策の効果が出始め、金融市場にも落ち着きが

見え始めたものの、通期全般では厳しい状況が続きました。 

当社グループの主要販売先である半導体業界においては、ＤＲＡＭやＮＡＮＤ型フラッシュメモリー価格の低

迷や、デジタル家電の需要減少により、大規模な生産調整のみならず設備投資の先送りや凍結が行われました。  

また、ＦＰＤ業界においても、需要減少による在庫増やパネル価格下落に伴う採算悪化への対応として生産調

整や設備投資の大幅な抑制が行われました。 

こうした状況の中、当社グループは積極的な新製品開発と販売活動を行うとともに、固定費の削減を進めた結

果、第４四半期にその効果が表れてきたものの、通期では受注・売上ともに低迷し、連結売上高は92億66百万円

（前連結会計年度比34.4％減）となりました。 

製品品目別にみますと、半導体関連装置が28億39百万円（前連結会計年度比64.0％減）、ＦＰＤ関連装置が49

億19百万円（前連結会計年度比11.8％増）、レーザー顕微鏡が５億99百万円（前連結会計年度比25.6％減）となり

ました。 

また、連結損益につきましても大幅な損失計上を余儀なくされ、営業損失が６億57百万円（前連結会計年度は

営業利益31億円）、経常損失が６億59百万円（前連結会計年度は経常利益31億56百万円）、当期純損失は６億51百

万円（前連結会計年度は当期純利益18億88百万円）となりました。 

なお、かかる厳しい状況下にありましたが、当連結会計年度中に以下のとおり次世代の顧客ニーズに対応した

新製品を開発し発表いたしました。 

・ウエハ欠陥検査レビュー装置           Ｍ５６４０ 

・ムラ／ＣＤエラ－高解像可視化装置        ＭＲ３００ 

・太陽電池変換効率分布測定機           ＭＰ５０ 

  

② 次期（平成22年６月期）の見通し  

 世界経済は、先行き不透明感から 終製品需要の回復は厳しく、一部の地域では回復の兆しがあるものの、世界

全体では、今後も予断を許さない厳しい状況が続くことが想定されます。 

半導体業界においても市場環境は非常に厳しく、設備投資の抑制が引き続き行われることが予想されますが、

市場環境に大きく左右されず継続的に行われるトップメーカーの 先端投資を確実に取り込むとともに、技術革新

にともなう新しい課題解決のための必要不可欠な投資を確実に受注や売上に結びつけることに注力してまいりま

す。 

また、ＦＰＤ業界においても慎重な設備投資が予想されますが、パネルメーカーの一部には積極的に投資を再

開し始める動きも見られるため、そのような動向を的確に捉え、受注や売上に繋げてまいります。 

 こうした厳しい状況ではありますが、当社は積極的な新製品の開発と販売活動を継続する一方、大幅な経費の削

減を進めることで、通期の連結業績につきましては、売上高97億円、営業利益４億30百万円、経常利益３億70百万

円、当期純利益２億円の達成に全力を挙げてまいります。 

    

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末における総資産は198億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億円減少いたしました。こ

れは主に、現金及び預金が12億85百万円減少したこと、減価償却の進行や減損損失の計上等により有形固定資産が５

億64百万円減少したこと、及び売上債権が６億84百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、当連結会計年度末残高は78億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億81百万円減少い

たしました。これは主に、短期借入金が11億円増加したものの、未払法人税等が７億70百万円減少したこと、前受金

が７億37百万円減少したこと、及び買掛金が２億３百万円減少したことなどによるものであります。 

 株主資本につきましては、当連結会計年度末残高は120億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億14百万円

減少いたしました。これは当期純損失を６億51百万円計上したことと剰余金の配当により５億63百万円減少したこと

によるものであります。 

  株主資本に評価・換算差額等及び新株予約権を加えた純資産合計は119億73百万円となり、また自己資本比率は

60.0％となりました。 

１．経営成績



  

② キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ13億21百万円

減少し、15億33百万円となりました。 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果使用した資金は14億87百万円（前連結会計年度は６億43百万円の増加）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純損失８億58百万円に加え、法人税等の支払額７億91百万円、前受金の減少額７億34百万円

などの資金減少要因が、売上債権の減少額６億50百万円、減価償却費４億71百万円などの資金増加要因を上回った

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） 

 投資活動の結果使用した資金は２億39百万円（前連結会計年度比27.0％減）となりました。これは主に、投資有

価証券の取得による支出１億35百万円や有形固定資産の取得による支出58百万円など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） 

 財務活動の結果得られた資金は５億36百万円（前連結会計年度は15億28百万円の使用）となりました。これは主

に短期借入金による純増加額11億円と配当金の支払額５億63百万円によるものであります。  
  

    なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下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 ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

 （注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。 

 （注２）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より計算しております。 

 （注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

     ております。 

 （注４）平成21年６月期の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシ 

ュ・フローがマイナスのため算定しておりません。  

  

(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、安定的な利益還元を行うとともに、業績に応じた弾力的な配当政策を行い、連結での配当性向30％を目途と

