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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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 ％

22年3月期 6,204 △46.8 △1,202 ― △1,163 ― △3,154 ―
21年3月期 11,672 △23.0 △1,481 ― △1,567 ― △2,674 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △553.08 ― △76.0 △11.3 △19.4
21年3月期 △468.88 ― △37.1 △10.3 △12.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △2百万円 21年3月期  △18百万円

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

22年3月期 7,975 2,581 32.2 450.91
21年3月期 12,617 5,730 45.4 1,003.97

（参考） 自己資本   22年3月期  2,571百万円 21年3月期  5,726百万円

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

22年3月期 △593 1,204 △312 2,004
21年3月期 720 △296 △234 1,695

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00 28 ― 0.4
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,453 △32.8 △306 ― △248 ― △284 ― △49.80

通期 6,041 △2.6 △75 ― 55 ― △27 ― △4.74
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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、20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 ４．会計処理基準に関する事項」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、36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） 22年3月期 5,767,268株 21年3月期 5,767,268株
② 期末自己株式数 22年3月期  63,806株 21年3月期  63,806株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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 ％

22年3月期 5,507 △48.9 △1,045 ― △964 ― △2,742 ―
21年3月期 10,771 △21.1 △1,605 ― △1,465 ― △2,844 ―

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

22年3月期 △480.85 ―
21年3月期 △498.70 ―

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

22年3月期 7,051 1,778 25.1 310.15
21年3月期 10,831 4,519 41.7 791.72

（参考） 自己資本 22年3月期  1,768百万円 21年3月期  4,515百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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

2,110 △36.0 △449 ― △391 ― △397 ― △69.61

通期 5,339 △3.1 △401 ― △267 ― △278 ― △48.82
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(1)経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、一昨年秋以降の金融危機に端を発した世界的不況から脱出しつつあるとい

う見方がある半面、特に中国の景気刺激策に依存した景気回復の持続可能性について不確実な見方もあります。 

 電気・電子業界におきましても、各国の景気刺激策により海外企業の業績回復がみられたものの、国内においては長

引く景気低迷により回復の兆しを模索しており、企業業績の回復は厳しい状況となりました。  

このような状況のもと、当社グループは、「不確実な事業環境にも十分耐え得る企業体質」を作るべく、2009年12

月２日に公表いたしました「事業再編計画（概要）」に基づき、資本効率が相対的に悪く、景気変動の影響を大きく受

け、他事業とのシナジーを見込めない「装置事業」および「電子部品事業のモリブデン電極」の撤退と、長期安定した

世界の寡占市場の中で半導体ロジック領域における確固たるシェアを築き、これまで蓄積してきた長年の技術・開発ノ

ウハウを十二分に活かせる消耗品治具である「プローブカード事業」への資源の集中という方針を掲げ、事業再編を行

ってまいりました。 

プローブカード市場における成長領域で、大きな金銭的および時間的開発投資を必要とするＭＥＭＳ型プローブカ

ードに関しては、市場に初めてＭＥＭＳ（”微小電気機械素子”およびその”創製技術”）型プローブカードを投入

し、世界トップシェアを誇る米国フォームファクター社（ＮＡＳＤＡＱ上場）との提携により、製品のラインアップを

拡充する形でプローブカード事業への選択と集中を進めてまいりました。 

また、選択と集中に基づくノンコア事業の撤退と合わせて、コスト面でも変革に着手致しました。大幅な経営合理

化の一環として希望退職者の実施とともに取締役をはじめとした給与の一部カットを行いました。 

その結果、当社の財務体質の改善とあわせ、収益構造も大幅に変わったため、当連結会計年度は、前連結会計年度

と比べ、大きく数字の内訳（売上構成比）が変化しました。プローブカード事業においては、半導体各社の稼働率が

徐々に上昇し穏やかな受注回復傾向がみられたものの、電子部品事業におけるモリブデン電極が高コスト面からの受注

落ち込みやＯＶＩＳ事業が景気低迷により受注見込が大幅に下回ることで損失が拡大することが見込まれ撤退を決めた

事業により、売上、利益ともに厳しい状況となりました。 

しかしながら、当第２四半期までは世界的経済不況の影響を受け前年同四半期と比べて損失が大幅に増加しており

ましたが、事業再編やコスト削減といった一連の施策推進により当第３四半期からは利益構造の抜本的改善を確認する

ことができました。特に、第４四半期期間を比較すると、当第４四半期は、装置事業や電子部品事業のモリブデン電極

など撤退事業の影響により、前第４四半期と比べた売上高は2割以上減少しましたが（前第４四半期売上高1,729百万円

から当第４四半期売上高1,301百万円へと前第４四半期比24.8%減）、一連の再編計画の推進により、売上総利益額の大

幅改善（前第４四半期売上総利益△199百万円から当第４四半期売上総利益86百万円へと改善）、および営業損失額の

減少（前第４四半期営業損失934百万円から当第４四半期営業損失341百万円へと592百万円の改善）といった利益構造

の抜本的改善を確認するとともに、中核事業として再定義したプローブカード事業におきましては、当四半期でも売上

原価に含まれる棚卸資産の評価損を除くと、引き続き黒字化を果たすとともに黒字額の拡大を達成するなど、全体とし

て予定通りの進捗を確認することができました。 

この結果、当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成績につきまし

ては、売上高は6,204百万円(前年同期比46.8％減)、営業損失が1,202百万円（前連結会計年度は1,481百万円の営業損

失）、経常損失が1,163百万円（前連結会計年度は1,567百万円の経常損失）となりました。また、ＭＯ電極の撤退によ

るたな卸資産評価損762百万円、早期退職者募集に伴う特別退職金338百万円等特別損失が2,560百万円発生し、当期純

損失として3,154百万円（前連結会計年度は2,674百万円の当期純損失）を計上することとなりました。  

事業の種類別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。  

電子部品事業 

主力のモリブデンカップおよびモリブデン電極について、モリブデン電極が高コスト面から敬遠され、撤退を決

め、内田工業を清算したことにより、売上を計画通りに上げることができませんでした。半導体部品については、半導

体メーカーが部品のリサイクルを行ったことに伴い新規部品の売上は伸び悩みました。 

この事業の売上高は1,709百万円（前年同期比60.7％減）、営業損失は337百万円（前連結会計年度は47百万円の営

業損失）となりました。 

  

