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1.  21年7月期の業績（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年7月期 923 104.0 △6 ― △3 ― △4 ―
20年7月期 452 △51.9 △303 ― △350 ― △546 ―

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7月期 △92.74 ― △0.3 △0.2 △0.7
20年7月期 △15,916.76 ― △40.4 △21.2 △67.1

（参考） 持分法投資損益 21年7月期  ―百万円 20年7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7月期 1,594 1,535 96.3 31,166.09
20年7月期 1,843 1,533 83.2 31,130.00

（参考） 自己資本   21年7月期  1,535百万円 20年7月期  1,533百万円

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7月期 301 183 △216 751
20年7月期 △254 △507 758 482

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
純資産配当

率（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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
21年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
22年7月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  22年7月期の業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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

430 △45.6 △14 ― △14 ― △14 ― △286.56

通期 1,027 11.3 14 ― 15 ― 14 ― 297.29
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、24ページ【重要な会計方針の変更】をご覧ください。 

(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、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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7月期 49,274株 20年7月期 49,274株
② 期末自己株式数 21年7月期  ―株 20年7月期  ―株

※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、多分に不確実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。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 
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当事業年度におけるわが国の経済は、原油の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した世界

的な金融市場の混乱による株価の大幅な低迷や、急激な円高進行による輸出の伸び悩みなどを背景に、

先行きの不透明感が強まりました。 

当社が属する半導体及びフラットパネルディスプレイ業界においても、デジタル家電向けを中心とす

る各分野の主要なメーカーが業績不振に陥り、生産装置や検査装置の需要は急激に低下いたしました。

このような状況下、当社は自社の特色を活かしながら製造原価の低減を推し進めるとともに、販売チ

ャネルの拡大による新規顧客の開拓、並びに新たに開発したオプションの製品の販売促進を行うなど、

売上の拡大に努めました。 

また、既存製品の品質改善とともに、ユーザーへのサービスの充足を図り、顧客満足度の向上に努め

てまいりました。 

 当事業年度における製品分野別の状況は、以下のとおりです。 

CCD、CMOSイメージセンサー検査の分野におきましては、テストシステム並びに検査用アプリケーシ

ョンの受注、納入が順調に推移し、売上高は884百万円となりました。 

ディスプレイ及びアナログミックスドシグナルIC検査、その他の分野におきましては、検査用アプリ

ケーションの受注、納入は順調に推移したものの、業界全般における設備投資抑制の影響を受け、テス

トシステムの受注は低調に推移し、売上高は38百万円となりました。 

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高923百万円（前事業年度比104.0％増）、営業損失6百万円

（前事業年度は営業損失303百万円）、経常損失3百万円（前事業年度は経常損失350百万円）、当期純

損失4百万円（前事業年度は当期純損失546百万円）となりました。 

  

翌事業年度の見通しにつきましては、景気後退の長期化が予想され、当社が属する半導体、フラット

パネルディスプレイ業界においても、先行きの不透明感から企業の設備投資の削減や凍結が続くなど、

当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況下、当社は既存製品の機能強化並びに市場ポテンシャルの向上を図るとともに、経営

の効率化とコスト削減に努め、業績の改善を推進してまいります。 

 なお、翌事業年度の業績につきましては、売上高1,027百万円（前年同期比11.3%増）、営業利益14百

万円（前年同期は営業損失6百万円）、経常利益15百万円（前年同期は経常損失3百万円）、当期純利益

14百万円（前年同期は当期純損失4百万円）を見込んでおります。 

  

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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1）資産、負債及び純資産の状況 

 ①資産の部 

流動資産につきましては、売掛金の回収や売上に伴う棚卸資産の減少等により1,390百万円（前

年同期比15.6％減）となりました。 

 固定資産につきましては、減価償却による有形固定資産の減少があったものの、長期前払費用の

増加等により204百万円（前年同期比4.3％増）となりました。 

 以上の結果、当事業年度末の総資産は1,594百万円（前年同期比13.5％減）となりました。  

 ②負債の部 

流動負債につきましては、「株主、役員又は従業員からの短期借入金」216百万円の返済等によ

り59百万円（前年同期比80.9％減）となりました。 

 固定負債はありませんでした。 

 以上の結果、当事業年度末の負債は59百万円（前年同期比80.9％減）となりました。 

 ③純資産の部 

純資産につきましては、当期純損失4百万円を計上したものの、その他有価証券評価差額金15百

万円を計上しました。 

 以上の結果、当事業年度末の純資産は1,535百万円（前年同期比0.1％増）となりました。 

2）キャッシュ・フローの状況 

  当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて 

  268百万円増加（前年同期比55.7％増）し当事業年度末には751百万円となりました。 

   各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果増加した資金は301百万円（前年同期は254百万円の使用）となりま 

    した。これは主に売上債権の減少額212百万円及びたな卸資産の減少額119百万円等 

    によるものです。 

  

 （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183百万円（前年同期は507百万円の使用）となりま 

    した。これは主に定期預金の払戻しによる収入600百万円及び定期預金の預入れによる 

    支出400百万円等によるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は216百万円（前年同期は758百万円の増加）となりま 

    した。これは主に「株主、役員又は従業員からの短期借入金」216百万円の返済による 

    支出216百万円等によるものです。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記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／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