することを利益配分に関する基本方針としております。今後も、企業体質の強化と業績の向上をはかり、より業績に応

じた弾力的な配当政策を行うとともに、安定的な利益還元を行ってまいります。 

 内部留保については、今期と同じく新技術・新製品の研究開発投資、業容の拡大に伴う設備投資、優秀な人材の獲得

などに有効に活用し、企業体質の一層の強化と長期安定的な経営基盤の確立に役立てていく方針であります。 

 上記の方針のもと、当期期末配当金については、当期純利益は赤字であるものの、期末配当として１株当たり15円を

予定しております。 

 次期配当金については、次期業績の見通しにより１株当たり15円とさせて頂く予定であります。なお、連結配当性向

については84.5％となる見通しです。 

  

  平成18年6月期 平成19年6月期 平成20年6月期 平成21年6月期 

自己資本比率(%）  71.1  59.5  59.5  60.0

時価ベースの自己資本比率(%)  214.1  157.4  67.4  51.0

債務償還年数(年）  －  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍) 
 5,363.4  11,302.1  1,722.8  －



  当社グループが営んでいる主な事業内容は、半導体関連装置及びＦＰＤ関連装置並びにレーザー顕微鏡等の設計、製

造、販売並びにこれらに係るサービスであり、それぞれの分担は下記のとおりであります。 

 半導体関連装置及びＦＰＤ関連装置並びにレーザー顕微鏡等の設計、製造は連結財務諸表提出会社（以下「当社」と

いう）が行っております。 

 販売については、国内及びアジア地域に対しては当社が行っており、北米地域及び欧州地域に対しては連結子会社の

レーザーテック・ユー・エス・エー・インクが行っております。 

 サービスについては、国内及びアジア地域（韓国除く）に対しては当社が行っており、北米地域及び欧州地域に対し

ては連結子会社のレーザーテック・ユー・エス・エー・インク、韓国に対しては連結子会社のレーザーテック・コリ

ア・コーポレーションが行っております。 

 なお、当社と各関係会社等の関係については、連結子会社が２社であるため図示は省略いたします。 

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、創業以来「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」を経営理念に、半導体・ＦＰ

Ｄ・新素材の各分野に、各種検査・計測のシステムを提供してまいりました。今後もこの経営理念を堅持し、「世界

中のお客様から何か困ったことが有れば、真っ先に声をかけて頂ける」会社を目指します。そのために、当社のコア

技術である光技術を軸として、精密機械・エレクトロニクス・ソフトウエアの先進複合技術で、どこよりも早くソリ

ューションを顧客に提供し貢献していくことを会社のミッションとしていきます。  

  

(2）目標とする経営指標  

 当社グループは、企業の価値を高め続けることが、本来あるべき企業の成長の姿と考えており、この成長により、

株主をはじめとするすべてのステークホルダー（利害関係者）の満足度向上を図ることを目指します。 

  当社グループの関係する半導体及び液晶業界は、技術革新のスピードが速く、常に 先端に向けた開発投資を継続

的に行う必要があります。成長への投資を継続しつつ確固たる財務基盤を築くために営業利益率20％以上を目標とし

ております。 

  

(3) 会社の経営戦略と対処すべき課題 

  世界が未曾有の不況に見舞われている中、当社の取るべき行動は、経営理念を堅持し、経営資源を当社の強みを発

揮できる開発分野に集中投資することで独自の製品を生み出し、特定事業分野でトップシェアを目指し、たゆまぬ努

力を続けることであると考えております。 

  そのため、下記のような課題に取り組み、事業基盤と経営体質の更なる強化を行ってまいります。 

 ① 事業組織を刷新し、技術本部のもとに技術部門を統括する体制とすることにより、開発のリソース・インフラ・

情報・ノウハウ等を効率的に活用し、新規アイディアの創出力と開発のスピードアップを目指します。 

・既存装置分野では、次世代機の開発を加速することで他社との更なる差別化をはかり、市場での優位性を確保す

るとともに、顧客の戦略に沿った製品をタイムリーに提供してまいります。 

・当社の強みを十分に発揮できていない事業については、事業の根本的な見直しを行い、事業の方向性を明確に

し、早期の立て直しをはかってまいります。 

・顧客ニーズを的確に捉えることで、既存分野の周辺領域の新製品を開発し、顧客のプロセスに合ったトータルソ

リューションを提案することで、事業領域の拡張をはかってまいります。 

・社員の意識を更に顧客指向へと喚起することで、今まで以上に顧客ニーズに対する感度を向上させてまいりま

す。また、新製品企画力・マーケティング力を強化し、当社のコア技術を新しい分野に展開することで新規事業

の開拓を加速してまいります。 

  なお、新しく開発した太陽電池変換効率分布測定機は、平成21年８月に独立行政法人産業技術総合研究所に設

置され、今後太陽電池の高効率化、高信頼性、長寿命化のための技術開発と試験方法の確立に向けての貢献が大

いに期待されております。 

② 新組織におきましては、事業における責任と権限を明確にするため、各部門長に適切な権限委譲をすることによ

り、変化に対して迅速で柔軟な対応のできる経営を目指します。 

③ 売掛債権の早期回収を促進し、たな卸資産の圧縮に努め、業務の効率化を図ることで固定費の削減を行い、企業

体質の強化をはかります。厳しい環境の中でも、中長期視点に基づく人材採用と人材育成を強化し、製品開発力と

マーケティング力の向上を継続的に推進してまいります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針



  

