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1.  22年5月期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年5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5月期 786 △54.6 △1,274 ― △1,415 ― △2,882 ―

21年5月期 1,730 △71.2 △1,555 ― △1,713 ― △2,546 ―

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 ％ ％ ％

22年5月期 △474.90 ― ― △28.4 △162.1

21年5月期 △419.53 ― △159.7 △21.2 △89.9

（参考） 持分法投資損益 22年5月期  ―百万円 21年5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

22年5月期 3,796 △2,598 △68.5 △428.20

21年5月期 6,169 305 4.9 50.27

（参考） 自己資本   22年5月期  △2,598百万円 21年5月期  305百万円

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5月期 △691 150 2 50
21年5月期 △825 △552 254 594

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5月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年5月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年5月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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）

（注）平成23年５月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、今後の世界経済及び半導体市場の動向が不安定であり、本決算発表時
点において適切な予想数値を算出することが困難であるため、本決算発表時においては未定といたしました。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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） 

(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、41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 無

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5月期 6,069,850株 21年5月期 6,069,850株

② 期末自己株式数 22年5月期  291株 21年5月期  291株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年5月期の個別業績（平成21年6月1日～平成22年5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5月期 639 △61.9 △1,088 ― △1,229 ― △3,514 ―

21年5月期 1,679 △71.2 △1,290 ― △1,457 ― △2,292 ―

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5月期 △579.07 ―

21年5月期 △377.71 ―

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5月期 3,981 △2,549 △64.0 △420.08

21年5月期 6,896 974 14.1 160.60

（参考） 自己資本 22年5月期  △2,549百万円 21年5月期  974百万円

2.  23年5月期の個別業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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）

（注）平成23年５月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、今後の世界経済及び半導体市場の動向が不安定であり、本決算発表時点に
おいて適切な予想数値を算出することが困難であるため、本決算発表時においては未定といたしました。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（注）平成23年５月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、今後の世界経済及び半導体市場の動向が不安定であり、本決算発表時
点において適切な予想数値を算出することが困難であるため、本決算発表時においては未定といたしました。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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世界経済については、中国を中心に一部地域では景気の回復が見られたものの、主要先進

国では失業率が高止まりするなど、金融危機に端を発した世界経済の不振が続きました。また、日本経済において

も、輸出が若干改善傾向にあるものの、個人消費や設備投資は回復基調に至りませんでした。 

 こうした環境のもと、当社グループの参画しております半導体業界も、実体経済の急変や半導体デバイス価格低迷

の影響等により、主要なウェーハメーカー及びデバイスメーカーによる設備投資は低調に推移しておりました。 

 そのような状況下で、当連結会計年度の業績は、売上高786,629千円、経常損失1,415,798千円、当期純損失

2,882,448千円となりました。 

 半導体事業のうち、営業品目別の概況は次のとおりです。 

 ウェーハ検査装置におきましては、国内外のユーザーに対し在庫機の販売を行うと伴に、出荷済み製品に対する定

期点検などのサービスを行ってまいりました。この結果、売上高は486,245千円となりました。 

 ウェーハ測定装置におきましては、出荷済み製品に対するサービスを行ってまいりましたが、当連結会計年度は、

返品を受け入れたことにより、売上高は△85,142千円となりました。 

 その他装置におきましては、子会社（株）ナノシステムソリューションズの製品（マスクレス露光装置）を販売し

ました。この結果、売上高は87,863千円となりました。 

 商品におきましては、子会社（株）ナノシステムソリューションズの商品（チラー)の販売及び出荷済み商品に対

するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は177,663千円となりました。 

 太陽電池事業においては、レーザースクライバー（溝加工装置）及びレーザーの販売を行いました。この結果、売

上高は、120,000千円となりました。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,372,885千円減少し、3,796,454千円となり

ました。これは、主に、現金及び預金647,665千円の減少及びたな卸資産321,741千円の減少に加え、有形固定資産

425,767千円の減少並びにのれん428,019千円の減少によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ531,175千円増加し、6,395,426千円となりました。これは主に、

未払金376,951千円の増加によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,904,060千円減少し、2,598,972千円の債務超過となりまし

た。これは主に、利益剰余金2,882,448千円の減少によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ544,196千円減少し、

50,216千円となりました。また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用した資金は、691,442千円(前連結会計年度は825,405千円の使用)となりました。これは、その

他流動負債が464,665千円増加したものの、税金等調整前当期純損失を2,878,973千円を計上し、たな卸資産が

469,033千円増加し、仕入債務が192,157千円減少し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）  

 投資活動の結果獲得した資金は150,925千円(前連結会計年度は552,877千円の使用)となりました。これは、定期預

金解約による収入が103,669千円、有形固定資産の売却による収入が22,221千円あったこと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）  

 財務活動の結果獲得した資金は、2,265千円(前連結会計年度は254,754千円の獲得)となりました。これは、主とし

て短期借入金の増加が4,334千円あったことによるものであります。  

１．経営成績

3



   

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移  

     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  

株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式総数  

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．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。  

   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計算しております。  

   ３．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。  

   ４．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。  

   ５．平成21年５月期及び平成22年５月期におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナ

          スであったため、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。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、利益配分につきましては、業績や財務体質の強化並びに将来の成長などを総合的に勘案のうえ配

当することを基本方針としております。なお、当期の配当につきましては、当期純損失となったことから、無配を予

定しております。また、次期の配当につきましても無配を予定しております。  

   

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。  

  

①特定の販売先またはユーザーへの依存について  

第20期、第21期及び第22期の主要な販売先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あります。  

（注）三益半導体工業㈱との取引は、主として信越半導体㈱以下信越半導体グループに対する購買窓口会社として

の取引であり、丸紅テクノシステム㈱との取引は平成20年５月22日に締結した総販売代理店契約に基づくも

のです。  

  