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

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 （注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債 

     を対象としております。 

 （注４）平成17年７月期及び平成18年７月期は、有利子負債がございませんので、キャッシュ・ 

     フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

 （注５）平成19年７月期及び平成20年７月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載し 

     ておりません。 

 （注６）平成21年７月期は、有利子負債がございませんので、キャッシュ・フロー対有利子負債 

     比率は記載しておりません。 

  

平成17年７月期 平成18年７月期 平成19年７月期 平成20年７月期 平成21年７月期

自己資本比率（％） 90.3 70.4 79.5 83.2 96.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

405.8 177.8 144.4 59.1 75.7

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（倍）

－ － － － 224.9
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当社は、「株主に対する利益還元」を経営課題のひとつとして認識しております。安定的な経営基盤

の確保と株主利益向上に努めるとともに、配当につきましても、業績に応じて安定的な配当の継続を行

うことを基本方針としております。しかしながら、企業体質の強化や競争力の維持、及び今後の事業展

開に備えた安定的な資金確保が必要とされます。そのため、内部留保に重点を置いた施策を実施する必

要があります。 

 内部留保資金につきましては、研究開発資金の一部に充てるとともに、今後予想される経営環境の変

化に対応すべく、今まで以上に技術やコスト競争力を高め、市場ニーズに応える開発体制を強化し、さ

らには、開発や製造、そして営業分野においてもワールドワイドなグローバル戦略の展開を図るための

運転資金等に備えたいと考えております。 

  

以下において、当社の事業展開その他に関し、リスクとなる可能性がある主要な事項を記載しており

ます。 

 なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、発生した場合の対応に努め

る方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も合わせ

て、慎重に検討したうえで下される必要があります。 

  

① 市場動向の変動 

当社は撮像素子、アナログミックスドシグナルIC、液晶、有機EL、低温、高温ポリシリコンTFT等

を用いたフラットパネルディスプレイ分野における検査に特化した事業戦略をとっておりますが、こ

の検査装置事業は、デジタル家電や携帯電話、パソコンといった撮像素子やフラットパネルディスプ

レイを有する機器、並びに家電、自動車、電設などのアナログミックスドシグナルICを有する機器の

市場が牽引役となっております。 

 これらの機器市場、及び検査対象となるデバイス市場は、一時的な在庫調整やシリコンサイクル、

クリスタルサイクルの影響を受けやすい特性を有します。 

 当社は各分野の装置において、独自技術を活かした先端・ハイエンドデバイス検査に重きを置きつ

つ、ニッチ市場を開拓することにより、これらの影響を受けにくい体制作りを推し進めております。

 なお、これらの機器市場、デバイス市場は、情報化、ユビキタス社会の進展、エコロジー指向や地

球温暖化抑止への省電力といった流れに向けた基幹産業として、当面は拡大基調を継続すると思われ

ますが、予想外の市場収縮時には当社装置の売り上げが減少し、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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② 競合の状況 

当社の主要製品である検査装置に関して、撮像素子関連では、強力な国内競合メーカーが３社程度

存在すると考えております。当社では、競合他社と比較して、色むらの測定技術に独自のノウハウを

保有していると考えておりますが、今後は、CMOSイメージセンサー用に更なる機能強化を行うなど、

より一層の差別化を図ります。 

 アナログミックスドシグナルIC関連では国内競合メーカーが４社程度存在すると考えております。

当社は製品が有する独自の機能に加え、顧客の検査ニーズに対応するための装置機能拡張オプション

を開発し、市場投入する事で、他社との差別化を図ります。 

 フラットパネルディスプレイ関連では、検査技術の特許申請やノウハウにて他社への参入障壁をあ

る程度構築していると当社では判断しております。又、製品の低価格化、小型化、高機能化では他社

に先んじた優位性を築いていると考えております。しかしながら、当該市場には同業他社が存在し、

また、今後は他の競合企業が当該分野へ参入するものと考えております。この状況を受け、当社は顧

客満足度向上への活動を充実させ、特に有機EL検査装置については顧客とともに新たな検査技術開発

を継続します。 

 今後、検査装置事業は全般に競合が激しくなることが予想されますが、当社としては、積極的に新

規顧客の開拓を進めると共に、既存ユーザーに対する製品のカスタマイズサポートを行うことで一層

緊密な取引関係を構築し、マーケットシェアの拡大を目指す方針であります。 

 しかしながら、競合他社がさらに経営資源を投入した場合、あるいは国内外で新たな企業の参入が

あった場合には、当社の市場競争力及びマーケットシェアに影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 技術革新 

当社は、CCD撮像素子及びCMOSイメージセンサー、アナログミックスドシグナルIC、並びに低温・

高温ポリシリコン型TFT液晶、LCOS、有機EL等のフラットパネルディスプレイの検査装置の販売並び

に技術サポートを行っておりますが、これらデバイスの製造過程、あるいは検査手法に将来、予想も

されないような劇的な技術革新が生じ、当社がこれに対応できない場合、現製品の需要減少などによ

り、当社の財政状態及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

  