プローブカード事業 

半導体市場は緩やかに回復が始まりました。当社の売上げもカンチレバー型で前第４四半期比81.8%増、アドバンス

プローブカードで同30.2%増と確実な回復を見ることができましたが、一連の再編に伴う選択と集中の下、生産性の向

上をはじめとする積極的な経営合理化施策を行いました。 

この事業の売上高は3,122百万円(前年同期比25.8％減)、営業損失は88百万円（前連結会計年度は253百万円の営業

損失）となりました。  

１．経営成績
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ＡＴＥ事業 

市場の急速な悪化により更なる赤字の拡大が予想されていたＡＴＥ事業につきましては、迅速な事業撤退が奏功

し、当第１四半期に受注した国内および韓国メーカーに対する主力製品であるＬＣＤオープン・ショート検査システム

の売上分で利益を維持することができました。なお、本事業は2009年８月に事業譲渡しております。 

この事業の売上高は1,196百万円(前年同期比42.7％減)、営業利益は81百万円（前年同期比795.4％増）となりまし

た。 

ＯＶＩＳ事業 

第３四半期において、今期初めて光学機器メーカー向けマスク検査装置を出荷しましたＯＶＩＳ事業の売上は、Ａ

ＴＥ事業同様に撤退を決めたため第３四半期までの損失を補うことはできませんでした。 

この事業の売上高は176百万円(前年同期比82.9％減)、営業損失は223百万円（前連結会計年度は377百万円の営業損

失）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

日本において、電子部品事業については、撤退を決めたモリブデンカップが売上に貢献したものの、単価下落によ

り利益率が大幅に悪化したことをはじめ、同じく撤退決定済みの主力であったモリブデン電極も高コスト面から敬遠さ

れ、受注が極端に落ち込みました。ＡＴＥ事業についても、当第４四半期の売上貢献はほぼありませんでしたが、当第

２四半期までに上げた主力のＬＣＤオープン・ショート検査システムによる売上と早期撤退の決定により利益を確保す

ることができました。残りの撤退事業であるＯＶＩＳ事業では当第４四半期で主力装置の売上を上げることができまし

たが、計画を下回る結果に終わったことで営業損失を計上することとなりました。 

プローブカード事業については、市況の不確実性は否めないものの、当第４四半期においても引き続き市場の緩や

かな回復傾向の中、自社努力による生産性向上およびコスト削減努力を継続致しました。 

この結果、売上高は5,480百万円(前年同期比48.9％減)、営業損失は582百万円（前連結会計年度は701百万円の営業

損失）となりました。 

②アジア 

アジアにおいて、中国の内需刺激策の効果により、主力であるロジック向けのカード需要は回復基調にあります。

また、半導体の高密度化によるカンチレバーから垂直カードへの移行の流れもあり、その対応を進めており、利益を確

保することが出来ました。 

この結果、売上高は723百万円(前年同期比23.8％減)、営業利益は57百万円(前年同期比6.4％増)となりました。 

  

次期の見通し  

 当社グループの属する市場環境は、緩やかな回復基調にあるものの、為替や政局の不安定などから国内経済の不透明

感は当面続くものと思われます。現時点で、現在の景気低迷から、いつどの程度の速度で回復していくかを見通すこと

は困難ですが、当社グループは、「不確実な事業環境にも十分耐え得る企業体質」を作るべく、事業の集中と選択を行

い、課題をクリアーしていきます。 

これを踏まえた次年度の業績見通しにつきましては、売上高は6,041百万円（前年同期比2.6％減）、営業損失は75百

万円（前年同期は営業損失1,202百万円）、経常利益は55百万円（同経常損失1,163百万円）、当期純損失は27百万円

（同当期純損失3,154百万円）を見込んでおります。 

事業の種類別セグメントの次期業績の見通しは次のとおりであります。  

（電子部品事業）  

 半導体業界の回復基調により、半導体製造関連部品事業の回復も期待されます。価格に対する顧客要求が強くなって

いますが、アルミエッチャー部品群を中心に拡販し、部品事業の利益確保につなげてゆけることが予想されます。 

（プローブカード事業）  

 半導体業界の状況は回復傾向であり、プローブカード市況も回復傾向が続くものと予想されます。経営成績につきま

しては、売上高は増加、営業利益も、原価低減等により増加することが予想されます。 

  

(2)財政状態 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純損失

3,145百万円、仕入債務の減少額1,115百万円、長期借入金の返済による支出783百万円等の支出要因があったものの、

売上債権の減少額936百万円、減損損失861百万円、長期借入れによる収入650百万円等の収入要因があったことによ

り、前連結会計年度末に比べ309百万円増加し、当連結会計年度末残高は2,004百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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 営業活動の結果使用した資金は、593百万円(前連結会計年度は営業活動の結果獲得した資金として720百万円)となり

ました。これは主として、売上債権の減少額936百万円、減損損失861百万円等の収入要因があったものの、税金等調整

前当期純損失3,145百万円、仕入債務の減少額1,115百万円等の支出要因があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は、1,204百万円（前連結会計年度は投資活動の結果使用した資金として296百万円）と

なりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入581百万円、保険積立金の解約による収入441百万円、事業譲

渡による収入313百万円等の収入要因があったことによるものです。 

（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、312百万円（前連結会計年度は財務活動の使用した資金として234百万円）となりま

した。これは主に、長期借入による収入650百万円等の収入要因があったものの、長期借入金の返済による支出783百万

円等の支出要因があったことによるものです。 

当社グループのキャッシュ・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／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 

※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。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」を用いております。 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益処分に関して、配当による利益還元と中長期的視野に立った内部留保のバランスを、経営における重要

課題の一つと捉えております。 

 剰余金の配当については、取締役会の決議による中間配当と、株主総会の決議による期末配当の年２回行うことを基

本方針と定めており、継続的な安定配当を目指すべく業績の向上につとめておりますが、収益の結果に即して配当政策

を勘案いたします。また内部留保については、新技術の確立や新製品への開発に向けた研究開発投資、海外戦略、Ｍ＆

Ａなど将来の事業展開における資金需要に備えるため、財務体質の強化を基本方針と定めております。  

 当期の配当については、前期及び当期業績においていずれも多大な損失を計上し、損失の拡大から内部留保を取り崩

す結果となったため、見送りといたします。 

 次期の配当についても、内部留保の充実による新技術早期確立への投資と資金の脆弱性回避を図るため、配当を見送

られていただきます。 

(4)事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。 

①半導体市場による影響   

 当社グループの主要製品であるプローブカードは、半導体の検査工程で使用される製品であります。半導体市場は、

需給のバランスにより変化する市場であり、世界同時不況のような需要変動が起こった場合、半導体の生産量とほぼ比

例して、プローブカードの受注量が変動する可能性があります。そのため、予期せぬ市場変動によって、半導体の生産

量が減少した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②新製品開発による影響 

 当社グループは、市場の進歩に適応すべく新技術・新製品開発について積極的な研究開発投資を継続的に実施してお

ります。そしてこれらの新規製品（投資）が当社グループ収益においてかなりの部分を占めていると考えております。

しかし半導体市場の技術革新は著しく、また大きな投資を必要とするため、新技術・新製品開発に遅れが生じる場合、

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  44.7  48.9  48.4  45.4  32.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 60.3  33.2  16.8  6.3  15.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 14.8  15.8  3.8  5.4  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 3.6  2.5  33.8  －  －
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当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③価格競争における影響 