(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条の３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」に記載した内容と重複するため、記載を省略してお

ります。  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,857,125 1,571,244

受取手形及び売掛金 5,074,310 4,389,770

たな卸資産 4,093,254 －

仕掛品 － 3,649,784

原材料及び貯蔵品 － 599,683

繰延税金資産 326,976 359,959

その他 539,518 297,116

貸倒引当金 △5,345 △9,666

流動資産合計 12,885,839 10,857,893

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,784,232 3,675,706

減価償却累計額 △499,675 △781,116

建物及び構築物（純額） 3,284,557 2,894,589

機械装置及び運搬具 155,011 148,480

減価償却累計額 △81,887 △94,652

機械装置及び運搬具（純額） 73,124 53,828

工具、器具及び備品 753,412 755,740

減価償却累計額 △451,420 △551,453

工具、器具及び備品（純額） 301,992 204,286

土地 4,312,487 4,254,773

有形固定資産合計 7,972,161 7,407,478

無形固定資産合計 1,823 567

投資その他の資産   

投資有価証券 182,983 238,572

長期未収入金 ※  653,440 ※  586,672

長期差入保証金 195,555 195,809

繰延税金資産 334,632 546,126

その他 42,186 34,847

投資その他の資産合計 1,408,798 1,602,027

固定資産合計 9,382,783 9,010,073

資産合計 22,268,622 19,867,967



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 588,253 385,181

短期借入金 － 1,100,000

未払法人税等 781,171 10,962

前受金 1,136,718 398,968

役員賞与引当金 116,600 －

製品保証引当金 191,302 165,241

その他 843,300 496,175

流動負債合計 3,657,346 2,556,530

固定負債   

新株予約権付社債 5,000,000 5,000,000

長期未払金 60,400 60,400

繰延税金負債 1,787 1,516

退職給付引当金 226,360 276,086

その他 30,000 －

固定負債合計 5,318,548 5,338,003

負債合計 8,975,895 7,894,533

純資産の部   

株主資本   

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 12,275,248 11,060,761

自己株式 △993,865 △993,964

株主資本合計 13,292,743 12,078,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,469 △25,534

為替換算調整勘定 △45,463 △130,105

評価・換算差額等合計 △50,933 △155,640

新株予約権 50,917 50,917

純資産合計 13,292,727 11,973,433

負債純資産合計 22,268,622 19,867,967



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,136,761 9,266,696

売上原価 7,120,180 6,612,330

売上総利益 7,016,580 2,654,366

販売費及び一般管理費 ※1  3,916,386 ※1  3,311,442

営業利益又は営業損失（△） 3,100,194 △657,075

営業外収益   

受取利息 40,060 9,674

受取配当金 1,752 4,515

投資有価証券売却益 2,188 －

為替差益 15,593 －

固定資産賃貸料 － 7,124

その他 11,254 6,592

営業外収益合計 70,848 27,907

営業外費用   

支払利息 373 9,535

手形売却損 － 1,740

投資有価証券売却損 9,925 －

為替差損 － 16,882

自己株式買付手数料 4,334 －

その他 28 2,450

営業外費用合計 14,661 30,608

経常利益又は経常損失（△） 3,156,381 △659,777

特別利益   

国庫補助金等収入 ※2  726,000 ※2  6,566

固定資産売却益 － 634

特別利益合計 726,000 7,200

特別損失   

固定資産処分損 ※3  26,034 ※3  8,812

固定資産圧縮損 ※4  726,000 ※4  6,566

減損損失 － ※5  139,460

投資有価証券評価損 － 46,091

本社移転費用 38,721 －

その他 － 5,445

特別損失合計 790,755 206,376

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,091,626 △858,952

法人税、住民税及び事業税 1,406,194 26,827

法人税等調整額 △203,059 △234,451

法人税等合計 1,203,135 △207,624

当期純利益又は当期純損失（△） 1,888,491 △651,328



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 931,000 931,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 931,000 931,000

資本剰余金   

前期末残高 1,080,360 1,080,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,080,360 1,080,360

利益剰余金   

前期末残高 11,086,041 12,275,248

当期変動額   

剰余金の配当 △699,283 △563,158

当期純利益又は当期純損失（△） 1,888,491 △651,328

当期変動額合計 1,189,207 △1,214,487

当期末残高 12,275,248 11,060,761

自己株式   

前期末残高 △168,848 △993,865

当期変動額   

自己株式の取得 △825,017 △99

当期変動額合計 △825,017 △99

当期末残高 △993,865 △993,964

株主資本合計   

前期末残高 12,928,552 13,292,743

当期変動額   

剰余金の配当 △699,283 △563,158

当期純利益又は当期純損失（△） 1,888,491 △651,328

自己株式の取得 △825,017 △99

当期変動額合計 364,190 △1,214,586

当期末残高 13,292,743 12,078,156



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 33,091 △5,469

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,560 △20,065

当期変動額合計 △38,560 △20,065

当期末残高 △5,469 △25,534

為替換算調整勘定   

前期末残高 35,545 △45,463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81,009 △84,642