④ 運転資金負担 

当社の事業に関しては、検査装置の受注から納品、検収までに約半年から約１年の期間がかかる場

合があります。又、その売上高は大規模なシステムになると、数千万円から１億円程になり、それら

の支払方法の多くは、ファクタリングや手形取引であります。一方、仕入先及び外注先に対する買掛

金の支払いは、検収後約１ヶ月後となっております。 

 このような事業特性上、当社には絶えず運転資金負担が発生し、大量の受注が集中した場合には、

相当額の運転資金負担が予測されます。 
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当社は、平成19年７月期中間期以降に継続企業の前提に関する重要事象等が存在しており、「継続

企業の前提に関する注記」を記載しておりました。以来、当社は継続企業の前提に関する重要な疑義

を解消するため、資金調達によるキャッシュ・フローの安定化及び売上拡大による営業損益の改善を

目指して、財務体質の強化に結びつく以下の施策を推進してまいりました。  

・平成20年３月21日に株式会社タカトリと799,961千円の第三者割当増資を含む業務資本提携を 

 行い、現在、新収益機会の獲得を目指し開発協業を推進中であります。 

・原価低減と固定費削減による営業損益改善を目的とする全社的業務改革を実施してまいりま 

 した。取組みとしては部品調達の効率化と調達先の選別、試験研究費の抑制、及び大幅な役  

 員報酬削減、給与一部カットによる人件費の削減並びに事務所賃借の一部解約による支払家 

 賃の減少を図っております。  

・製品機能拡張オプション開発を推進することにより売上拡大を図るとともに、新規顧客の開 

 拓により特定の顧客に偏重している売上構成の多様化、是正を推進しております。  

・営業推進策では営業担当・エンジニアが一体化した営業組織への変更を行い、顧客ニーズに 

 より迅速、的確に対応できる体制を構築し受注拡大を図ります。  

これらの諸施策の実行は、当事業年度における新規顧客との取引開始や売上拡大の成果につながっ

てきており、営業キャッシュ・フローがプラスに転ずるとともに営業損益も黒字化にもう一歩のとこ

ろまで至っております。また、財務状況につきましては、株式会社タカトリを対象とする上記の第三

者割当増資を実施したこともあり、当事業年度末の現金及び預金残高は1,051,153千円となってお

り、資金面でも十分であると考えております。  

 以上のことにより、平成22年７月期の事業継続にあたり重要な不確実性は解消されたものと判断

し、財務諸表における継続企業の前提に関する注記は記載しておりません。  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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 該当事項はありません。 

２. 企業集団の状況
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SOI（システム・オン・インシュレーター）、SOC（システム・オン・チップ）のイメージセンサーと

ディスプレイ分野で人の目に代わる定量化を行い、真の完全自動検査装置を提供し、社会へ貢献しま

す。 

 「環境と人に優しい開発・設計への挑戦」を掲げ、努力の結晶を環境と人への恩返しをします。 

 当社は、この経営理念を具体化するために、以下の経営方針のもとに安定かつ効率的な経営を継続し

ていくことにより、収益性を向上し、会社の発展と社会への還元を図ることにより、株主、顧客、従業

員の期待に応えることを経営の基本としております。 

  

企業目的： バイタリティ（生命力）、知恵、創造 

行動指針： 量より質、プロセス重視、ゼロから考え直して 

計画  ： コンセプトデザイン重視 

課題解決： 全員で寄って集って課題解決、ベストウエイソリューション、PDCAスパイラルアップ 

風土  ： 分かち合う。Wind（さわやかな風の吹く）Test → Wintest 

利益処分： フェア（投資家、従業員、顧客、役員、社内留保） 

人事  ： 一流のもの、出る杭には油を、加点主義、将来を見据えたマネージメント 

  

「売上高経常利益率20％以上の確保、配当性向の30％の回復」を目標としております。このため当社

は、従来の撮像素子検査装置、低温・高温ポリシリコン型液晶並びに有機EL、LCOS検査装置に加え、需

要が見込まれる新規分野として表示検査装置及びアナログミックスドシグナルIC向け半導体検査装置の

開発販売に注力することにより売上の増大を図ってまいります。また徹底したコスト管理を行うことに

より、目標とする利益率の確保に努めてまいります。 

  

当社の検査装置の対象のひとつであるCCD撮像素子及びCMOSイメージセンサーの分野は、カメラ付携

帯電話やデジタルカメラ、デジタルビデオカメラの市場拡大に伴い継続的な拡大が見込まれておりま

す。また、もうひとつの検査対象である低温・高温ポリシリコン型TFT液晶、LCOS及び有機EL等の液晶

市場も拡大が見込まれております。しかも、各製品の高画素化、高速化、高精細化がますます進んでき

ております。それに伴い検査装置に対する技術的ニーズは高度化しております。当社はこれらのニーズ

に対応すべく、製品開発、営業力の強化、顧客サポートの充実を一層推し進めてまいります。 

 さらに、需要が見込まれる新規分野として表示検査装置及びアナログミックスドシグナルIC向け半導

体検査装置の開発販売に注力し、当社独自の製品をマーケットに提供することにより、収益力がある経

営成績の安定した会社を目指す考えです。 

  

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

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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当社は高度化、多様化するお客様の検査要望にお応えするため、検査技術の革新を進めるとともに、