 当社グループが参画している半導体業界は、回復傾向にあるものの、顧客である半導体メーカは、利益を確保するた

めにコスト削減を行なっております。このため、検査に使用されるプローブカードについても価格の値下げ要請がくる

ことが予想されます。その場合、当社グループでは、原価低減を継続的におこなっておりますが、業績に影響を与える

可能性があります。 

④海外進出による影響 

 当社グループの生産及び販売活動は、東アジア地域(台湾・中国・シンガポール)において拡大化しつつあり、将来は

ますます海外の位置付が重要視されます。その場合、為替相場の変動が、業績に影響を与える可能性があります。 

⑤品質に係わる影響 

 当社グループの製品は、万全の品質管理を行っておりますが、万一欠陥が発生した場合、また予期せぬ製品の不具合

により事故が発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。 

⑥自然災害の影響 

 当社グループの生産及び販売活動は東アジア地域を中心に展開しております。それらの地域において、地震、水害、

台風など予測をはるかに上回る自然災害の事故が発生し、短期間で復旧不可能な甚大な被害を被り、生産・販売・サー

ビス活動に障害が発生した場合、当社グループの経営成績に不利益な影響を与える可能性があります。 

⑦情報セキュリティの影響 

 当社グループは、事業活動内に情報共有化のためのネットワークを配置しております。その中には顧客との営業上・

技術上の機密情報を保有し、顧客情報や個人情報を含むものもあります。当社グループはこれらの情報の機密保持には

細心の注意を払い、第三者からの不正アクセス・改ざん・破壊行為・紛失などから守るため、管理体制の構築に努める

とともにネットワークの情報セキュリティを実施するなど安全施策を講じておりますが、万が一これらの機密情報等に

対して漏えい・不正使用などの事故が起きた場合には、その損害賠償や評判・信用問題に不利益な影響を与える可能性

があります。  
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当社グループは、当社、連結子会社７社及び非連結子会社１社並びに関連会社３社で構成され、電子機器用材料、部

品及び機器の製造並びに販売の事業活動を展開しております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。  

 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。  

電子部品事業………………ＣＲＴ用カソード及び液晶バックライト用モリブデン電極は、内田工業㈱及び㈱北光電子工

業が製造し、当社が販売するほか、内田工業㈱が一部販売しております。 

その他製品は、内田工業㈱及び㈱北光電子工業、石家荘宝東電子有限公司が製造し、当社及

び内田工業㈱、㈱北光電子工業、石家荘宝東電子有限公司が販売しております。 

プローブカード事業………プローブカードは、当社及び㈱北光電子工業、㈱ビーテックジャパン、TOKYO CATHODE 

LABORATORY （SINGAPORE） PTE LTD、東京探針股份有限公司、TOKYO CATHODE LABORATORY 

（GUANGZHOU） CO.,LTD.が製造し、当社及び㈱ビーテックジャパン、TOKYO CATHODE 

LABORATORY （SINGAPORE） PTE LTD、東京探針股份有限公司、TOKYO CATHODE LABORATORY 

（H.K.）CO.,LIMITED、TOKYO CATHODE LABORATORY （GUANGZHOU） CO.,LTD.が販売しており

ます。 

ＡＴＥ事業…………………液晶基板用検査装置、液晶パネル点灯検査装置、ＶＩＣプローブ等は、当社及びMICRO HIGH 

TECH CO.,LTD.、CRATTO INC.が製造し、当社及びMICRO HIGH TECH CO.,LTD.、TCL 

Technologies,Inc.、CRATTO INC.が販売しております。  

ＯＶＩＳ事業………………ＶＩＳＩＯＮ関連装置、当社が製造し、当社が販売しております。 

＊1 内田工業㈱は、平成22年３月29日に、解散決議を行ない、平成22年６月30日に清算結了予定です。 

＊2 ＡＴＥ事業は、株式会社ユニオンアロー・テクノロジーに平成21年７月31日に823百万円で譲渡しております。

＊3 ＯＶＩＳ事業は、平成22年３月31日に廃止しております。 

    

２．企業集団の状況
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  以上述べた事業を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  ＊1 内田工業㈱は、平成22年３月29日に、解散決議を行ない、平成22年６月30日に清算結了予定です。 

＊2 ＡＴＥ事業は、株式会社ユニオンアロー・テクノロジーに平成21年７月31日に823百万円で譲渡しております。

＊3 ＯＶＩＳ事業は、平成22年３月31日に廃止しております。 

＊4 TCL Technologies,Inc.は、平成21年７月31日に、解散決議を行ないました。 

  

 平成21年６月25日に提出しました有価証券報告書に含まれている「関係会社の状況」について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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(1)経営の基本方針 

 当社グループは、「全員一致協力により 良の製品を世に出して、 大ではなく 良の会社をめざす」を経営理念と

し、「オンリー・ワン製品を生み出そう」というスローガンのもと、独自の技術による独創的な製品の開発と、高品質

の製品及びサービスを市場に投入することにより、広く世の中に貢献し、社会の一員として信頼される企業を目指すこ

とを経営の基本方針としております。 

そしてこの基本方針の推進が、株主各位をはじめとするステークホルダー全体の利益につながると考えております。

(2)目標とする経営指標 

 収益性と効率性の追求、財務体質強化と健全性の維持により、株主資本利益率向上を目指しております。 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、「半導体分野とディスプレイ分野を両輪として、エレクトロニクス社会に貢献する」を事業目的

として、活動してきましたが、2008年10月以降の金融市場の混乱に伴う景気変動は、生産構造の変化をもたらし、当社

や電子・電気業界における経営環境を急速に変化させてしまいました。この状況下において当社も昨年下期以降の急速

な環境変化の大きな渦に巻き込まれて、昨年度は大幅な営業損失を計上し、当期においても非常に厳しい状況で推移し

ました。 

 ここにおいて当社は、収益の改善が不透明な事業を見極め、今後早期に成長が見込まれる分野及び重点分野を明確化

させ、それらに経営資源をシフトすること（事業再編による選択と集中）で、収益構造を変革させるとともに、損益分

岐点を大幅に下げて将来へ向けた新たな成長軌道を早急に確立するために、事業再編を重要な経営課題といたしまし

た。（詳細は、平成21年12月２日「事業再編計画（概要）」のお知らせを参照ください） 

(4)会社の対処すべき課題 

 中長期的な経営戦略に基づき、次の課題に鋭意取り組んでまいります。（詳細は、平成21年12月２日「事業再編計画

（概要）」のお知らせを参照ください） 

①中核となる事業の基盤作り 

プローブカード事業は、シリコンサイクルやクリスタルサイクルなどの景気に左右される事業でありますが、装置

を主軸とする事業に比べて受注から代金の回収までの投資効率が良く、自社能力や将来における永続性が高い半消耗治

具であることから、この「プローブカード事業」を中核に置くことといたしました。 

 プローブカード事業の内、カンチレバー型のプローブカードを中核事業における本命として位置付けて、成長に必要

な資源となる「主要な利益をもたらす事業」に変革させるため１、２年を目途に早急に収益の柱としての基盤作りに集

中・特化するよう図ってまいります。 

②拡大事業の推進 

 プローブカード事業の内、垂直型プローブカード、ＭＥＭＳ型プローブカードを拡大事業と位置づけ推進してまいり

ます。 

 垂直型プローブカードは、カンチレバー型プローブカードによって収益の基礎をしっかりと確保した上で、中核とな

る事業と「同等以上」の収益をもたらす成長事業となるように、当社計画の第２段階として位置付けて、当社が得意と

する微細加工や素材開発により製品の開発強化を行うとともに、新規取引先に対する拡販や、現時点でカンチレバー型

プローブカードを販売する取引先へのアプローチにつなげられるように当社とのパートナーシップをより強固にする施

策を行ってまいります。 

 ＭＥＭＳ型プローブカードについては、３年から５年の中期的成長事業と捉えたうえで慎重に議論を重ね、その時

点での目標を超える利益を達成している場合に他の二種類のプローブカードと相対比較し、開発に踏み切るかを判断い

たします。 

 当社は、市場に初めてＭＥＭＳ型プローブカードを投入した米国フォームファクター社（ＮＡＳＤＡＱ上場）と一

部製品について昨年より販売代理店契約を結んでおります。今般さらに、ＳＯＣ用製品の販売、組立業務提携を結び関

係を強化しましたので、既存顧客からの要請に対しては米国フォームファクター社の製品の提供により対応してまいり

ます。（詳しくは平成20年11月17日付当社「米国フォームファクター社との代理店契約に関するお知らせ」及び平成21

年12月２日付当社「米国フォームファクター社と業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。） 

 今後も両社の良好な関係を強固にしつつ、顧客満足度の充実を図ってまいります。  

３．経営方針
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(5)内部管理体制の整備・運用状況 

 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」に記載しております。 

(6)その他会社経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます 。 

 （当社ホームページ） 

http://www.tclab.co.jp  

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/  
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,717,118 2,243,961