  平成20年５月期 平成21年５月期 平成22年５月期 

自己資本比率（％） 28.7 4.9 △68.5  

時価ベースの自己資本比率（％） 18.7 10.5 5.4  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 2,565.8 － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.6  －  － 

相手先 

  

第20期 

（自 平成19年６月１日 

至 平成20年５月31日） 

  

 第21期 

（自 平成20年６月１日 

至 平成21年５月31日） 

 第22期 

（自 平成21年６月１日 

至 平成22年５月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

丸紅テクノシステム㈱ 1,113,040 18.5 834,566 48.2  201,924 25.7  

三益半導体工業㈱ 1,764,080 29.3 58,475 3.4  139,521 17.7  

㈱フォトニクス・エンジニアリ

ング 
－ － － －  120,000 15.3  

㈱ＳＵＭＣＯ 614,129 10.2 222,528 12.9  36,372 4.6  
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 当社製商品のユーザーは、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーであり、業界内の企業数も限定されていること

から、特定のユーザーへの依存度が高くなる傾向にあります。依存度の高いユーザーの設備投資動向や方針等によ

り、当社の業績は影響を受ける可能性があります。特に、当社では、三益半導体工業㈱を経由して販売している信越

半導体㈱を中心とした信越半導体グループに対する売上依存度が高くなっております。  

  

    ②製品の販売制限の可能性について  

 当社グループは、それぞれのユーザーの目的に適合した検査を実施するため、ユーザーとの共同によるデータサン

プルの収集ほか研究開発を行っております。このため、共同開発の成果に基づいた製品については、契約に基づき、

当該ユーザー以外の相手先に対して販売できないことがあります。  

  

③競合について  

 当社グループでは、ウェーハエッジ自動検査装置については、構造特許を取得し、多くのユーザーと長年にわたっ

ての共同研究を進め、ノウハウを蓄積するほか、裏面検査装置との複合化も進めてまいりました。このため、当社グ

ループとしては高い参入障壁を構築しているものと考えております。ただし、当社グループをとりまく半導体業界の

要求する製品のレベルは日進月歩で進んでおり、開発及び改良については、常に顧客のニーズに合致したものを提供

し続ける必要があります。また、将来、予想もしない画期的な競合技術が登場する可能性は否定できず、劇的な技術

革新が生じ、当社グループが技術革新に対応できない場合、当社グループの経営成績に影響が生じる可能性がありま

す。  

  

④ファブレス経営について  

 当社は、製造設備を保有せず、装置の製造は協力会社に委託し、 終の一部組立、調整等のみを行っております

（いわゆるファブレス経営）。当社と、仕入先、外注先との関係は良好でありますが、何らかの理由で現仕入先、外

注先との関係を維持できなくなった場合は、代替委託先の選定及び技術指導にある程度の時間を要し、出荷スケジュ

ールに遅れが発生する可能性があります。また、業容を拡大していく上で安定的な外注先の確保ができない場合に

は、当社の経営成績に影響が生じる可能性があります。  

  

⑤品質管理について  

 当社グループは研究開発から、出荷、メンテナンスサービスに至るまで、製品の品質管理に細心の注意を払ってお

り、現在に至るまで、当社グループの製品の不具合等により発生した損害賠償請求等はありません。しかし、今後、

当社グループの検査装置の故障や不具合を原因として、顧客の生産ラインに支障をきたした場合等、万が一ユーザー

に損害が発生した場合には、損害賠償等の請求を受ける可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響が生じる可能性があります。  

  

⑥財政状況について 

 当社グループは、急速な事業規模の拡大への対応として、運転資金の多くを金融機関からの借り入れによってまか

なってまいりました。その結果、平成22年５月期末現在、5,302,286千円の有利子負債残高となっております。今後

は財務体質の強化に努める方針でありますが、金利動向等金融情勢の変化により、当社グループの財政状態及び経営

成績に影響が生じる可能性があります。  
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⑦経営成績の季節変動について 

 当社製品については、ユーザーの設備投資予算の執行の関係で、ユーザーの事業年度末または、新年度の予算のス

タート時期に売上高が集中する傾向にあります。ウェーハメーカーは日本国内に集中しており、その決算月は３月が

多いことから、当社の売上高は、第４四半期（３月から５月）に集中する傾向があります。したがって、過去の当社

の業績は、下半期に売上高が多く、上半期は赤字になる傾向にありました。また、第４四半期に販売予定していた案

件について期ずれが生じた場合、売上高が計画を大きく下回る可能性があります。  

  

⑧会社組織について  

イ．小規模組織であること  

 当社は平成22年５月31日現在、取締役４名、監査役３名、従業員66名の小規模組織であります。 

 当社は、小規模組織で人的資源に限りがある中、個々の役職員の働きに依存しているため、役職員に業務遂行上の

支障が生じた場合、あるいは社員が社外流出した場合には、当社グループの業務に支障をきたすおそれがあります。 

ロ．代表取締役社長髙村淳への依存度について  

 当社グループは小規模であり、事業活動における主要な部分を代表取締役社長髙村淳に依存しております。同氏は

昭和63年に当社を設立し、以後、代表取締役を務めるとともに、当社の筆頭株主（平成22年５月31日現在、持株比率

6.46％（直接））でもあります。同氏は、経営方針や戦略の決定をはじめ、営業・技術開発、財務の各方面において

重要な役割を果たし、当社グループの事業の発展に大きな役割を担っております。当社グループでは同氏への過度な

依存を改善すべく、事業体制において全社的な組織の構築や人材育成を進めております。  

  

⑨シンジケートローンについて 

 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、実行可能期間付タームローン契約を締結しており、本契約には財務

制限条項が付帯されております。 

 なお、当社は、財務制限条項に抵触しており、期限の利益を失う可能性があります。 

  