検査対象の拡充による事業の成長継続を目的として、以下の課題に取り組んでまいります。 

① 既存製品の機能強化 

CCD、CMOSイメージセンサー分野においては高品位、低コスト化をそれぞれ推し進め、フラットパ

ネルディスプレイ分野においては、新たな検査ニーズに対応する検査技術や手法の開発を継続いたし

ます 。 

 また、アナログミックスドシグナルIC分野においては、特にパワー半導体検査向けに多様化、高度

化する検査要求に応えてゆく検査機能拡張オプションを提供し、市場ポテンシャルを向上してまいり

ます。 

  

② 検査分野の拡充 

 更なる成長を目指し、液晶ディスプレイ用ドライバーIC検査や、有機ELドライバーIC検査など、こ

れまでと異なる新たな検査事業領域への参入をしてまいります。  

 詳しくは平成21年９月２日に発表いたしました、「山田電音株式会社との業務提携に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

③ 経営の効率化とコスト削減 

事業の拡大とともに、従来取り組んできたコスト削減を、更なる固定費の削減、並びに部品調達の

効率化により進めてまいります。 

  

④ 運転資金負担 

当社の事業に関しては、仕入支払と売上金回収について、支払サイトと回収サイトのギャップは平

均６ヶ月と長く、売上伸長期での資金負担は大きくなるという事業特性があります。このような事業

特性上、当社には絶えず運転資金負担が発生し、大量の受注が集中した場合には相当額の運転資金負

担が予測されますので、万一に備えて主要販売先の売掛債権について金融機関との間で信託方式によ

る資金化やファクタリングの契約を取り結んで万全を期しております。 

  

⑤ 株式会社タカトリとの連携 

両社の独自技術と販売力による市場での差別化と、相互に関連する製品の連携によるシェア拡大の

ため、今後更なる設計、販売、並びに技術サポートに関する協力体制の構築を進めるとともに、両社

の既存事業におけるシナジー効果を相互に発揮できるよう、連携を推し進めてまいります。 

  

当該事項につきましては、「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」において記載しております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 会社の対処すべき課題

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項
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４.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 982,349 1,051,153 

受取手形 － 572 

売掛金 344,966 131,598 

製品 58,319 － 

商品及び製品 － － 

仕掛品 232,026 168,796 

原材料 6,626 － 

原材料及び貯蔵品 － 9,125 

前渡金 3,568 16,134 

前払費用 6,289 8,498 

未収還付法人税等 110 373 

その他 13,390 4,286 

流動資産合計 1,647,646 1,390,540 

固定資産 

有形固定資産 

建物附属設備 7,110 7,110 

減価償却累計額 △4,297 △4,709 

建物附属設備（純額） 2,812 2,400 

車両運搬具 12,835 12,835 

減価償却累計額 △10,740 △11,409 

車両運搬具（純額） 2,094 1,426 

工具、器具及び備品 141,834 148,057 

減価償却累計額 △119,940 △131,173 

工具、器具及び備品（純額） 21,893 16,883 

建設仮勘定 2,290 － 

有形固定資産合計 29,091 20,710 

無形固定資産 

電話加入権 358 358 

ソフトウエア 4,326 4,423 

無形固定資産合計 4,684 4,781 

投資その他の資産 

投資有価証券 118,117 123,883 

敷金 24,674 24,674 

破産更生債権等 11,032 － 

長期前払費用 19,157 30,112 

貸倒引当金 △11,032 － 

投資その他の資産合計 161,949 178,670 

固定資産合計 195,726 204,162 

資産合計 1,843,372 1,594,703 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 40,413 10,967 

株主、役員又は従業員からの短期借入金 216,000 － 

未払金 10,628 2,340 

未払費用 8,016 6,595 

未払法人税等 3,648 3,439 

未払消費税等 － 20,204 

預り金 7,075 6,059 

賞与引当金 4,481 3,610 

製品保証引当金 19,209 5,808 

流動負債合計 309,473 59,025 

負債合計 309,473 59,025 

純資産の部 

株主資本 

資本金 997,101 997,101 

資本剰余金 1,104,350 1,104,350 

利益剰余金 △576,663 △581,233 

株主資本合計 1,524,787 1,520,218 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 9,111 15,460 

評価・換算差額等合計 9,111 15,460 

純資産合計 1,533,899 1,535,678 

負債純資産合計 1,843,372 1,594,703 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

売上高 452,510 923,177 

売上原価 

製品期首たな卸高 22,131 58,319 

当期製品製造原価 292,016 402,918 

合計 314,145 461,238 

製品期末たな卸高 58,319 － 

製品売上原価 255,828 461,238 

売上総利益 196,681 461,939 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 500,179 ※1, ※2 468,706 