当期変動額合計 △81,009 △84,642

当期末残高 △45,463 △130,105

評価・換算差額等合計   

前期末残高 68,636 △50,933

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △119,569 △104,707

当期変動額合計 △119,569 △104,707

当期末残高 △50,933 △155,640

新株予約権   

前期末残高 50,917 50,917

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,917 50,917

純資産合計   

前期末残高 13,048,106 13,292,727

当期変動額   

剰余金の配当 △699,283 △563,158

当期純利益又は当期純損失（△） 1,888,491 △651,328

自己株式の取得 △825,017 △99

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △119,569 △104,707

当期変動額合計 244,620 △1,319,293

当期末残高 13,292,727 11,973,433



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

3,091,626 △858,952

減価償却費 244,148 471,683

減損損失 － 139,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） 492 4,478

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,000 △116,600

製品保証引当金の増減額（△は減少） 35,310 △23,669

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64,223 52,211

受取利息及び受取配当金 △41,812 △14,190

投資有価証券売却益 △2,188 －

支払利息 373 9,535

為替差損益（△は益） 4,191 87,748

投資有価証券売却損 9,925 －

有形固定資産処分損益（△は益） 26,034 6,972

国庫補助金等収入 △72,560 －

固定資産圧縮損 726,000 6,566

長期未収入金の増減額（△は増加） △653,440 66,768

投資有価証券評価損益（△は益） － 46,091

売上債権の増減額（△は増加） △733,127 650,807

たな卸資産の増減額（△は増加） △267,232 △170,353

仕入債務の増減額（△は減少） 280,683 △203,071

前受金の増減額（△は減少） 18,221 △734,088

その他 △372,208 △124,051

小計 2,339,661 △702,654

利息及び配当金の受取額 48,769 16,876

利息の支払額 △373 △10,101

法人税等の支払額 △1,744,781 △791,516

営業活動によるキャッシュ・フロー 643,275 △1,487,395

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 △52 △37,550

定期預金の払戻による収入 5,900,000 1,200

有価証券の売却による収入 199,979 －

有形固定資産の取得による支出 △6,922,917 △58,041

有形固定資産の売却による収入 16,864 10,508

投資有価証券の取得による支出 △201,676 △135,296

投資有価証券の売却による収入 495,482 －

保険積立金の満期による収入 104,219 －

国庫補助金等の受入による収入 72,560 －

その他 7,075 △20,637

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,465 △239,816



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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（△は減少） － 1,100,000

自己株式の取得による支出 △829,351 △99

配当金の支払額 △699,283 △563,158

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,528,635 536,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,277 △131,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,274,102 △1,321,801

現金及び現金同等物の期首残高 4,129,599 2,855,496

現金及び現金同等物の期末残高 2,855,496 1,533,694



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 当社の連結子会社は次の２社でありま

す。 

 レーザーテック・ユー・エス・エー・イ

ンク 

 レーザーテック・コリア・コーポレーシ

ョン 

 なお、非連結子会社はありません。 

同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

 該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

同左 

４．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 

    

(イ）有 価 証 券  その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結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） 

 同左 

  

  

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  

  

 (ロ）た な 卸 資 産 ① 仕掛品 

 個別法による原価法 

 ① 仕掛品  

 個別法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切り下げの方法） 

  ② 原材料 

 先入先出法による原価法 

② 原材料及び貯蔵品  

  先入先出法による原価法（収益性の低

下による簿価切り下げの方法） 

 （貯蔵品は 終仕入原価法（収益性の低

下による簿価切り下げの方法））  

  ③ 貯蔵品 

 終仕入原価法  

       ──────   

   

（会計方針の変更）  

  当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。  

 なお、これにより当連結会計年度の営

業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失はそれぞれ53,393千円増加してお

ります。 



項  目 
前連結会計年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

    

有形固定資産 

  

 定率法によっております。 

 ただし、平成12年７月１日以降に取得し

た建物（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。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物 ３～50年 

工具器具備品  ２～15年 

 定率法によっております。 

 ただし、平成12年７月１日以降に取得し

た建物（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。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物 ３～50年 

工具器具備品  ２～15年 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産について、

償却可能限度額まで償却が終了した翌連結

会計年度から５年間で均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。これによ

る営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 法人税法の改正を契機として有形固定資

産の利用状況等を見直した結果、当連結会

計年度より、機械装置についてその耐用年

数を変更しております。なお、これに伴う

損益への影響は軽微であります。 

(3）重要な引当金の計上

基準 

    

(イ）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。 

同左 

(ロ）役員賞与引当金 役員に対する賞与の支出に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

 役員に対する賞与の支出に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

 なお、当連結会計年度末における支給見

込額はありません。  

(ハ）製品保証引当金 

  