⑩マザーズ上場廃止基準への抵触について 

 当社は、平成22年３月に、東京証券取引所有価証券上場規程第603条第１項第５号aに基づくマザーズ上場廃止基準

に抵触し、現在マザーズ上場廃止の猶予期間に入っております。猶予期間が終了する平成22年12月末までに、当社の

「月間平均時価総額」及び「月末時価総額」が３億円以上とならない場合は、当該規程により当社の株式は平成23年

１月の整理ポスト期間１カ月を経て、上場廃止となります。 

当社の株式がマザーズ上場廃止となった場合は、上場市場での売買ができなくなり、換金性が著しく低下いたしま 

す。 

 また、上記上場廃止基準である時価総額３億円は、東京証券取引所による平成22年12月末を期限とする上場廃止基

準の緩和措置により、本来５億円である時価総額基準が３億円に変更されたものであります。当社の「月間平均時価

総額」及び「月末時価総額」が平成22年12月末までに３億円以上に回復し、上場廃止とならない場合も、上記緩和措

置が延期されない限り、平成23年１月以降は５億円以上の時価総額とならなければ、再度上場廃止基準に抵触し、３

か月の猶予期間に入ることとなります。 

  

⑪上場の維持について 

 当社グループは、当連結会計年度において1,274,759千円の営業損失及び2,882,448千円の当期純損失を計上したこ

とにより、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、当連結会計期間末において2,598,972

千円の債務超過となっております。 

 当社グループは、このような状況から脱却するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直し

を行い、早期に業績の改善を図るため事業改善計画を策定し促進してまいりますが、平成23年５月期末時に債務超過

  第20期 

（自 平成19年６月１日 

至 平成20年５月31日） 

第21期 

（自 平成20年６月１日 

至 平成21年５月31日） 

第22期 

（自 平成21年６月１日 

至 平成22年５月31日） 

  上半期 通期 上半期 通期 上半期 通期 

売上高 2,509,561  6,011,729  1,332,319  1,730,941  408,308  786,629  

営業利益 △452,412  △393,975  △726,990  △1,555,583  △510,126  △1,274,759  

経常利益 △555,097  △585,874  △822,863  △1,713,836  △558,883  △1,415,798  

当期純利益 △384,907  △444,003   △645,255  △2,546,356  △560,709   △2,882,448  

6



解消が実現しなかった場合、 東証マザーズ市場の上場廃止基準への抵触により当社株式が上場廃止の可能性があ

り、 株価および株式の市場流動性について重大な影響が生じる可能性があります。 

  

⑫訴訟について 

 子会社である株式会社ナノシステムソリューションズ（以下、NSS）及び芳賀一実被告として、訴額62,815千円の

損害賠償請求訴訟が係争中であります。  

 NSSは、平成19年３月に株式交換により当社の完全子会社となりましたが、まだ別会社であった平成17年９月に、

NSSは三井住友海上C３号投資事業有限責任組合に対し株式を発行いたしました。その際に締結した投資確認書の中

に、一定の要件を満たした場合には、当該株式を適正な価格で買い取る義務を負う旨が規定されおり、平成19年３月

に三井住友海上C３号投資事業有限責任組合は、株式の買取義務の履行を請求しましたが、NSSは拒否いたしました。

 その後、三井住友海上C３号投資事業有限責任組合は、株式交換により取得した当社株式を市場にて売却いたしま

したが、その際に当初の投資額に対し損失が発生したため、損失金額の賠償を請求されたものです。 

 訴訟は東京地方裁判所にて係属中であり、現時点におきまして訴訟の結果を予想するのは困難であります。仮に当

社にとって不利な判決がなされた場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、当連結会計年度において1,274,759千円の営業損失及び2,882,448千円の当期純損失を計上した

ことにより、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、当連結会計期間末において

2,598,972千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,082,286千円の借入金及び220,000千円の社債を有して

おります。このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の

契約変更を平成21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生し

ております。また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、このような状況から脱却するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直

しを行い、早期に業績の改善を図るため事業改善計画を策定し促進します。 

 しかしながら、将来１年間の資金繰り計画表に基づく取引金融機関の支援の了解は、本日現在得られておらず、

また、業績の改善を実行するうえで重要な要素となる売上高の確保は外部要因に大きく依存しているため、現時点

において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 当社グループは、このような状況から脱却するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直

しを行い、早期に業績の改善を図るために事業改善計画を策定し推進しております。なお、詳細については、17ペ

ージの「継続企業の前提に関する注記」をご覧ください。  

  

 近の有価証券報告書(平成21年８月28日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状況」から重

要な変更がないため開示を省略しております。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループはまだ競合の存在しない新しい市場を自ら創造し、確かなノウハウを蓄積、マーケットの揺るぎのな

いマジョリティを獲得することを経営方針としております。半導体業界の多種多様なニーズの中で、これまで誰も注

目しなかったウェーハのエッジ部分の検査に特化し、業界内のオンリーワン製品を開発するなど、創業以来、独自の

マーケティング力でいち早く市場を開拓しシェアを獲得することで、ビジネスの拡大を目指しております。また、当

社グループは、製造工場を保有せず、製品の開発、 終的な調整及びカスタマイズに主体を置き、協力工場に生産を

委託することにより、リスクの低減を図っております。  

   

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーとの取引拡大を図るとともに、収益の拡大を企画してお

りますが、収益のみでなく、財務体質の強化も重視してまいります。なお、当社グループは成長期にあるため計数比

較があまり有効ではないことから、経営指標を掲げることは控えております。  

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 主力製品であるウェーハ検査装置については、これまでその使用目的は主にウェーハメーカーの出荷検査であり、

一部デバイスメーカーに採用された実績もありますが、大半がウェーハメーカーに対して納入されてきました。当社

グループでは現在、デバイスメーカーにおける製品の受け入れ検査または歩留まり向上のための各工程間の自動検査

への利用拡大を目指しております。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当面当社グループが対応すべき課題は以下のとおりです。  