営業利益 △303,497 △6,766 

営業外収益 

受取利息 971 2,346 

受取配当金 5 － 

受取賃貸料 20,349 － 

為替差益 － 2,347 

保険解約返戻金 4,599 87 

雑収入 982 344 

営業外収益合計 26,908 5,126 

営業外費用 

株式交付費 4,193 － 

為替差損 1,351 － 

支払利息 2,165 1,339 

支払手数料 36,998 － 

たな卸資産評価損 12,565 － 

たな卸資産廃棄損 5,260 － 

貸倒引当金繰入額 11,032 － 

雑損失 668 25 

営業外費用合計 74,237 1,365 

経常利益 △350,826 △3,004 

特別利益 

固定資産売却益 ※３ 28 ※３ － 

特別利益合計 28 － 

特別損失 

固定資産売却損 10 － 

固定資産除却損 ※４ 1,021 ※４ 32 

投資有価証券評価損 193,727 582 

特別損失合計 194,759 614 

税引前当期純利益 △545,558 △3,619 

法人税、住民税及び事業税 950 950 

法人税等合計 950 950 

当期純利益 △546,508 △4,569 
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【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日)

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日)

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 材料費 29,373 8.4 16,712 4.8

Ⅱ 労務費 － － － －

Ⅲ 外注加工費 301,138 86.3 321,854 93.3

Ⅳ 経費 ※２ 18,389 5.3 6,471 1.9

  当期総製造費用 348,902 100.0 345,038

  期首仕掛品たな卸高 202,023 232,026

   合計 550,925 577,064

  期末仕掛品たな卸高 232,026 168,796

  他勘定振替高 ※３ 26,882 5,349

  当期製品製造原価 292,016 402,918

 
前事業年度 

(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

 

当事業年度
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日)

  
 １．原価計算の方法 
   個別原価計算によっております。 
  
※２．経費のうち主な内訳は次のとおりであります。 
    運賃荷造費       4,284千円 
    保守修繕費       3,504千円 
    製品保証引当金繰入額  9,894千円 
  
※３．他勘定振替の内訳は次のとおりであります。 
    棚卸資産評価損     12,565千円 
    工具器具備品      5,600千円 
    棚卸資産廃棄損     5,260千円 
    試験研究費       2,651千円 
    買掛金          631千円 
    未収入金         172千円 
 

１．原価計算の方法
   個別原価計算によっております。 
  
※２．経費のうち主な内訳は次のとおりであります。 
    運賃荷造費       4,542千円 
    保守修繕費       2,859千円 
     
  
※３．他勘定振替の内訳は次のとおりであります。 
    未収入金        1,452千円 
    試験研究費       1,359千円 
    工具器具備品      1,018千円 
    運賃荷造費        850千円 
    支払手数料        555千円
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(3)【株主資本等計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 597,121 997,101 

当期変動額 

新株の発行 399,980 － 

当期変動額合計 399,980 － 

当期末残高 997,101 997,101 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 704,369 1,104,350 

当期変動額 

新株の発行 399,980 － 

当期変動額合計 399,980 － 

当期末残高 1,104,350 1,104,350 

資本剰余金合計 

前期末残高 704,369 1,104,350 

当期変動額 

新株の発行 399,980 － 

当期変動額合計 399,980 － 

当期末残高 1,104,350 1,104,350 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 13,511 13,511 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,511 13,511 

その他利益剰余金 

技術開発積立金 

前期末残高 290,000 40,000 

当期変動額 

技術開発積立金の取崩 △250,000 － 

当期変動額合計 △250,000 － 

当期末残高 40,000 40,000 

製品保証積立金 

前期末残高 80,000 60,000 

当期変動額 

製品保証積立金の取崩 △20,000 － 

当期変動額合計 △20,000 － 

当期末残高 60,000 60,000 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

別途積立金 

前期末残高 90,000 － 

当期変動額 

別途積立金の取崩 △90,000 － 

当期変動額合計 △90,000 － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △503,666 △690,174 

当期変動額 

当期純利益 △546,508 △4,569 

技術開発積立金の取崩 250,000 － 

製品保証積立金の取崩 20,000 － 

別途積立金の取崩 90,000 － 

当期変動額合計 △186,508 △4,569 

当期末残高 △690,174 △694,744 

利益剰余金合計 

前期末残高 △30,155 △576,663 

当期変動額 

技術開発積立金の取崩 － － 

製品保証積立金の取崩 － － 

別途積立金の取崩 － － 

当期純利益 △546,508 △4,569 

当期変動額合計 △546,508 △4,569 

当期末残高 △576,663 △581,233 

株主資本合計 

前期末残高 1,271,334 1,524,787 

当期変動額 

新株の発行 799,961 － 

当期純利益 △546,508 △4,569 

当期変動額合計 253,452 △4,569 

当期末残高 1,524,787 1,520,218 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31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 △100,409 9,111 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

109,521 6,348 

当期変動額合計 109,521 6,348 

当期末残高 9,111 15,460 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △100,409 9,111 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

109,521 6,348 

当期変動額合計 109,521 6,348 

当期末残高 9,111 15,460 

純資産合計 

前期末残高 1,170,925 1,533,899 

当期変動額 

新株の発行 799,961 － 

当期純利益 △546,508 △4,569 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109,521 6,348 

当期変動額合計 362,974 1,778 

当期末残高 1,533,899 1,535,678 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 △545,558 △3,619

減価償却費 14,168 15,765

長期前払費用償却額 1,848 3,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,032 △11,032