受取手形及び売掛金 2,474,227 1,544,863

有価証券 10,591 10,605

商品及び製品 877,057 189,200

仕掛品 776,893 30,759

原材料及び貯蔵品 1,040,519 493,284

繰延税金資産 6,741 22,141

未収入金 609,169 934,905

その他 279,904 118,385

貸倒引当金 △14,462 △25,245

流動資産合計 7,777,760 5,562,861

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,015,995 2,012,034

減価償却累計額 △1,736,515 △1,356,361

建物及び構築物（純額） ※2  1,279,479 ※2  655,673

機械装置及び運搬具 2,686,793 1,327,844

減価償却累計額 △1,988,977 △962,814

機械装置及び運搬具（純額） 697,816 365,029

工具、器具及び備品 1,518,428 478,898

減価償却累計額 △1,299,076 △397,167

工具、器具及び備品（純額） 219,351 81,731

土地 ※2  1,083,347 ※2  550,342

リース資産 139,666 139,666

減価償却累計額 △14,434 △38,872

リース資産（純額） 125,232 100,794

建設仮勘定 39,508 －

有形固定資産合計 3,444,736 1,753,572

無形固定資産   

のれん 22,253 －

特許権 5,000 －

電話加入権 6,646 6,184

その他 5,063 2,790

無形固定資産合計 38,963 8,975

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  574,483 ※1  286,405

会員権 32,562 22,858

長期前払費用 54,044 26,493

繰延税金資産 21,209 36,398

その他 ※1  742,136 ※1  350,907

貸倒引当金 △68,752 △72,985

投資その他の資産合計 1,355,684 650,078

固定資産合計 4,839,384 2,412,626

資産合計 12,617,145 7,975,487
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,703,289 684,995

短期借入金 ※2, ※3  3,047,040 ※2  2,855,727

未払金 268,849 175,154

未払費用 99,158 35,749

リース債務 23,944 29,226

未払法人税等 20,914 78,694

繰延税金負債 4,682 －

賞与引当金 － 37,857

その他 79,799 73,910

流動負債合計 5,247,678 3,971,314

固定負債   

長期借入金 ※2, ※3  833,250 ※2, ※3  712,230

リース債務 101,920 85,925

繰延税金負債 59,668 24,631

退職給付引当金 563,398 551,407

負ののれん 66,598 33,566

その他 14,459 14,944

固定負債合計 1,639,295 1,422,704

負債合計 6,886,973 5,394,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 601,411 △2,553,062

自己株式 △72,532 △72,532

株主資本合計 5,836,198 2,681,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,463 △7,477

為替換算調整勘定 △106,630 △102,514

評価・換算差額等合計 △110,094 △109,992

新株予約権 4,067 9,736

純資産合計 5,730,171 2,581,468

負債純資産合計 12,617,145 7,975,487
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,672,291 6,204,157

売上原価 ※6  9,534,217 ※6  5,276,924

売上総利益 2,138,074 927,232

販売費及び一般管理費 ※1, ※5  3,619,997 ※1, ※5  2,130,180

営業損失（△） △1,481,923 △1,202,947

営業外収益   

受取利息 4,152 2,185

受取配当金 5,492 2,164

受取手数料 32,035 －

受取家賃 990 1,385

受取保険金 10,000 1,466

補助金収入 5,822 48,563

負ののれん償却額 3,488 32,154

為替差益 － 17,539

機械賃貸料 4,822 54

その他 43,589 48,076

営業外収益合計 110,393 153,589

営業外費用   

支払利息 52,556 89,350

為替差損 100,253 －

シンジケートローン手数料 12,959 3,390

持分法による投資損失 18,001 2,724

その他 12,648 19,096

営業外費用合計 196,419 114,562

経常損失（△） △1,567,949 △1,163,920

特別利益   

固定資産売却益 ※2  443 ※2  148,894

投資有価証券売却益 1,925 25,167

事業譲渡益 － 300,000

保険解約返戻金 19,563 105,555

その他 500 －

特別利益合計 22,432 579,617

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  142,408

固定資産除却損 ※4  287,248 ※4  16,527

投資有価証券評価損 44,346 236,853

関係会社株式評価損 32,601 －

減損損失 － ※7  861,646

特別退職金 － 338,125

たな卸資産評価損 － 762,683

たな卸資産処分損 4,684 51,986

その他 67,853 150,587

特別損失合計 436,735 2,560,819

税金等調整前当期純損失（△） △1,982,251 △3,145,121

法人税、住民税及び事業税 24,732 80,111

法人税等調整額 667,251 △70,758

法人税等合計 691,984 9,352

当期純損失（△） △2,674,236 △3,154,474
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（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,323,105 2,323,105

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,323,105 2,323,105

資本剰余金   

前期末残高 2,984,214 2,984,214

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,984,214 2,984,214

利益剰余金   

前期末残高 3,389,717 601,411

当期変動額   

剰余金の配当 △114,069 －

当期純損失（△） △2,674,236 △3,154,474

当期変動額合計 △2,788,305 △3,154,474

当期末残高 601,411 △2,553,062

自己株式   

前期末残高 △72,532 △72,532

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △72,532 △72,532

株主資本合計   

前期末残高 8,624,504 5,836,198

当期変動額   

剰余金の配当 △114,069 －

当期純損失（△） △2,674,236 △3,154,474

当期変動額合計 △2,788,305 △3,154,474

当期末残高 5,836,198 2,681,724

- 14 -

㈱東京カソード研究所（6868）　平成22年３月期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 29,834 △3,463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,298 △4,014

当期変動額合計 △33,298 △4,014

当期末残高 △3,463 △7,477

為替換算調整勘定   

前期末残高 34,656 △106,630

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △141,287 4,116

当期変動額合計 △141,287 4,116

当期末残高 △106,630 △102,514

評価・換算差額等合計   

前期末残高 64,491 △110,094

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174,585 102

当期変動額合計 △174,585 102

当期末残高 △110,094 △109,992

新株予約権   

前期末残高 － 4,067

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,067 5,668

当期変動額合計 4,067 5,668

当期末残高 4,067 9,736

純資産合計   

前期末残高 8,688,995 5,730,171

当期変動額   

剰余金の配当 △114,069 －

当期純損失（△） △2,674,236 △3,154,474

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △170,518 5,771

当期変動額合計 △2,958,824 △3,148,703

当期末残高 5,730,171 2,581,468
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（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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損失（△） △1,982,251 △3,145,121