当社グループは創業以来、独自のマーケティング力を生かし、常にお客様のニーズに合致した製品を提供してまい

りました。今後もお客様に貢献できることを喜びとし、強い信頼関係を築きながら、相互に発展していくという理念

を忘れることなく、安定した売上と利益の確保を目指し、再建計画を進めてまいりたいと考えております。 

 a． 営業施策 

   ① 半導体事業 

当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまいり

ました。 

 国内の総販売店であるキヤノンマーケティングジャパン株式会社との協力により、営業活動・サービス体制

の強化及び財務体質の改善を図ることにより、今後もシリコンウェーハメーカー検査工程の合理化・信頼性の

向上を目指してまいります。 

 ② 太陽電池事業 

 世界的にクリーンエネルギーへの機運が高まっており、その中でも特に太陽電池市場の拡大が見込まれてお

ります。当社グループも太陽電池市場への参入に向けて、従前から準備を進めており、太陽電池用レーザース

クライビング装置を新たな事業の柱の一つとして早期実現を目指します。  

   b. 経営効率の改善 

  更なる経営のスリム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管理、生産技術など各部門の機能強化・経費削

減を推進し、コスト構造の改善を進めてまいります。 

① 原価の低減 

 設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費の低減 

② 組織・人員の合理化 

・役員報酬の減額 

・保守のアウトソーシング化等 

③ 研究開発の効率化 

     開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへのシフト 

  

    c．財務体質の強化 

上記、事業改善計画を徹底し、営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の削減、財務体質の健全化を推進

します。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

  

３．経営方針
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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５月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  704,082 ※1  56,416

受取手形及び売掛金 268,594 207,803

たな卸資産 ※3  2,463,216 ※3  2,141,474

その他 304,143 108,829

貸倒引当金 △9,244 △120,378

流動資産合計 3,730,791 2,394,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 813,602 809,803

減価償却累計額 △178,781 △229,515

建物及び構築物（純額） ※1  634,820 ※1  580,287

機械装置及び運搬具 674,230 677,985

減価償却累計額 △240,757 △397,942

機械装置及び運搬具（純額） 433,473 280,043

工具、器具及び備品 286,872 283,194

減価償却累計額 △208,242 △230,594

工具、器具及び備品（純額） 78,630 52,600

リース資産 7,804 7,804

減価償却累計額 △713 △2,424

リース資産（純額） 7,091 5,379

建設仮勘定 228,050 37,987

有形固定資産合計 1,382,066 956,298

無形固定資産   

特許権 84,490 58,456

のれん 428,019 －

その他 92,330 40,714

無形固定資産合計 604,840 99,171

投資その他の資産   

投資有価証券 232,613 175,157

役員に対する長期貸付金 98,751 83,953

その他 120,276 87,728

投資その他の資産合計 451,641 346,839

固定資産合計 2,438,547 1,402,309

資産合計 6,169,339 3,796,454
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  418,620 215,305

短期借入金 － 4,334

1年内返済予定の長期借入金 ※1  301,500 ※1  5,077,952

1年内償還予定の社債 40,000 220,000

未払金 － 415,361

未払法人税等 10,190 10,452

製品保証引当金 2,866 8,170

その他 127,399 423,783

流動負債合計 900,577 6,375,359

固定負債   

長期借入金 ※1  4,738,046 －

社債 220,000 －

金利スワップ負債 － 16,283

リース債務 5,627 3,784

固定負債合計 4,963,673 20,067

負債合計 5,864,251 6,395,426

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,200 1,072,200

資本剰余金 2,100,221 2,100,221

利益剰余金 △2,817,727 △5,700,175

自己株式 △310 △310

株主資本合計 354,384 △2,528,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,772 △20,524

為替換算調整勘定 △38,523 △50,384

評価・換算差額等合計 △49,296 △70,908

純資産合計 305,088 △2,598,972

負債純資産合計 6,169,339 3,796,454
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,730,941 786,629

売上原価 1,491,863 854,834

売上総利益又は売上総損失（△） 239,077 △68,204

販売費及び一般管理費   

給料 468,112 210,444

旅費及び交通費 90,510 40,637

研究開発費 218,832 71,411

減価償却費 － 182,099

のれん償却額 － 155,643

その他 1,017,206 546,317

販売費及び一般管理費合計 ※1  1,794,661 ※1  1,206,554

営業損失（△） △1,555,583 △1,274,759

営業外収益   

受取利息 4,760 3,835

受取配当金 4 3

為替差益 － 3,782

受取リース料 8,406 －

補助金収入 7,512 24,154

保険返戻金 5,748 －

受取保険金 － 5,494

雑収入 2,131 4,837

営業外収益合計 28,561 42,107

営業外費用   

支払利息 122,088 138,797

支払手数料 37,507 22,533

為替差損 23,323 －

金利スワップ評価損 － 16,283

雑支出 3,894 5,533

営業外費用合計 186,814 183,147

経常損失（△） △1,713,836 △1,415,798

特別利益   

固定資産売却益 ※2  1,156 －

特別利益合計 1,156 －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

特別損失   

たな卸資産評価損 590,465 777,472

固定資産除却損 ※3  1,486 ※3  154,928

固定資産売却損 ※4  18,045 ※4  2,216

のれん評価損 － 272,375

遅延損害金 － 197,944

投資有価証券評価損 － 47,704

ゴルフ会員権売却損 － 10,533

特別損失合計 609,998 1,463,175

税金等調整前当期純損失（△） △2,322,678 △2,878,973

法人税、住民税及び事業税 4,114 3,474

法人税等調整額 219,563 －

法人税等合計 223,678 3,474

当期純損失（△） △2,546,356 △2,882,448
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,072,200 1,072,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,072,200 1,072,200