賞与引当金の増減額（△は減少） △514 △871

製品保証引当金の増減額（△は減少） 7,149 △13,400

受取利息及び受取配当金 △976 △2,346

支払利息 2,165 1,339

支払手数料 36,998 －

株式交付費 4,193 －

為替差損益（△は益） － △99

有形固定資産売却損益（△は益） △17 －

有形固定資産除却損 1,021 32

投資有価証券評価損益（△は益） 193,727 582

前渡金の増減額（△は増加） 6,984 △18,473

前払費用の増減額（△は増加） 3,609 △2,208

売上債権の増減額（△は増加） 94,638 212,795

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,416 119,049

たな卸資産評価損 12,565 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） △11,032 11,032

仕入債務の増減額（△は減少） 2,145 △29,446 

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,915 27,768

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,829 1,029

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,479 △8,848

小計 △252,531 302,164

利息及び配当金の受取額 738 2,493

利息の支払額 △2,071 △2,159

法人税等の支払額 △958 △1,411

法人税等の還付額 413 110

営業活動によるキャッシュ・フロー △254,409 301,195
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日) 

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 600,000

定期預金の預入による支出 △500,000 △400,000

有形固定資産の取得による支出 △3,654 △5,311

有形固定資産の売却による収入 190 －

無形固定資産の取得による支出 △397 △2,790

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 5,298 －

長期前払費用の増減額（△は増加） △5,183 △4,857

その他の支出 △3,305 △3,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △507,051 183,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による支出 759,089 －

短期借入金の返済による支出 － △216,000

配当金の支払額 △540 △226

財務活動によるキャッシュ・フロー 758,549 △216,226

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,912 268,804

現金及び現金同等物の期首残高 485,261 482,349

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 482,349 ※ 751,153
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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19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 当社は、前々期に売上高の減少により325,615千円の

当期純損失を計上して以来、前期に454,249千円の当期

純損失、当期においても当中間期に計上した時価のある

投資有価証券評価損193,727千円を加えて546,508千円の

当期純損失を計上することとなりました。当該状況によ

り、当社には継続企業の前提に重要な疑義が存在してい

る状況にあります。なお、営業キャッシュ・フローにつ

きましても前々期からマイナスが続いております。 

 そこで当社は、当該状況を解消すべく前下期より資金

調達、及び経営改革のための施策を強力に遂行してお

り、引き続きキャッシュ・フローの安定化とともに売上

拡大による営業損益の改善を通して財務体質の強化を遂

行してまいりました。このような方針のもとに、平成20

年３月21日に株式会社タカトリと業務資本提携を行い、

両社に共通する半導体及び電子機器関連事業分野におい

て、人事交流を含めた事業協力を推し進め、技術開発ノ

ウハウの有機的結合により製品開発力を強化し、新たな

収益機会の獲得を図ることを通して事業の安定化を図っ

てまいります。 

 事業運営におきましては、全社的業務改革をより推進

しビジネスモデルの革新と顧客ニーズに対応した製品機

能拡張オプションの開発を強力に遂行するとともに、部

品調達の効率化による売上原価の低減及び人件費の削減

並びに事務所賃借の一部解約による支払家賃の減少等を

通して低コスト体質を追求することで営業利益の改善を

推進しております。 

 更に、売上拡大のために、成長が予測される市場に対

し競争力の高い顧客ブレークイン済み当社製品を展開し

ており、引き続き当社リソースを集中的に投下しさらに

機能を強化させ積極的に営業推進してまいります。なお

現在、重点見込顧客に対して技術スペシャリストを加え

たプロジェクトチームを組成し、新規受注活動を強力に

推進しております。 

 また、当期から特定の主要顧客を担当する事業部を発

足させ、より的確に顧客ニーズをとらえることを目指し

積極的に営業展開中であり成果も出始めており、引き続

き注力することによりさらなる受注獲得を見通している

ところです。 

 これらの結果、当社は上記の諸施策を有機的に実施す

ることにより事業力を抜本的に向上させ、第16期には当

該状況を改善していく予定であります。また、平成20年

４月７日に実施した株式会社タカトリを対象とする第三

者割当増資により799,961千円の運転資金を調達してお

り、当期末の現金及び預金残高は982,349千円となって

おり、資金面では問題はないものと考えております。 

 なお、当財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、上記のような重要な疑義の影響を当財務諸表に反

映しておりません。

 ――――――――――――――――――――
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 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）によっており

ます。

 

(1) 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によっ

ております。

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

(1) 製品、仕掛品、原材料

  個別法による原価法によっており

ます。

(1) 製品、仕掛品、原材料

個別法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）によ

っております。

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ３年～15年

車両運搬具 ６年

工具器具備品 ２年～10年

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ３年～15年

車両運搬具 ６年

工具器具備品 ４年～10年

 (追加情報)

  当社は、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した翌事業年度

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。

  なお、この変更による営業損失、

経常損失及び当期純損失に与える影

響は軽微であります。

─────

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウエアについて

は、社内における見込利用可能期間

（３～５年）による定額法によって

おります。

(2) 無形固定資産

同左

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

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。

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については実績繰入

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

  従業員に対して支給する賞与の支

払に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）製品保証引当金

  販売済製品に対して、将来発生が

見込まれるサポート費用等に備える

ため、個別案件ごとに発生見積額を

計上しております。

(3）製品保証引当金

同左

６．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

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ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

７．その他財務諸表作成の基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

―――――

 

 