無償サービス保証期間内における保守、

修繕費用等の支出に備えるため、過去の無

償サービス費用の実績に基づいて発生見込

額を計上しております。 

同左 

(ニ）退職給付引当金  従業員に対する退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務見込額及び年金

資産残高に基づき計上しております。 

同左 

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

 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

外子会社の資産及び負債並びに収益及び費

用は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定として計上しておりま

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によっておりま

す。 

       ──────



  

  

項  目 
前連結会計年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

(6）その他連結財務諸表

作成のための重要な事

項 

    

消費税等の会計処

理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。 

同左 

５．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 

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・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、随時引き出し可能な預金及び容易に換

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ケ

月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。  

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19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

         ────── 

  

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会)、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。 

 なお、これに伴う損益への影響はありません。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用しております。    

 なお、これに伴う損益への影響はありません。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

         ────── 

  

  

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度におい

て、「たな卸資産」として掲載されていたものは、当連結

会計年度から「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記

しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ3,683,121千

円、410,132千円であります。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

※ 長期未収入金 

    (1) 長期未収入金の概要 

      横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に

    関する条例第３条第３項の規定に基づき、平成18年10

  月27日に申請した事業計画について平成19年２月１日

  に認定を受けた助成金の交付予定額の総額726百万円 

  を10年間に分割して交付されることとなりました。当

  連結会計年度に受領済の第１回交付金72,560千円を除

  いた残額９回分653,440千円を長期未収入金として計 

  上しております。           

      なお、各年の助成金交付額は毎年当社の申請により

  横浜市の予算状況により決定されるものであります。

※ 長期未収入金 

    (1) 長期未収入金の概要 

      横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に

    関する条例第３条第３項の規定に基づき、平成18年10

  月27日に申請した事業計画について平成19年２月１日

  に認定を受けた助成金の交付予定額の総額726百万円 

  を10年間に分割して交付されることとなり、前連結会

  計年度は受領済の第１回交付金72,560千円を除いた 

  残額９回分653,440千円を長期未収入金として計上い 

  たしました。 

   当連結会計年度において、横浜市企業立地等促進特

定地域における支援措置に関する条例第10条及び第11

条に基づき、平成20年12月12日に報告した確定投下資

本額について、平成21年１月15日に認定を受けた助成

金の交付額の総額732,566千円を10年間に分割して交

付されることとなりました。当連結会計年度末までに

受領済の交付金２回分145,894千円を除いた残額８回

分586,672千円を長期未収入金として計上しておりま

す。 

   なお、各年の助成金交付額は毎年当社の申請により

横浜市の予算状況により決定されるものであります。

    (2) 認定の内容 

    認定の年月日及び番号   

      平成19年２月１日経観誘国第527号 

    認定された投下資本額        7,256百万円 

    助成金の交付予定額         726百万円 

    (2) 認定の内容 

    認定の年月日及び番号   

      平成21年１月15日経観誘国第407号 

    認定された投下資本額    7,325,667千円 

    助成金の交付予定額       732,566千円 

    (3) 認定事業者の条件 

     横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に

    関する条例第12条により、認定事業者は、企業立地等

    に係る事業を開始した日から原則として10年を経過す

    る日までの間、当該企業立地等に係る事業を継続しな

    ければならないとされています。 

    (3) 認定事業者の条件 

     横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に

    関する条例第12条により、認定事業者は、企業立地等

    に係る事業を開始した日から原則として10年を経過す

    る日までの間、当該企業立地等に係る事業を継続しな

    ければならないとされています。 

  (4) 当連結会計年度末において当助成金の適用を受け

て有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記

帳額 

    (4) 当連結会計年度末において当助成金の適用を受け

て有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記

帳額 

  

土地   400,000千円

建物及び構築物   318,000  

機械装置及び運搬具   8,000  

圧縮記帳額合計   726,000  

土地   400,000千円

建物及び構築物   324,566  

機械装置及び運搬具   8,000  

圧縮記帳額合計   732,566  



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

    給料及び賞与          757,154千円 

       役員賞与引当金繰入額      116,600 

    退職給付引当金繰入額            25,824 

       減価償却費           84,935 

    研究開発費          1,269,906 

        貸倒引当金繰入額                   492  

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

    給料及び賞与          735,798千円 

       退職給付引当金繰入額            30,365 

       減価償却費           175,622 

    研究開発費          1,242,031 

        貸倒引当金繰入額                 6,965  

※２．横浜市からの助成金交付予定額を計上しておりま

す。その内容につきましては「注記事項（連結貸借

対照表関係）※」に記載しております。 

※２．横浜市からの助成金交付予定額を計上しておりま

す。その内容につきましては「注記事項（連結貸借

対照表関係）※」に記載しております。 

※３．固定資産処分損の内訳 ※３．固定資産処分損の内訳 

建物及び構築物除却損   14,967千円

機械装置及び運搬具除却損   304  

工具器具備品除却損   3,109  

機械装置及び運搬具売却損   5,615  

工具器具備品売却損   2,037  

合 計   26,034  

建物及び構築物除却損   318千円

工具器具備品除却損   7,288  

電話加入権除却損   1,205  

合 計   8,812  

※４．固定資産圧縮損の内訳 ※４．固定資産圧縮損の内訳 

  