資本剰余金   

前期末残高 2,100,221 2,100,221

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,100,221 2,100,221

利益剰余金   

前期末残高 △271,370 △2,817,727

当期変動額   

当期純損失（△） △2,546,356 △2,882,448

当期変動額合計 △2,546,356 △2,882,448

当期末残高 △2,817,727 △5,700,175

自己株式   

前期末残高 △302 △310

当期変動額   

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △7 －

当期末残高 △310 △310

株主資本合計   

前期末残高 2,900,748 354,384

当期変動額   

当期純損失（△） △2,546,356 △2,882,448

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △2,546,363 △2,882,448

当期末残高 354,384 △2,528,063
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５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 － △10,772

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,772 △9,751

当期変動額合計 △10,772 △9,751

当期末残高 △10,772 △20,524

為替換算調整勘定   

前期末残高 △17,153 △38,523

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,370 △11,860

当期変動額合計 △21,370 △11,860

当期末残高 △38,523 △50,384

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △17,153 △49,296

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,142 △21,612

当期変動額合計 △32,142 △21,612

当期末残高 △49,296 △70,908

純資産合計   

前期末残高 2,883,594 305,088

当期変動額   

当期純損失（△） △2,546,356 △2,882,448

自己株式の取得 △7 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,142 △21,612

当期変動額合計 △2,578,506 △2,904,060

当期末残高 305,088 △2,598,972
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５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（△） △2,322,678 △2,878,973

減価償却費 328,848 333,598

のれん償却額 155,643 155,643

のれん評価損 － 272,375

投資有価証券評価損益（△は益） － 47,704

たな卸資産評価損 590,465 777,472

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 10,533

遅延損害金 － 197,944

固定資産除却損 1,486 154,928

固定資産売却損益（△は益） 16,889 2,216

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,244 111,134

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,537 5,304

受取利息及び受取配当金 △4,764 △3,838

支払利息 122,088 138,797

為替差損益（△は益） 8,209 321

割引手形の増減額（△は減少） － 9,511

売上債権の増減額（△は増加） 3,020,330 51,211

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,011,705 △469,033

仕入債務の増減額（△は減少） △1,405,450 △192,157

リース債務の増減額（△は減少） 7,388 △1,761

金利スワップ評価損益（△は益） － 16,283

その他の流動資産の増減額（△は増加） △106,306 195,029

その他の流動負債の増減額（△は減少） △147,667 464,665

長期前払費用の増減額（△は増加） 27,576 6,823

小計 △717,938 △594,267

利息及び配当金の受取額 7,510 3,780

利息の支払額 △112,597 △96,814

法人税等の支払額 △2,380 △4,141

営業活動によるキャッシュ・フロー △825,405 △691,442

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 － △200

定期預金の払戻による収入 1,177 103,669

ゴルフ会員権の売却による収入 － 20,095

有形固定資産の取得による支出 △244,087 △3,889

有形固定資産の売却による収入 22,281 22,221

無形固定資産の取得による支出 △40,126 △550

投資有価証券の取得による支出 △243,385 －

その他 △48,735 9,578

投資活動によるキャッシュ・フロー △552,877 150,925
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31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） ※2  △40,000 4,334

長期借入れによる収入 ※2  1,500,000 40,000

長期借入金の返済による支出 ※2  △1,140,604 △1,594

社債の償還による支出 △64,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △7 －

配当金の支払額 △633 △473

財務活動によるキャッシュ・フロー 254,754 2,265

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,868 △5,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,140,396 △544,196

現金及び現金同等物の期首残高 1,734,809 ※1  594,412

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  594,412 ※1  50,216
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継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日）  

当社グループは、前連結会計年度において 千円

の営業損失及び 千円の当期純損失を計上してお

り、当連結会計年度においても 千円の営業損失

及び 千円の当期純損失を計上いたしました。 

また、このような業績の状況に伴い、平成21年３月以

降、各金融機関の支援のもと、借入金の返済を延滞して

おります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

  

当社グループは、このような状況から脱却するため、

営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見

直しを行い、早期に業績の改善を図るために事業改善計

画を策定し推進しておりますが、その対応策は以下のと

おりです。 

   

１．基本方針 

当社グループは創業以来、独自のマーケティング力を

生かし、常にお客様のニーズに合致した製品を提供して

まいりました。今後もお客様に貢献できることを喜びと

し、強い信頼関係を築きながら、相互に発展していくと

いう理念を忘れることなく、安定した売上と利益の確保

を目指し、再建計画を進めてまいりたいと考えておりま

す。  

  

２．営業施策 

（１） 半導体事業 

 当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置の

パイオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまい

りました、今後もシリコンウェーハメーカー検査工程

の合理化・信頼性の向上を目指してまいります。 

① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）   

スループット及び検査水準の向上による競争力の強

化 

② 新規装置（ウェーハエッジクリーニング装置等） 

シリコンウェーハメーカーの製造工程におけるまだ

自動化されていない装置の展開 

③ 保守・サービス 

既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の

強化  

393,975

444,003

1,555,583

2,546,356

 当社グループは、当連結会計年度において1,274,759千

円の営業損失及び2,882,448千円の当期純損失を計上した

ことにより、３期連続して営業損失及び当期純損失を計

上しており、その結果、当連結会計期間末において

2,598,972千円の債務超過となっており、金融機関に対し

て5,082,286千円の借入金及び220,000千円の社債を有し

ております。このような状況に伴い、借入金の返済につ

きましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条

件の契約変更を平成21年8月21日に締結しましたが、平成

21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が

発生しております。また、諸経費の支払いの一部も支払

遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

ります。 

 当社グループは、このような状況から脱却するため、

営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見

直しを行い、早期に業績の改善を図るため事業改善計画

を策定し促進しておりますが、その対応策は以下のとお

りです。 

  

１．基本方針 

当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパ

イオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまいりま

した。 

 国内の総販売店であるキヤノンマーケティングジャパ

ン株式会社との協力により、営業活動・サービス体制の

強化及び財務体質の改善を図ることにより、今後もシリ

コンウェーハメーカー検査工程の合理化・信頼性の向上

を目指してまいります。 

  