減価償却費 577,059 335,470

減損損失 － 861,646

貸倒引当金の増減額（△は減少） 59,281 14,974

受取利息及び受取配当金 △9,645 △4,350

支払利息 52,556 89,350

持分法による投資損益（△は益） 18,001 2,724

有形固定資産売却損益（△は益） 14,866 △6,486

売上債権の増減額（△は増加） 4,007,488 936,958

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,874 885,774

仕入債務の増減額（△は減少） △1,818,292 △1,115,653

投資有価証券売却損益（△は益） △1,925 △24,357

賞与引当金の増減額（△は減少） △209,244 37,857

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,266 △11,990

投資有価証券評価損益（△は益） 44,346 236,853

関係会社株式評価損 32,601 －

固定資産除却損 287,248 16,527

たな卸資産評価損 － 762,683

たな卸資産処分損 4,684 51,986

事業譲渡損益（△は益） － △300,000

未収入金の増減額（△は増加） △251,974 △38,379

その他の流動資産の増減額（△は増加） 105,748 162,301

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,028 △69,528

その他の固定資産の増減額（△は増加） 27,251 －

その他 156,896 △170,250

小計 1,122,062 △491,007

利息及び配当金の受取額 13,281 9,852

利息の支払額 △52,645 △89,863

法人税等の支払額 △361,839 △22,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 720,859 △593,716
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △233,693 △68,090

有形固定資産の売却による収入 21,167 581,477

投資有価証券の取得による支出 △45,352 △1,200

投資有価証券の売却による収入 4,303 67,800

定期預金の預入による支出 △24,054 △224,020

定期預金の払戻による収入 12,013 6,316

事業譲渡による収入 － 313,779

保険積立金の解約による収入 － 441,955

無形固定資産の取得による支出 △418 －

その他投資による支出 △30,026 86,773

投資活動によるキャッシュ・フロー △296,062 1,204,792

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） 190,000 △179,253

長期借入れによる収入 750,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △532,740 △783,080

社債の償還による支出 △528,000 －

配当金の支払額 △114,069 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,809 △312,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84,811 10,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,176 309,152

現金及び現金同等物の期首残高 ※  1,590,084 ※  1,695,260

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,695,260 ※  2,004,413
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項  目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ７社 

主要な連結子会社名 

内田工業㈱ 

㈱ビーテックジャパン 

㈱北光電子工業 

東京探針股份有限公司 

TOKYO CATHODE LABORATORY (SINGAPORE) 

PTE LTD 

TOKYO CATHODE LABORATORY(H.K.)

CO.,LIMITED 

TOKYO CATHODE LABORATORY (GUANGZHOU) 

CO.,LTD. 

(1）      同左 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

  TCL Technologies,Inc.  

(2）主要な非連結子会社の名称等     

        同左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

 石家荘宝東電子有限公司 

 MICRO HIGH TECH CO.,LTD. 

(1）      同左 

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

（TCL Technologies,Inc.）及び関連会

社（CRATTO INC.）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲から除外

しております。  

(2）持分法を適用していない非連結子会社

        同左  

  (3）持分法の適用会社は、決算日が連結決

算日と異なっており、同社の事業年度に

係る財務諸表を使用しております。 

(3）      同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち㈱ビーテックジャパ

ン、東京探針股份有限公司、TOKYO 

CATHODE LABORATORY (SINGAPORE) PTE 

LTD、TOKYO CATHODE LABORATORY (H.K.) 

CO.,LIMITED、及びTOKYO CATHODE 

LABORATORY (GUANGZHOU) CO., LTD.の決算

日は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は連結上必要な調整を行っております。 

同左 
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項  目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 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

は主として移動平均法により算

定しております） 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

   主として移動平均法による原

価法 

同左  

  ② たな卸資産 ② たな卸資産 

   当社及び国内連結子会社は主として

月別総平均法による原価法及び個別法

による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

      同左 

  （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。 

 これにより、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232,589千円増加しております。  

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  

   ───────── 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） ① 有形固定資産（リース資産を除く）

 当社及び国内連結子会社は主として

定率法、在外連結子会社は所在地国の

会計基準の規定に基づく定額法によっ

ております。 

 ただし、当社及び国内連結子会社に

ついては、平成10年4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。

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物    5年～50年 

機械装置及び運搬具  2年～ 8年 

      同左 
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項  目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、減価償

却資産の耐用年数等に関する平成20年

度税制改正を契機として、当連結会計

年度より、機械装置について、耐用年

数の見直しを行っております。 

 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66,569千円増加し

ております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  

   ───────── 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） ② 無形固定資産（リース資産を除く）

   定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

同左 

  ③ リース資産 ③ リース資産 

   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、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

      同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れの損失に備えるため、

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検討し回収不

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 ② 賞与引当金 

   当社及び国内連結子会社は、従業員

の賞与支払いに備えるため、支給見込

額のうち当連結会計年度負担額を計上

しております。 

同左 
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項  目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

   当社及び国内連結子会社並びに一部

国外連結子会社は従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ翌連

結会計年度から費用処理することとし

ております。 

同左 

  

    （会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「「退職給付に

係わる会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。 

 なお、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

響はありません。  

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債並びに

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に含

めております。 

       同左 
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項  目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利スワップについて特例

処理の条件を充たしている場合には特

例処理を採用しております。 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。 

同左  

  ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…長期借入金 

  

  ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

   デリバティブ取引に関する権限規程

および取引限度額等を定めた内部規程

に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動

リスクを一定の範囲内でヘッジしてお

ります。 

同左  

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。 

 ただし、特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の評価を

省略しております。 

同左  

(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 

 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．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却については

５年間の定額法により償却を行っておりま

す。  

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

については僅少なリスクしか負わない取得

日から３か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 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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。 

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。 

当連結会計年度における損益に与える影響は軽微であり

ます。  

  

      ─────────────  

 （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、連結決算上必要な修

正を行っております。 

当連結会計年度における損益に与える影響は軽微であり

ます。 

        ─────────────── 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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制 

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」として掲記されていたもの 

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「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」含まれる「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ1,114,189千円、480,581千円、1,139,597千円であり