 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、個別法による原価法によっておりましたが、当事業

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）が適用されたことに

伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております。  

 これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ7,288千円減少しておりま

す。

会計処理の変更

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

――――― ―――――

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

―――――

 

 

 

たな卸資産  

「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、前事業年度におい

て、「製品」として掲記されていたものは、当事業年度

から「商品及び製品」に、「原材料」として掲記されて

いたものは、「原材料及び貯蔵品」に一括して掲記して

おります。  

 なお、当事業年度に含まれる「原材料」は9,125千

円、「製品」及び「貯蔵品」はありません。 
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財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
（平成20年７月31日）

当事業年度 
（平成21年７月31日）

――――― ―――――

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は12％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は88％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 34,239千円

給与手当 79,321千円

賞与引当金繰入額 2,211千円

減価償却費 2,698千円

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は12％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は88％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 33,478千円

給与手当 79,311千円

賞与引当金繰入額 2,020千円

減価償却費 2,522千円

※２．研究開発費の総額

販売費及び一般管理費 227,842千円

※２．研究開発費の総額

販売費及び一般管理費 201,741千円

※３．固定資産売却益の内訳

車両運搬具 28千円

※３．固定資産売却益の内訳

――――――

※４．固定資産除却損の内訳

建物附属設備 395千円

工具器具備品 625千円

※４．固定資産除却損の内訳

工具器具備品 32千円
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前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
(注) 普通株式の増加21,578株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

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

   該当事項はありません。 
  

３．新株予約権の内容 

  （ストック・オプション等関係）に記載しております。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

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

   該当事項はありません。 
  

３．新株予約権の内容 

  （ストック・オプション等関係）に記載しております。 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末株式数 
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数 
（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

 普通株式 27,696 21,578 － 49,274

合計 27,696 21,578 － 49,274

前事業年度末株式数 
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数 
（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

 普通株式 49,274 － － 49,274

合計 49,274 － － 49,274
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前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 

※ 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７月31日現在)

現金及び預金勘定 982,349千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △500,000千円

現金及び現金同等物 482,349千円
 

※ 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21年７月31日現在)

現金及び預金勘定 1,051,153千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 751,153千円

(リース取引関係)
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前事業年度（平成20年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) その他有価証券で時価のある株式について、時価が取得原価に比べて50％以上低下した銘柄につき、193,727千

円減損処理を行っております。 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日） 

  

 
  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

(有価証券関係)

種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額 
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1）株式 108,220 117,496 9,276

(2）債券

① 国債・地方債 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 108,220 117,496 9,276

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1）株式 785 621 △164

(2）債券

① 国債・地方債 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 785 621 △164

合計 109,005 118,117 9,111

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

貸借対照表計上額（千円）

１．その他有価証券

  非上場外国株式 0

計 0
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当事業年度（平成21年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) その他有価証券で時価のある株式について、時価が取得原価に比べて50％以上低下した銘柄につき、582千円減

損処理を行っております。 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

  

 
  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額 
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1）株式 108,220 123,680 15,460

(2）債券 － － －

① 国債・地方債 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 108,220 123,680 15,460

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1）株式 203 203 －

(2）債券 － － －

① 国債・地方債 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 203 203 －

合計 108,423 123,883 15,460

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

貸借対照表計上額（千円）

１．その他有価証券

  非上場外国株式 0

計 0
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前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

市場金利を参考に決定しております。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

市場金利を参考に決定しております。 

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

(関連当事者情報)

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
（％）

関係内容
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員 奈良彰治 － －
当社代表 
取締役社長

（被所有） 
直接16.8％

－ －

資金の借入 216,000 株 主、役
員又は従
業員から
の短期借
入金

216,000借入金利息 
の支払

2,165

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
（％）

関係内容
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員 奈良彰治 － －
当社代表 

取締役社長
（被所有） 
直接16.8％

－ －

借入金の返
済

216,000 － －

借入金利息 
の支払

1,339 － －
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前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

(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/流動負債 （千円）

  繰延税金資産

   貸倒引当金 2,241

   賞与引当金 1,820

   製品保証引当金 7,806

   未払事業税 1,111

   棚卸資産評価損 113,234

   その他 721

    繰延税金資産小計 126,936

   評価性引当額 △126,936

    繰延税金資産合計 －

  繰延税金資産の純額 －

② 固定資産/固定負債

  繰延税金資産

   減価償却の償却限度超過額 7,027

   投資有価証券 123,638

   繰越欠損金 275,401

   その他 7

    繰延税金資産小計 406,074

   評価性引当額 △406,074

    繰延税金資産合計 －

  繰延税金資産の純額 －
 

(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/流動負債 （千円）

 繰延税金資産

  賞与引当金 1,467

  製品保証引当金 2,360

  未払事業税 1,062

  棚卸資産評価損 70,948

  その他 650

   繰延税金資産小計 76,489

  評価性引当額 △76,489

   繰延税金資産合計 －

 繰延税金資産の純額 －

② 固定資産/固定負債

 繰延税金資産

  減価償却の償却限度超過額 3,822

  投資有価証券 121,294

  繰越欠損金 329,031

  その他 －

   繰延税金資産小計 454,148

  評価性引当額 △454,148

   繰延税金資産合計 －

 繰延税金資産の純額 －

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異原因となった主な項目別の内訳 

 税引前当期純損失を計上しているため、注記を

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

率との間の差異原因となった主な項目別の内訳 

 税引前当期純損失を計上しているため、注記を

省略しております。

(退職給付関係)
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前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