２．営業施策 

（１） 半導体事業 

 当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置の

パイオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまい

りました。今後もシリコンウェーハメーカー検査工程

の合理化・信頼性の向上を目指してまいります。 

① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）   

スループット及び検査水準の向上による競争力の強

化 

② 新規装置（ウェーハエッジクリーニング装置等） 

シリコンウェーハメーカーの製造工程におけるまだ

自動化されていない装置の展開 

③ 保守・サービス 

既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の

強化  
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前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日）  

（２） 太陽電池事業 

 世界的にクリーンエネルギーへの機運が高まってお

り、その中でも特に太陽電池市場の拡大が見込まれて

おります。当社グループも太陽電池市場への参入に向

けて、従前から準備を進めており、太陽電池用レーザ

ースクライビング装置を新たな事業の柱の一つとして

早期実現を目指します。具体的には、現在、営業代理

店契約を締結しておりますDeep Photonics 

Corporationとの連携を強化してまいります。同社の

開発いたしました固体レーザーは、薄膜太陽電池パネ

ルの生産工程において、既存の他社製品では不可避で

あったデメリットを解決することができ、その優位性

を遺憾なく発揮する装置を開発・製造することで、他

社との差別化を計ってまいります。当社は、上記技術

の市場認知度向上のため、展示会への出展、業界誌へ

の広告宣伝、お客様に対する個別の装置プレゼンテー

ション、ライブデモ等、積極的な営業活動を展開して

まいります。 

  

３．経営効率の改善 

  来期以降に想定される受注・売上規模に対し経営のス

リム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管

理、生産技術など各部門の機能強化・経費削減を推進

し、コスト構造の改善を進めてまいります。 

（１） 原価の低減 

 設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費の低 

 減 

（２）組織・人員の合理化 

 ①役員報酬の減額 

 ②一時帰休など助成金制度を利用しながらのワー 

クシェアリングの実施、等 

（３）研究開発の効率化 

 開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへ 

      のシフト 

  

４．財務体質の強化 

上記、事業改善計画を徹底し、営業キャッシュ・フロー

を好転させ、有利子負債の削減、財務体質の健全化を推進

します。   

なお、当社はシンジケートローン契約（平成21年５月31

日現在の借入金残高 千円）の借入金につきまし

て期限の利益の確保を含め、財務制限条項及び借入金の返

済条件等を全取引銀行と締結に至りました。 

  

しかしながら、これらの対応策をとっても業績及び資金

繰りの改善を図る上で重要な要素となる売上高の確保は外

部要因に大きく依存することになるため、現時点において

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結

財務諸表に反映しておりません。 

3,666,666

（２） 太陽電池事業 

 世界的にクリーンエネルギーへの機運が高まってお

り、その中でも特に太陽電池市場の拡大が見込まれて

おります。当社グループも太陽電池市場への参入に向

けて、従前から準備を進めており、太陽電池用レーザ

ースクライビング装置を新たな事業の柱の一つとして

早期実現を目指します。 

  

３．経営効率の改善 

  更なる経営のスリム化を目指します。経営資源の選択

と集中により、管理、生産技術など各部門の機能強化・

経費削減を推進し、コスト構造の改善を進めてまいりま

す。 

（１） 原価の低減 

 設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費の低 

 減 

（２）組織・人員の合理化 

 ①役員報酬の減額 

 ②保守のアウトソーシング化等 

（３）研究開発の効率化 

 開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへ 

      のシフト 

  

４．資金繰りの改善及び財務体質の強化 

 資金繰りにつきましては、取引金融機関については、財

務制限条項の変更契約を含め、借入金の返済条件等の変更

に向けて、引続き支援を要請しております。 

また、財務面におきましても、上記事業改善計画を徹底

し、営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の削

減、財務体質の健全化を推進します。 

  

 しかしながら、将来１年間の資金繰り計画表に基づく取

引金融機関の支援の了解は、本日現在得られておらず、ま

た、業績の改善を実行するうえで重要な要素となる売上高

の確保は外部要因に大きく依存しているため、現時点にお

いて継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する不確実性の影響を連結財務諸

表に反映しておりません。 
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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６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

 RAYTEX USA CORPORATION 

 ㈱ナノシステムソリューションズ 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

 RAYTEX USA CORPORATION 

 ㈱ナノシステムソリューションズ 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち

RAYTEX USA CORPORATION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、連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しております。 

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 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

  ②     ────── 

  

② デリバティブ 

   時価法   

  ③ たな卸資産 

 ａ．製品・商品・仕掛品 

個別法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法)  

 ｂ．原材料 

主に月次総平均法による原価法(貸

借対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法)  

 ｃ．貯蔵品 

終仕入原価法(貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方

法)  

③ たな卸資産 

 ａ．仕掛品 

同左  

  

  

  ｂ．原材料 

同左 

  

  

 ｃ．貯蔵品 

同左  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

(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） 

主に定率法を採用しております。 

また、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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物   10～20年 

機械装置及び運搬具 ６～７年 

工具、器具及び備品 ４～８年 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

   ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

  (イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

 見込み販売期間（3年）による

定額法 

 ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

  (イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

同左 

  ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

 社内における見込利用可能期間

（5年）による定額法 

ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

同左 

  (ロ)特許権 

 定額法を採用しております。な

お、償却年数は８年であります。 

(ロ)特許権 

同左 

   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５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。 

 ③ リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる

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。 

① 貸倒引当金 

同左 

   ② 製品保証引当金 

 製品のアフターサービスに伴う費用

の支出に備えるため、当該製品の売上

高に対し過去のアフターサービス費用

発生の実績率に基づいて計上しており

ます。 

 ② 製品保証引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

(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、在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円

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計上しており

ます。 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方

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、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を充たしている

場合には振当て処理を、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。 

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、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を充たしている