ます。 

 （連結貸借対照表） 

       ─────────────  

（連結損益計算書） 

───────────── 

 （連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて表

示しておりました「固定資産売却損」は、特別損失の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。  

  なお、前連結会計年度における「固定資産売却損」の

金額は15,310千円であります。  

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「有形固定資産除却損」と表示しておりました

が、当連結会計年度より連結損益計算書に合わせるため

に「固定資産除却損」と表示しております。 

なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は全て

「有形固定資産除却損」であります。 

また、当連結会計年度の「固定資産除却損」は「有形

固定資産除却損」102,791千円、「無形固定資産除却

損」184,457千円であります。         

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

      ───────────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式） 120,028千円 

投資その他（出資金） 129,463  

投資有価証券（株式） 114,780千円 

投資その他（出資金） 119,566  

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

建物及び構築物 77,541千円 

土地 83,856  

計 161,398  

建物及び構築物 531,681千円 

土地 428,061  

計 959,743  

上記物件は、短期借入金（一年以内返済予定長期借

入金）12,900千円の担保に供しております。 

上記物件は、短期借入金（一年以内返済予定長期借

入金） 千円、長期借入金 千円の担

保に供しております。 

2,462,437 403,970

※３．財務制限条項 

    (1)平成19年１月26日締結のタームローン契約（平

成21年３月31日現在借入金残高625,000千円）に

は、下記の財務制限条項が付されております。 

①各年度の本・中間決算期の末日における連結及び

単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該 

本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日ま 

たは、平成19年３月決算期末日における連結及び 

単体の貸借対照表における純資産の部の金額のい 

ずれか大きい方の80％以上に維持すること。 

②各決算期末日における連結及び単体の損益計算書

における経常損益をそれぞれ二期連続で損失とし 

ないこと。 

(2)平成19年７月26日締結のリボルビング・クレジ

ット・ファシリティー契約（平成21年３月31日現在

借入金残高2,000,000千円）には、下記の財務制限

条項が付されております。 

①各年度の本・中間決算期の末日における連結及び

単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平 

成19年３月決算期末日における連結及び単体の貸 

借対照表における純資産の部の金額の80％以上に 

相当する金額、または直近の本・中間決算期の末 

日における連結及び単体の貸借対照表に記載され 

る純資産の部の合計金額の80％に相当する金額の 

うち、いずれか大きい方の金額以上に維持するこ 

と。 

②各決算期末日における連結及び単体の損益計算書

における経常損益をそれぞれ二期連続で損失とし 

ないこと。 

※３．財務制限条項 

     平成19年１月26日締結のタームローン契約（平成

22年３月31日現在借入金残高 千円）には、

下記の財務制限条項が付されております。 

①各年度の本・中間決算期の末日における連結及び

単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該 

本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日ま 

たは、平成19年３月決算期末日における連結及び 

単体の貸借対照表における純資産の部の金額のい 

ずれか大きい方の ％以上に維持すること。 

②各決算期末日における連結及び単体の損益計算書

における経常損益をそれぞれ二期連続で損失とし 

ないこと。 

375,000

80
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

給与手当・賞与 1,038,882千円

退職給付引当金繰入額 48,342  

貸倒引当金繰入額 66,179  

研究開発費 686,490  

給与手当・賞与 704,112千円

賞与引当金繰入額 3,545  

退職給付引当金繰入額 64,727  

貸倒引当金繰入額 4,803  

研究開発費 271,224  

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 機械装置及び運搬具 208千円

 工具、器具及び備品 234  

 計 443  

 建物及び構築物  10,900千円

 機械装置及び運搬具 25,957  

 工具、器具及び備品 10,575  

 土地 101,461  

 計 148,894  

  ※３．固定資売却損の内訳は次のとおりであります。 

      ────── 建物及び構築物 70,750千円

機械装置及び運搬具 42,685  

工具、器具及び備品 18,721  

土地 10,250  

計 142,408  

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 18,366千円

機械装置及び運搬具 75,303  

工具、器具及び備品 9,121  

ソフトウエア 184,457  

計 287,248  

建物及び構築物 8,592千円

機械装置及び運搬具 5,217  

工具、器具及び備品 2,718  

計 16,527  

※５．研究開発費の総額 ※５．研究開発費の総額 

一般管理費 686,490千円 一般管理費 271,224千円

※６．期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

※６．期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

  232,589千円   75,357千円
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

────── 

※７．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

資産グループについて減損損失を計上しました。  

 当社グループは、原則として、事業用資産について

は事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊

休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。 

 当連結会計年度において、事業の用に供していない

遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループ

の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（861,646千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物及び構築物302,718千円、機械

装置及び運搬具188,309千円、工具、器具及び備品

59,099千円、土地293,688千円、リース資産17,829千

円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、建物及び土地については不動

産鑑定評価額等により評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円）

㈱東京カソ
ード研究所 

(東京都板橋区）
遊休資産 

建物及び 
構築物及び
土地等 

137,902

㈱東京カソ
ード研究所 

(大阪府大阪市）

遊休資産 
建物及び 
構築物及び
土地等  

8,585

㈱東京カソ
ード研究所 

(埼玉県川越市）

遊休資産 
建物及び 
構築物及び
土地等 

128,252

㈱東京カソ
ード研究所 

(熊本県阿蘇郡）

遊休資産 

建物及び 
構築物、土
地、機械装
置等 

141,559

㈱東京カソ
ード研究所 

(長野県 
北佐久郡)  

遊休資産 
建物及び 
構築物及び
土地等 

55,071

㈱東京カソ
ード研究所 

(埼玉県比企郡）

遊休資産 
機械装置及
び運搬具等 

81,540

内田工業㈱ 
(北海道空知郡）

遊休資産 

建物及び 
構築物、土
地、機械装
置及び運搬
具等 

279,000

㈱北光電子
工業 

(北海道空知郡）
遊休資産 

機械装置 
及び運搬具 

29,734
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．当連結会計年度減少株式数358千株は、転換社債型新株予約権付社債の社債要項に規定された償還によるもの

     であります。 

   ２．当連結会計年度増加株式数133千株は、平成20年６月25日定時株主総会決議によるものであります。 

    

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,767  －  －  5,767

合計  5,767  －  －  5,767

自己株式         

普通株式  63  －  －  63

合計  63  －  －  63

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（千株）  
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 
普通株式  －  133  － 133  4,067

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 －  358  133 358 133  4,067

  
  
（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６月25日 

定時株主総会 
普通株式  85,551  15 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  28,517  5 平成20年９月30日 平成20年12月４日 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．当連結会計年度減少株式数9千株は、ストックオプションとしての新株予約権要項に規定された従業員退職に 

    よるものであります。 

      

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,767  －  －  5,767

合計  5,767  －  －  5,767

自己株式         

普通株式  63  －  －  63

合計  63  －  －  63

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（千株）  
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 
普通株式  133  －  9     124  9,736

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 －  133  －      9      124  9,736

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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21年３月31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22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,717,118千円 

有価証券勘定のうちＭＭＦ 10,591  

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△32,449  

現金及び現金同等物 1,695,260  

現金及び預金勘定 2,243,961千円 

有価証券勘定のうちＭＭＦ 10,605  

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△250,153  

現金及び現金同等物 2,004,413  
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製・商品の変更 

    事業区分の方法については、従来、事業の種類、性質、製造方法等の観点から「電子部品事業」、「プロ

ーブカード事業」、「装置事業」の３事業としておりましたが、当連結会計年度より、「電子部品事業」、

「プローブカード事業」、「ＡＴＥ事業」、「ＯＶＩＳ事業」の４事業に変更いたしました。この変更は、

従来の「装置事業」において提供する製品およびサービス提供を、より事業の実態に反映させるため、その

内容区分の見直しを行った結果によるものであります。この変更による影響はありません。     

    また、各区分に属する主要な製・商品の変更については、従来の「装置事業」として含めておりましたＶ

ＩＳＩＯＮ関連装置等を「ＯＶＩＳ事業」として分離しております。 

２．各区分に属する主要な製・商品 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  電子部品
事業 

（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業
（千円） 

ＯＶＩＳ
事業  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  4,345,122  4,210,007  2,087,242  1,029,918  11,672,291  －  11,672,291