② 単価情報 

  

 

(ストック・オプション等関係)

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役 ４名
当社監査役 ２名 
当社従業員 26名

当社従業員 ９名
外部支援者 ３名、２社

当社取締役 １名 
当社従業員 １名

ストック・オプション数 普通株式 1,800株 普通株式 300株 普通株式 72株

付与日 平成14年５月８日 平成15年４月21日 平成17年10月17日

権利確定条件
権利確定条件は付されて
おりません。

権利確定条件は付されて
おりません。

権利確定条件は付されて
おりません。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成16年６月１日
～平成21年５月31日

従業員
 平成16年６月１日 
 ～平成21年５月31日 
  
外部支援者 
 平成14年６月１日 
 ～平成21年５月31日

平成19年８月１日 
～平成24年７月31日

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年 
ストック・オプション

権利確定前    (株)

前事業年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後    (株)

前事業年度末 324 168 72

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 324 168 72

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年 
ストック・オプション

権利行使価格   (円) 106,667 106,667 337,943

行使時平均株価  (円) － － －

公正な評価単価 
(付与日)     (円)

－ － －
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当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
  

 
（注）平成14年５月８日並びに平成15年４月21日に付与されたストックオプション、普通株式合計数2,100株は、平成

21年５月31日をもって権利行使の期間を終了しております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 
  

 
（注）平成14年５月８日並びに平成15年４月21日に付与されたストックオプションの権利確定数及び未行使残は、平

成21年５月31日をもって権利行使の期間を終了したため、消滅しております。 
  

② 単価情報 

  

 
（注）平成14年５月８日並びに平成15年４月21日に付与されたストックオプションは、平成21年５月31日をもって権

利行使の期間を終了したため、消滅しております。 

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役 ４名
当社監査役 ２名 
当社従業員 26名

当社従業員 ９名
外部支援者 ３名、２社

当社取締役 １名 
当社従業員 １名

ストック・オプション数 普通株式 1,800株 普通株式 300株 普通株式 72株

付与日 平成14年５月８日 平成15年４月21日 平成17年10月17日

権利確定条件
権利確定条件は付されてお
りません。

権利確定条件は付されてお
りません。

権利確定条件は付されてお
りません。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり
ません。

対象勤務期間の定めはあり
ません。

対象勤務期間の定めはあり
ません。

権利行使期間
平成16年６月１日
～平成21年５月31日

従業員
 平成16年６月１日 
 ～平成21年５月31日 
  
外部支援者 
 平成14年６月１日 
 ～平成21年５月31日

平成19年８月１日 
～平成24年７月31日

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年 
ストック・オプション

権利確定前    (株)

前事業年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後    (株)

前事業年度末 324 168 72

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 324 168 72

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年 
ストック・オプション

権利行使価格   (円) 106,667 106,667 337,943

行使時平均株価  (円) － － －

公正な評価単価 
(付与日)     (円)

－ － －
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前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

１株当たり純資産額 31,130円00銭 １株当たり純資産額 31,166円09銭

１株当たり当期純損失 15,916円76銭 １株当たり当期純損失 92円74銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

 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。

項目
前事業年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失（千円） 546,508 4,569

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純損失（千円） 546,508 4,569

 期中平均株式数（株） 34,335 49,274

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

新株予約権２種類（新株

予約権の数496個）

新株予約権１種類（新株

予約権の数72個）

(重要な後発事象)
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① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成21年10月28日予定） 

１．退任予定取締役 

   取締役 西浦 完次 （㈱タカトリ執行役員 新規事業推進部長） 

  取締役 樋口 雅夫 （IS推進部長） 

２．新任取締役候補 

   取締役 麻生 実  （MS推進部長） 

   取締役 姜  輝  （開発部長） 

   取締役 増田 誠  （㈱タカトリ執行役員 営業本部副本部長 兼営業管理部長） 

  （注）増田 誠氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定する社外取締役候補者であります。 

  

（生産実績）                                                               （単位：千円） 

 
（注）１．当社は外注生産のため、外注先からの納入・検収済金額であります。 

 ２．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

（受注実績）                                                               （単位：千円） 

 
（注）１．当社は外注生産のため、外注先からの納入・検収済金額であります。 

  

（販売実績）                                                               （単位：千円） 

 
（注）１．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

 ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

 
（注）１．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

区分
前事業年度

自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日

当事業年度 
自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日

 CCD/LCD検査装置 301,138 321,854

合計 301,138 321,854

区分

前事業年度
自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日

当事業年度 
自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日

受注高 受注残 受注高 受注残

CCD/LCD検査装置 629,373 221,771 865,315 163,849

合計 629,373 221,711 865,315 163,849

区分
前事業年度

自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日

当事業年度 
自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日

 CCD/LCD検査装置 452,510 923,177

合計 452,510 923,177

相手先

前事業年度
自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日

当事業年度 
自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

キヤノン㈱ 315,083 69.6 758,105 82.1

内藤電誠工業㈱ － － 93,660 10.1
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