場合には振当て処理を、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。 

   ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

    金利スワップ、為替予約 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段      

         同左 

     ヘッジ対象 

      借入金利息、売掛金、買掛金 

    ヘッジ対象 

同左 

   ③ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融収支改

善のため、対象債権債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法  

 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段

の相場変動を比較し、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、金利スワップについて

は、特例処理によっているため有効性

の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法  

 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段

の相場変動を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しておりま

す。なお、当連結会計年度末において

ヘッジ会計を適用しているものはあり

ません。 

(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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

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．のれん又は負ののれんの

償却に関する事項 

 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います。 

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、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な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６月１日 

  至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 

  至 平成22年５月31日） 

 ①たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成18年７月５日公表分 企業会計基準第９号）を当

連結会計年度から適用し、評価基準は、製品、商品、仕掛

品については、個別法による原価法から個別法による原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、原材料につ

いては、主に月次総平均法による原価法から主に月次総平

均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）、貯蔵品については 終仕入原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による当連結会計年度の損益への影響は

ありません。 

   

 ②「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」の適用 

 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、この変更による当連結会計年度の損益への影響は

ありません。 

   

 ③売上計上基準の変更 

 当社はユーザーへの直接販売については従来、装置の据

付完了をもって、売上高を認識する引渡基準を採用してお

りましたが、当連結会計年度より、装置の検収をもって売

上高を認識する検収基準に変更しました。 

 この変更は、売上計上基準をより確実性のある検収基準

に変更することにより、製品の出荷から検収までの管理を

より適切かつ厳格に行うためのものであります。 

 なお、この変更による当連結会計年度の損益への影響は

ありません。 

  

 ④費用計上区分の変更 

 従来、当社において生産管理等に係る人件費及び経費並

びに開発に係る部門の経費は、販売費及び一般管理費に計

上しておりましたが、当連結会計年度より、製造原価に計

上することに変更しました。この変更は、社内の組織変更

により原価部門の見直しを行い、より一層厳密な原価管理

及び原価計算を行うことを目的として変更したものであり

ます。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比

べ、当連結会計年度の売上総利益が 千円減少し、

営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失はそれぞれ

千円減少しております。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。 

149,953

290,283

──── 
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前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 

  至 平成22年５月31日） 

 ⑤「リース取引に関する会計基準」の適用 

 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によっておりま

す。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資

産が有形固定資産に 千円、リース債務が流動負債に

千円、固定負債に 千円計上されておりますが、

損益への影響は軽微であります。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。 

7,091

1,761 5,627

──── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 

  至 平成22年５月31日） 

────  （連結貸借対照表）  

 前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました「未払金」は、負債及び純資産の合計

額の100分の5を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「未払金」の金額は 千円で

あります。  

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「減価償却費」及び

「のれん償却費」は、販売費及び一般管理費の総額の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「減価償却費」及び

「のれん償却費」の金額は159,667千円及び155,643千円

であります。  

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「保険

返戻金」（当連結会計年度は173千円）は、営業外収益の

総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」に含めて表示することにしました。 

38,410
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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５月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年５月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

定期預金 千円6,000

建物及び構築物 千円589,052

定期預金 千円6,000

建物及び構築物 千円549,221

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 千円440,576

１年内返済予定 

の長期借入金 千円27,673

１年内返済予定 

の長期借入金 千円5,077,952

※２ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当連結会計年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年

度末残高に含まれております。 

          ──── 

支払手形 千円191,964       

※３ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 ※３ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

商品及び製品 千円16,332

仕掛品 千円1,977,458

原材料及び貯蔵品 千円469,425

仕掛品 千円1,838,831

原材料及び貯蔵品 千円302,643

         ──────  ４ 受取手形割引高       9,511千円  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

千円 218,832

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

千円 71,411

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。                     ──── 

機械装置及び運搬具    千円1,156         

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 千円753

ソフトウェア     千円732

  千円1,486

工具、器具及び備品 千円1,357

建設仮勘定     千円153,571

  千円154,928

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 千円17,942

工具、器具及び備品      千円103

      千円18,045

機械装置及び運搬具 千円2,216
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 前連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５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 

（注）普通株式の自己株式の増加126株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

     該当事項はありません。  

 ３．配当に関する事項 

     (1)配当金の支払 

    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。 

 当連結会計年度（自 平成21年６月１日 至 平成22年５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 

     該当事項はありません。  

 ３．配当に関する事項 

     (1)配当金の支払 

    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。 

（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 
当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

 発行済株式数 

 普通株式  
株 6,069,850  株 －  株 － 株 6,069,850

 合計 株 6,069,850 株 －  株 － 株 6,069,850

 自己株式 

 普通株式  
株 165 株 126  株 － 株 291

  合計 株 165 株 126  株 － 株 291

  
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

 発行済株式数 

 普通株式  
株 6,069,850  株 －  株 － 株 6,069,850

 合計 株 6,069,850 株 －  株 － 株 6,069,850

 自己株式 

 普通株式  
株 291 株 －  株 － 株 291

  合計 株 291 株 －  株 － 株 291
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（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６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

※１ 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 

※１ 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５月31日現在） （平成22年５月31日現在）

  （千円）

現金及び預金 704,082

預入期間３か月超の定期預金 △109,669

現金及び現金同等物 594,412

  （千円）

現金及び預金 56,416

預入期間３か月超の定期預金 △6,200

現金及び現金同等物 50,216

※２ 短期借入金の純増減額及び長期借入金による収入

並びに長期借入金の返済による支出については、当

初の借入契約に基づき計算しております。  

   なお、当連結会計年度末の貸借対照表に区分計上

されている短期借入金、１年内返済予定の長期借入

金及び長期借入金は借入条件変更契約に基づいて計

上しております。  

         ──────  
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

 車両運搬具であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  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 (2) 重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 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５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

計処理方法によっており、その内容は次のとおりであり

ます。   

  

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

                   同左 

  