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  4,345,122  4,210,007  2,087,242  1,029,918  11,672,291  －  11,672,291

営業費用  4,392,808  4,463,533  2,078,189  1,407,681  12,342,212  812,002  13,154,214

営業損益  △47,685  △253,525  9,052  △377,762  △669,920  △812,002 △1,481,923

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
              

資産  3,623,197  4,450,515  1,929,880  296,222  10,299,816  2,317,328  12,617,145

減価償却費  232,948  199,012  107,246  28,189  567,396  9,663  577,059

減損損失  －  －   －  －  －  －  －

資本的支出  61,828  223,930  50,355  49,873  385,987  5,600  391,588

事業区分 主要製品 

電子部品事業 

 電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業  ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 
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３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は812,002千円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．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2,317,328千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券)、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり

ます。  

５．会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益がＡＴＥ事業で7,000千円減少し、営業

損失が電子部品事業で74,150千円、プローブカード事業で87,438千円及びＯＶＩＳ事業で64,000千円それぞ

れ増加しております。     

６．追加情報 

  （有形固定資産の耐用年数の変更）    

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2）①に記載のとおり、当連結会計年度より、

機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計

年度の電子部品事業の営業損失が18,573千円増加、プローブカード事業の営業損失が10,611千円増加、ＡＴ

Ｅ事業の営業利益が36,225千円減少、ＯＶＩＳ事業の営業損失が1,159千円増加しております。 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

    事業区分は、製品の種類、性質、製造方法を考慮して区分しております。  

２．各区分に属する主要な製・商品 

３．資産の著しい変動 

   平成21年７月31日付で実施した株式会社ユニオンアロー・テクノロジーに当社のＡＴＥ事業を譲渡したこ

とにより、ＡＴＥ事業における資産の金額が、前連結会計年度に比べ1,169,865千円減少しております。 

４． 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は634,116千円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５． 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 千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び有価証券)、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であ

ります。  

  電子部品
事業 

（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業
（千円） 

ＯＶＩＳ
事業  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  1,709,154  3,122,597  1,196,189  176,215  6,204,157  －  6,204,157

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  1,709,154  3,122,597  1,196,189  176,215  6,204,157  －  6,204,157

営業費用  2,046,715  3,211,279  1,115,135  399,856  6,772,987  634,116  7,407,104

営業損益  △337,560  △88,681  81,054  △223,641  △568,830  △634,116 △1,202,947

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
              

資産  916,110  4,061,601  760,015  25,095  5,762,822  2,212,664  7,975,487

減価償却費  122,385  180,402  12,104  11,471  326,364  9,106  335,470

減損損失  424,559  43,678  61,374  65,802  595,414  266,231  861,646

資本的支出  12,621  52,936  －  －  65,558  2,532  68,090

事業区分 主要製品 

電子部品事業 

 電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業  ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 

2,212,664

- 33 -

㈱東京カソード研究所（6868）　平成22年３月期決算短信



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 

ア ジ ア……韓国、中国、香港、台湾、シンガポール 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は812,002千円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．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2,317,328千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

５．会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が「日本」で232,589千円増加しており

ます。     

６．追加情報 

   （有形固定資産の耐用年数の変更） 

     「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2）①に記載のとおり、当連結会計年度よ

り、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結

会計年度の日本の営業損失が66,569千円増加しております。  

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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  10,723,534  948,756  11,672,291  －  11,672,291

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 215,851  134,391  350,242  △350,242  －

 計  10,939,385  1,083,148  12,022,534  △350,242  11,672,291

 営業費用  11,641,089  1,028,730  12,669,820  484,394  13,154,214

 営業損益  △701,704  54,417  △647,286  △834,636  △1,481,923

Ⅱ 資産  9,522,163  1,208,553  10,730,716  1,886,428  12,617,145
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31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。 

ア ジ ア……韓国、中国、香港、台湾、シンガポール 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．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 千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）ア ジ ア……韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、インド、フィリピン、タイ 

(2）そ の 他……英国、フランス、ドイツ、アメリカ 

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21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）ア ジ ア……韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、インド、フィリピン、タイ 

(2）そ の 他……英国、フランス、ドイツ、アメリカ 

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。  

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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  5,480,921  723,235  6,204,157  －  6,204,157

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 226,744  133,714  360,459  △360,459  －

 計  5,707,666  856,950  6,564,616  △360,459  6,204,157

 営業費用  6,289,688  799,035  7,088,723  318,380  7,407,104

 営業損益  △582,022  57,915  △524,106  △678,840  △1,202,947

Ⅱ 資産  5,074,581  1,108,371  6,182,953  1,792,534  7,975,487

634,116

2,212,664

ｃ．海外売上高

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,401,329  88,153  2,489,483

Ⅱ 連結売上高（千円）      11,672,291

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 20.6  0.7  21.3

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,632,719  63,976  1,696,695

Ⅱ 連結売上高（千円）      6,204,157

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 26.3  1.0  27.3
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  該当事項はありません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は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、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、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、ストックオプション等、デリバティブ取引、

退職給付、賃貸等不動産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

ため開示を省略しております。  

（企業結合等）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,003円97銭

１株当たり当期純損失金額 468円88銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額に

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。  

１株当たり純資産額 円 銭450 91

１株当たり当期純損失金額 円 銭△553 8

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額に

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額 
    

当期純損失（△）（千円）  △2,674,236  △3,154,474

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）  △2,674,236  △3,154,474

期中平均株式数（千株）  5,703  5,703

      

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）  －  －

（うち新株予約権付社債） －      －

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 

  平成20年６月25日定時株主総

会決議による新株予約権。  

  平成20年６月25日定時株主総

会決議による新株予約権。  

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 826,743 1,651,718

受取手形 79,045 44,625

売掛金 2,203,446 1,518,061

有価証券 10,591 10,605

商品及び製品 878,975 171,345

仕掛品 647,956 6,551

原材料及び貯蔵品 735,073 359,965

前払費用 7,876 3,827

短期貸付金 16,829 16,829

未収入金 680,988 870,468

その他 131,605 91,090

貸倒引当金 △12,511 △24,309

流動資産合計 6,206,621 4,720,781

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,920,927 1,578,175

減価償却累計額 △1,134,967 △1,058,741

建物（純額） 785,959 519,434

構築物 104,073 99,310

減価償却累計額 △85,456 △87,063

構築物（純額） 18,617 12,247

機械及び装置 812,271 378,162

減価償却累計額 △702,838 △323,380

機械及び装置（純額） 109,433 54,781

車両運搬具 5,433 723

減価償却累計額 △4,513 △701

車両運搬具（純額） 919 22

工具、器具及び備品 825,520 294,212

減価償却累計額 △678,657 △249,493

工具、器具及び備品（純額） 146,863 44,719

土地 909,765 428,061

リース資産 139,666 139,666

減価償却累計額 △14,434 △38,872

リース資産（純額） 125,232 100,794

建設仮勘定 39,508 －

有形固定資産合計 2,136,300 1,160,061

無形固定資産   

のれん 21,376 －

特許権 5,000 －

電話加入権 5,534 5,534

ソフトウエア 3,792 2,259

無形固定資産合計 35,702 7,793
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 454,317 171,411