土地   400,000千円

建物及び構築物   318,000  

機械装置及び運搬具   8,000  

合 計   726,000  

  

建物及び構築物   6,566  

合 計   6,566  



前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

 ５．       ────── ※５．減損損失 

  

  

  当連結会計年度において、当社グループは以下のと

おり減損損失を計上しております。 

(1) 減損損失を認識した資産            

   (2) 資産のグルーピングの方法 

  当社グループは製造方法・製造過程に多くの共通

点・類似点を持ち、市場及び販売方法も類似してい

る点から、全体を一つのグルーピングとしておりま

す。但し、遊休資産については個別物件単位でグル

ーピングを行っております。  

   (3) 減損損失を認識するに至った経緯 

    今般の市況の変化による販売・生産の落ち込みに

伴い、企業活動にほとんど使用していない部分につ

いては遊休資産として帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。  

   (4) 回収可能額の算定方法 

    当資産グループの回収可能価額は正味売却価額に

より測定し、取引事例価額等に基づき合理的に算定し

た価額から処分費用見込額を差し引いて算定しており

ます。 

   

場所 用途 種類 金額 

横浜市

港北区
遊休資産

建物及び構築物、 

土地等 
117,303千円 

大阪市

北区 
遊休資産

建物及び構築物、 

土地等 
 22,156千円 



     前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30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   

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加391,550株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による391,500株、

および単元未満株式の買取りによる50株の増加であります。 

      

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項   

     ３．配当に関する事項 

      （１）配当金支払額   

      （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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

摘要

発行済株式           

普通株式  11,785,800  －  －  11,785,800   

合計  11,785,800  －  －  11,785,800      

自己株式           

普通株式  131,078  391,550  －  522,628 （注） 

合計  131,078  391,550  －  522,628      

 区分  新株予約権の内訳  

 新株予約権
の目的とな 
る株式の種

類  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
 当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計 
年度減少  

 当連結会計 
年度末  

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
  －    －   －    －    －    50,917

合計 －  －   －   －   －    50,917

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９月27日 

定時株主総会 
  普通株式  699,283  60 平成19年６月30日 平成19年９月28日 

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20年９月26日 

定時株主総会 
 普通株式  563,158 利益剰余金  50 平成20年６月30日 平成20年９月29日



     当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30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   

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加99株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

      

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項   

     ３．配当に関する事項 

      （１）配当金支払額   

      （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 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

摘要

発行済株式           

普通株式  11,785,800  －  －  11,785,800   

合計  11,785,800  －  －  11,785,800      

自己株式           

普通株式  522,628  99  －  522,727 （注） 

合計  522,628  99  －  522,727      

 区分  新株予約権の内訳  

 新株予約権
の目的とな 
る株式の種

類  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
 当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計 
年度減少  

 当連結会計 
年度末  

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
  －    － －   －  －  50,917

合計 －  －  －  －  －  50,917

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20年９月26日 

定時株主総会 
  普通株式  563,158  50 平成20年６月30日 平成20年９月29日 

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21年９月28日 

定時株主総会 
 普通株式  168,946 利益剰余金  15 平成21年６月30日 平成21年９月29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19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

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20年６月30日現在）

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21年６月30日現在）

  

現金及び預金勘定 2,857,125千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △1,628  

現金及び現金同等物 2,855,496  

現金及び預金勘定 1,571,244千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △37,550  

現金及び現金同等物 1,533,694  



 当社グループは、半導体関連装置及びＦＰＤ関連装置並びにレーザー顕微鏡等の設計、製造、販売並びにこれ

らに係るサービスを主たる事業としておりますが、これらの製品は、製造方法、製造過程に多くの共通点、類似

点を持ち、また、市場及び販売方法も類似している点から全体をひとつのセグメントとして扱っております。こ

のため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

その他……韓国、ドイツ他 

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3,040,108千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金預金及び投資有価証券）であります。 

当連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ他 

その他……韓国、ドイツ他 

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1,809,817千円であり、その主なものは、現金

預金及び投資有価証券であります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
その他
（千円） 

計
 （千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  11,582,106  2,335,073  219,581  14,136,761  －  14,136,761

(2)セグメント間の内部売上高  2,027,606  －  233,650  2,261,256 (2,261,256)  －

計  13,609,712  2,335,073  453,231  16,398,018 (2,261,256)  14,136,761

営業費用  10,728,078  2,167,709  365,643  13,261,431 (2,224,863)  11,036,567

営業利益  2,881,634  167,364  87,587  3,136,587 (36,393)  3,100,194

Ⅱ 資産  19,793,616  241,839  156,759  20,192,214  2,076,407  22,268,622

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
その他
（千円） 

計
 （千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  8,212,212  885,136  169,348  9,266,696  －  9,266,696