関係会社株式 1,103,494 529,285

出資金 10 10

関係会社出資金 284,806 284,806

関係会社長期貸付金 315,000 250,700

長期差入保証金 17,916 2,450

会員権 24,462 14,758

敷金 6,061 2,276

保険積立金 332,776 －

破産更生債権等 65,109 65,109

長期前払費用 10,087 5,004

貸倒引当金 △161,663 △162,824

投資その他の資産合計 2,452,379 1,162,987

固定資産合計 4,624,382 2,330,842

資産合計 10,831,003 7,051,624

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,473,848 811,390

買掛金 762,061 400,846

短期借入金 2,000,000 2,003,497

1年内返済予定の長期借入金 461,700 594,900

リース債務 23,944 29,226

未払金 116,383 58,415

未払費用 56,860 6,874

未払法人税等 10,158 16,446

前受金 31,718 5,383

預り金 31,440 17,818

その他 4,196 33,049

流動負債合計 4,972,312 3,977,847

固定負債   

長期借入金 694,950 677,350

リース債務 101,920 85,925

繰延税金負債 33,812 827

退職給付引当金 504,049 526,614

その他 4,374 4,374

固定負債合計 1,339,106 1,295,091

負債合計 6,311,419 5,272,938
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金   

資本準備金 2,984,214 2,984,214

資本剰余金合計 2,984,214 2,984,214

利益剰余金   

利益準備金 478,125 478,125

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 49,872 －

株式消却積立金 124,499 124,499

別途積立金 1,450,000 1,450,000

繰越利益剰余金 △2,818,379 △5,511,014

利益剰余金合計 △715,882 △3,458,390

自己株式 △72,532 △72,532

株主資本合計 4,518,904 1,776,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,387 △7,446

評価・換算差額等合計 △3,387 △7,446

新株予約権 4,067 9,736

純資産合計 4,519,584 1,778,685

負債純資産合計 10,831,003 7,051,624
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 10,312,165 5,345,940

商品売上高 459,419 161,849

売上高合計 10,771,584 5,507,790

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,042,748 821,496

当期製品仕入高 4,180,115 1,645,089

当期製品製造原価 4,682,187 3,022,586

合計 9,905,052 5,489,173

他勘定振替高 228,927 647,274

製品期末たな卸高 821,496 140,397

製品売上原価 8,854,628 4,701,501

商品売上原価   

商品期首たな卸高 126,192 57,478

当期商品仕入高 340,009 126,612

合計 466,202 184,091

商品他勘定振替高 548 1,124

商品期末たな卸高 57,478 30,947

商品売上原価 408,175 152,018

売上原価合計 9,262,804 4,853,520

売上総利益 1,508,780 654,270

販売費及び一般管理費 3,114,490 1,699,382

営業損失（△） △1,605,709 △1,045,112

営業外収益   

受取利息 12,840 9,852

有価証券利息 135 16

受取配当金 71,343 57,165

機械賃貸料 3,417 1,554

経営指導料 51,232 34,891

技術指導料 － 30,000

受取家賃 14,274 14,274

為替差益 － 1,547

雑収入 64,079 24,194

営業外収益合計 217,323 173,498

営業外費用   

支払利息 43,558 79,540

シンジケートローン手数料 12,959 3,390

為替差損 18,382 －

雑支出 2,083 9,763

営業外費用合計 76,984 92,694

経常損失（△） △1,465,371 △964,308
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 440 41,464

投資有価証券売却益 1,925 25,167

会員権売却益 500 －

事業譲渡益 － 300,000

その他 － 13,255

特別利益合計 2,865 379,887

特別損失   

固定資産除却損 270,088 5,956

固定資産売却損 7,721 15,469

減損損失 － 552,911

投資有価証券評価損 37,176 236,853

関係会社株式評価損 212,195 174,998

子会社整理損 － 69,211

特別退職金 － 225,526

たな卸資産評価損 － 692,748

貸倒引当金繰入額 99,011 －

その他 20,827 199,851

特別損失合計 647,021 2,173,527

税引前当期純損失（△） △2,109,527 △2,757,948

法人税、住民税及び事業税 10,005 18,371

法人税等調整額 724,797 △33,812

法人税等合計 734,802 △15,440

当期純損失（△） △2,844,329 △2,742,508
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,323,105 2,323,105

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,323,105 2,323,105

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,984,214 2,984,214

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,984,214 2,984,214

資本剰余金合計   

前期末残高 2,984,214 2,984,214

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,984,214 2,984,214

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 478,125 478,125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 478,125 478,125

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 49,872 49,872

当期変動額   

土地圧縮積立金の取崩 － △49,872

当期変動額合計 － △49,872

当期末残高 49,872 －

株式消却積立金   

前期末残高 124,499 124,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 124,499 124,499

別途積立金   

前期末残高 1,450,000 1,450,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,450,000 1,450,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 140,019 △2,818,379

当期変動額   

剰余金の配当 △114,069 －

土地圧縮積立金の取崩 － 49,872

当期純損失（△） △2,844,329 △2,742,508

当期変動額合計 △2,958,399 △2,692,635
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 △2,818,379 △5,511,014

利益剰余金合計   

前期末残高 2,242,517 △715,882

当期変動額   

剰余金の配当 △114,069 －

土地圧縮積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △2,844,329 △2,742,508

当期変動額合計 △2,958,399 △2,742,508

当期末残高 △715,882 △3,458,390

自己株式   

前期末残高 △72,532 △72,532

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △72,532 △72,532

株主資本合計   

前期末残高 7,477,303 4,518,904

当期変動額   

剰余金の配当 △114,069 －

当期純損失（△） △2,844,329 △2,742,508

当期変動額合計 △2,958,399 △2,742,508

当期末残高 4,518,904 1,776,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 29,785 △3,387

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,172 △4,059

当期変動額合計 △33,172 △4,059

当期末残高 △3,387 △7,446

評価・換算差額等合計   

前期末残高 29,785 △3,387

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,172 △4,059

当期変動額合計 △33,172 △4,059

当期末残高 △3,387 △7,446

新株予約権   

前期末残高 － 4,067

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,067 5,668

当期変動額合計 4,067 5,668

当期末残高 4,067 9,736
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 7,507,089 4,519,584

当期変動額   

剰余金の配当 △114,069 －

当期純損失（△） △2,844,329 △2,742,508

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,105 1,609

当期変動額合計 △2,987,504 △2,740,898

当期末残高 4,519,584 1,778,685
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 該当事項はありません。 

代表取締役等の異動  

(1) 代表取締役の異動  

代表取締役会長 大久保 利次郎（取締役相談役 就任予定） 

異動日は、平成22年６月24日を予定しております。  
  
(2）新任取締役候補者 

取締役 山中 英嗣 

取締役 能田 正行（現 プローブカード事業部執行役員） 

取締役 青井 倫一 

なお、青井倫一氏は会社法第２条第15号に規定する社外取締役候補者であります。 

また、各取締役候補者の就任予定日は、平成22年６月24日（第57期定時株主総会日）を予定しております。 
  

(3) 退任予定取締役 

取締役 竹本 雅英（現 社外取締役） 

退任予定日は、平成22年６月24日を予定しております。  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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