(2)セグメント間の内部売上高  702,466  －  165,322  867,789 (867,789)  －

計  8,914,678  885,136  334,671  10,134,486 (867,789)  9,266,696

営業費用  9,578,147  873,024  313,144  10,764,316 (840,543)  9,923,772

営業利益又は営業損失

（△） 
 △663,469  12,111  21,526  △629,830 (27,245)  △657,075

Ⅱ 資産  17,969,071  458,852  114,125  18,542,049  1,325,917  19,867,967



 近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア地域……台湾、韓国、中国他 

(2)北米地域………アメリカ 

(3)欧州地域………ドイツ他 

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20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア地域……台湾、韓国、中国、マレーシア他 

(2)北米地域………アメリカ 

(3)欧州地域………ドイツ他 

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。 

ｃ．海外売上高

  アジア地域 北米地域 欧州地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  7,872,437  2,310,110  201,305  10,383,853

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  14,136,761

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 55.7  16.4  1.4  73.5

  アジア地域 北米地域 欧州地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,416,382  856,976  138,531  5,411,890

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  9,266,696

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 47.7  9.2  1.5  58.4



  （注） １株当たり当期純利益又は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。 

該当事項はありません。 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、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。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり純資産額    円 銭 1,175 67

１株当たり当期純利益    円 銭 165 22

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 
円 銭 146 23

１株当たり純資産額 円 銭 1,058 54

１株当たり当期純損失   円 銭 △57 82

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。   

  
前連結会計年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）     

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  1,888,491  △651,328

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 1,888,491  △651,328

普通株式の期中平均株式数（株）  11,430,012  11,263,098

      

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）  1,484,281  －

（うち新株予約権付社債）  (1,447,345)  －

（うち新株予約権）  (36,936)  －

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 

────── ────── 

（重要な後発事象）

（開示の省略）



 （１）品目別生産実績 

     当連結会計年度における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

   （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

      ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 （２）品目別受注高及び受注残高 

     当連結会計年度における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。  

   （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

      ２．受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。 

      ３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

 （３）品目別販売実績 

     当連結会計年度における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

   （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（ご参考資料）

品      目 生   産   高 前 年 同 期 比 

               千円           ％ 

製 半導体関連装置  3,339,244  49.0

  ＦＰＤ関連装置  5,474,406  147.7

品 レーザー顕微鏡  425,166  41.9

  小計  9,238,817  80.1

サービス  908,495  86.6

合計  10,147,313  80.6

品      目 
受   注   高 受  注  残  高 

      金    額 前年同期比       金    額 前年同期比 

    千円 ％ 千円 ％ 

製 半導体関連装置  2,638,249  90.6  1,514,082  88.3

  ＦＰＤ関連装置  1,292,929  18.0  3,567,232  49.6

品 レーザー顕微鏡  467,799  50.7  46,208  26.0

  小計  4,398,978  40.0  5,127,523  56.4

サービス  935,766  89.2  113,196  131.7

合計  5,334,744  44.3  5,240,719  57.1

品      目 販   売   高 前 年 同 期 比 

                千円              ％ 

製 半導体関連装置  2,839,782  36.0

  ＦＰＤ関連装置  4,919,235  111.8

品 レーザー顕微鏡  599,182  74.4

  小計  8,358,201  63.9

サービス  908,495  86.6

合計  9,266,696  65.6



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,785,610 1,212,512

受取手形 202,424 77,038

売掛金 5,403,236 4,203,429

原材料 371,322 －

仕掛品 3,683,121 3,639,955

貯蔵品 1,695 －

原材料及び貯蔵品 － 574,283

前渡金 94,139 51,957

前払費用 27,181 26,830

繰延税金資産 315,605 359,423

未収還付消費税等 245,132 －

未収入金 － 208,763

その他 149,115 9,451

貸倒引当金 △5,747 △9,584

流動資産合計 12,272,838 10,354,059

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,715,894 3,615,862

減価償却累計額 △478,000 △761,202

建物（純額） 3,237,894 2,854,660

構築物 52,940 52,940

減価償却累計額 △9,888 △17,319

構築物（純額） 43,052 35,620

機械及び装置 149,149 148,480

減価償却累計額 △76,024 △94,652

機械及び装置（純額） 73,124 53,828

車両運搬具 5,862 －

減価償却累計額 △5,862 －

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品 715,402 721,436

減価償却累計額 △419,217 △522,659

工具、器具及び備品（純額） 296,185 198,777

土地 4,312,487 4,254,773

有形固定資産合計 7,962,744 7,397,660

無形固定資産   

電話加入権 1,700 494

無形固定資産合計 1,700 494



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 182,983 238,572

関係会社株式 81,139 81,139

長期未収入金 653,440 586,672

長期差入保証金 175,464 173,470

繰延税金資産 332,910 544,246

その他 42,186 34,847

投資その他の資産合計 1,468,123 1,658,947

固定資産合計 9,432,568 9,057,102

資産合計 21,705,406 19,411,162

負債の部   

流動負債   

買掛金 589,062 386,026

短期借入金 － 1,100,000

未払金 727,072 388,822

未払費用 57,909 52,788

未払法人税等 765,202 10,962

前受金 1,099,278 372,867

預り金 94,211 88,828

役員賞与引当金 116,600 －

製品保証引当金 150,781 118,476

前受収益 － 5,250

その他 － 17,541

流動負債合計 3,600,118 2,541,563

固定負債   

新株予約権付社債 5,000,000 5,000,000

長期未払金 60,400 60,400

退職給付引当金 216,907 263,960

その他 30,000 －

固定負債合計 5,307,307 5,324,360

負債合計 8,907,426 7,865,924



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 931,000 931,000

資本剰余金   

資本準備金 1,080,360 1,080,360

資本剰余金合計 1,080,360 1,080,360

利益剰余金   

利益準備金 159,038 159,038

その他利益剰余金   

別途積立金 9,212,000 9,212,000

繰越利益剰余金 2,364,000 1,131,421

利益剰余金合計 11,735,038 10,502,459

自己株式 △993,865 △993,964

株主資本合計 12,752,532 11,519,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,469 △25,534

評価・換算差額等合計 △5,469 △25,534

新株予約権 50,917 50,917

純資産合計 12,797,980 11,545,238

負債純資産合計 21,705,406 19,411,162



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

製品売上高 12,821,457 8,261,538

サービス売上高 843,636 668,997

売上高合計 13,665,093 8,930,536

売上原価   

製品売上原価   

当期製品製造原価 6,349,609 5,966,654

サービス売上原価 716,678 540,862

売上原価合計 7,066,288 6,507,516

売上総利益 6,598,805 2,423,019

販売費及び一般管理費 3,710,960 3,086,550

営業利益又は営業損失（△） 2,887,845 △663,531

営業外収益   

受取利息 22,319 1,659

有価証券利息 1,446 －

受取配当金 1,752 4,515

投資有価証券売却益 2,188 －

保険満期返戻金 4,918 －

固定資産賃貸料 － 7,124

その他 7,996 6,158

営業外収益合計 40,622 19,458

営業外費用   

支払利息 373 9,535

手形売却損 － 1,740

投資有価証券売却損 9,925 －

為替差損 23,251 39,977

自己株式買付手数料 4,334 －

その他 28 2,062

営業外費用合計 37,912 53,316

経常利益又は経常損失（△） 2,890,555 △697,388

特別利益   

国庫補助金等収入 726,000 6,566

固定資産売却益 － 626

特別利益合計 726,000 7,192

特別損失   

固定資産処分損 26,034 7,078

固定資産圧縮損 726,000 6,566

減損損失 － 139,460

投資有価証券評価損 － 46,091

本社移転費用 38,721 －

その他 － 5,445

特別損失合計 790,755 204,641

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,825,799 △894,838

法人税、住民税及び事業税 1,305,158 16,185

法人税等調整額 △197,528 △241,603

法人税等合計 1,107,629 △225,418

当期純利益又は当期純損失（△） 1,718,169 △669,419



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 931,000 931,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 931,000 931,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,080,360 1,080,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,080,360 1,080,360

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 159,038 159,038

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 159,038 159,038

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,712,000 9,212,000

当期変動額   

その他利益剰余金の積立 1,500,000 －

当期変動額合計 1,500,000 －

当期末残高 9,212,000 9,212,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,845,113 2,364,000

当期変動額   

剰余金の配当 △699,283 △563,158

当期純利益又は当期純損失（△） 1,718,169 △669,419

その他利益剰余金の積立 △1,500,000 －

当期変動額合計 △481,113 △1,232,578

当期末残高 2,364,000 1,131,421

利益剰余金合計   

前期末残高 10,716,151 11,735,038

当期変動額   

剰余金の配当 △699,283 △563,158

当期純利益又は当期純損失（△） 1,718,169 △669,419

その他利益剰余金の積立 － －

当期変動額合計 1,018,886 △1,232,578

当期末残高 11,735,038 10,502,459



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

自己株式   

前期末残高 △168,848 △993,865

当期変動額   

自己株式の取得 △825,017 △99

当期変動額合計 △825,017 △99

当期末残高 △993,865 △993,964

株主資本合計   

前期末残高 12,558,663 12,752,532

当期変動額   

剰余金の配当 △699,283 △563,158

当期純利益又は当期純損失（△） 1,718,169 △669,419

自己株式の取得 △825,017 △99

当期変動額合計 193,869 △1,232,677

当期末残高 12,752,532 11,519,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 33,091 △5,469

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,560 △20,065

当期変動額合計 △38,560 △20,065

当期末残高 △5,469 △25,534

新株予約権   

前期末残高 50,917 50,917

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,917 50,917

純資産合計   

前期末残高 12,642,672 12,797,980

当期変動額   

剰余金の配当 △699,283 △563,158

当期純利益又は当期純損失（△） 1,718,169 △669,419

自己株式の取得 △825,017 △99

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,560 △20,065

当期変動額合計 155,308 △1,252,742

当期末残高 12,797,980 11,545,238



  該当事項はありません。  

  

  

 役員の異動につきましては、平成21年８月10日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」ならびに同日付「役員の異動

に関するお知らせ」にて開示しております。  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他

役員の異動
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