 ② リース資産の減価償却の方法 

           同左 

  

  

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具  20,444  7,256  13,188

工具、器具及
び備品  25,350  12,256  13,093

合計  45,794  19,512  26,282

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具  20,444  10,731  9,712

工具、器具及
び備品  25,350  17,876  7,473

合計  45,794  28,608  17,186

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 10,263千円 

１年超 18,248千円 

合計 28,511千円 

１年内 10,411千円 

１年超 8,460千円 

合計 18,871千円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 9,575千円 

減価償却費相当額 8,795千円 

支払利息相当額 1,011千円 

支払リース料 9,575千円 

減価償却費相当額 8,795千円 

支払利息相当額 692千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息

法によっております。  

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

           同左 

 ２．オペレーティング・リース取引 

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

   に係る未経過リース料 

一年内 87,684千円 

一年超 58,456千円 

 合計 146,140千円 

 ２．オペレーティング・リース取引 

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

   に係る未経過リース料 

一年内 58,456千円 

一年超 －千円 

 合計 58,456千円 
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当連結会計年度（自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取り組み方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び安全性、流動性の高い有価証券等に限定し、資金調

達については銀行等金融機関からの借入によっております。受取手形及び売掛金に係る信用リスクは、与信

管理規程に従ってリスク低減を図っております。デリバティブは借入金の金利変動リスクを回避するために

利用し、投機的な取引は行いません。   

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うに

あたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に業務上の

関係を有する企業の株式であります。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。  

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク） 

当社グループは、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及

び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。  

② 市場リスク（為替等の変動リスク） 

当社グループは、外貨建ての営業債権について為替の変動リスクに晒されております。 

投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘

案して保有状況を継続的に見直しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことによ り、当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデ

リバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも

のではありません。 

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年５月31日における連結貸借対照表計上額、公正価値が算定可能な金融商品の時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に

は含まれていません（(注2)参照）。 

負債に計上されているものについては、( )で示しています。  

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

・現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、１年以内返済予定長期借入

金、１年以内償還予定社債、未払金、未払法人税 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

・役員貸付金、リース債務、デリバティブ 

 市場価格又は将来キャッシュ・フローを適切な期末日の割引金利を使って計算した公正価値に基づい

て算定しております。 

  

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

  これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要

すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、記

載しておりません。 

  連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 56,416千円 56,416千円 －千円 

(2) 受取手形及び売掛金 207,803       

    貸倒引当金 120,378       

  87,424  87,424  －  

(3) 役員貸付金 111,016  111,016  －  

(4) 支払手形及び買掛金 (215,305)  (215,305)  －  

(5) 短期借入金 (4,334)  (4,334)  －  

(6) １年以内返済予定 

  長期借入金 
(5,077,952)  (5,077,952)  －  

(7) １年以内償還予定社債 (220,000)  (220,000)  －  

(8) 未払金 (415,361)  (415,361)  －  

(9) 未払法人税等 (10,452)  (10,452)  －  

(10) リース債務 (5,627)  (5,627)  －  

(11) デリバティブ (16,283)  (16,283)  －  

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 175,157千円
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（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  

（注4）借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用し

ております。 

  

前連結会計年度（平成21年５月31日） 

   時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度（平成22年５月31日） 

 減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、投資有価証券について47,704千円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。 

  １年以内
１年超 

５年以内 

５年超  

10年以内  
 10年超 

(1) 現金及び預金 56,416 － － －

(2) 受取手形及び売掛金 207,803 － － －

    貸倒引当金 120,378    

  87,424 － － －

(3) 役員貸付金 27,063 18,189 21,091 44,672

  １年以内
１年超 

５年以内 

５年超  

10年以内  
 10年超 

短期借入金 4,334 － － －

１年以内返済予定 

長期借入金 
5,077,952 － － －

１年以内償還予定社債 220,000 － － －

リース債務 1,843 3,784 － －

（有価証券関係）

   連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券 

  非上場外国株式  

 

             232,613
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 前連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替

予約取引等、金利関連では金利スワップ取引でありま

す。 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建債権債務の

為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目

的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

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、為替変動

リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている

場合には振当て処理を、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。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ、 為替予約 

ヘッジ対象  借入金利息、売掛金、買掛金 

③ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債

権債務の範囲内でヘッジを行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較

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、金利スワップについては、特例処理によっ

ているため有効性の評価を省略しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有して

おります。 

 なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  該当事項はありません。 
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２．取引の時価等に関する事項 

 当連結会計年度（自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(1）通貨関連 

  該当事項はありません。 

  

(2）金利関連 

（注）時価の算定方法 

   取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（平成21年５月31日現在） 

  当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（平成22年５月31日現在） 

  当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日） 

 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引はあ

りませんので、該当事項はありません。 

区分 種類 
契約額等

契約額等
うち１年超 時価 評価損益 

（千円） （千円） （千円） （千円） 

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引        

変動受取・固定支払 760,000 218,000 △16,283 △16,283 

合計 760,000 218,000 △16,283 △16,283 

（退職給付関係）
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 前連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

１ 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 

   イ．ストック・オプションの数    

                            

   ロ．単価情報 

（ストック・オプション等関係）

会社名  提出会社  提出会社 

 決議年月日 平成16年８月26日  平成17年８月25日  

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員        40名 

当社従業員        81名 

当社子会社取締役     ２名 

当社子会社従業員     11名 

当社とコンサルティング 

契約を締結している者   ３名 

 株式の種類及び付与数 普通株式 50,000株 普通株式 100,000株 

 付与日 平成16年９月１日 平成17年11月30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。 

 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。 

 権利行使期間 平成18年９月１日～平成24年８月31日 平成19年９月１日～平成25年８月31日 

会社名 提出会社   提出会社 

 決議年月日 平成16年８月26日 平成17年８月25日 

 権利確定前  (株)            

  前連結会計年度末  －  －

  付与  －  －

  失効  －  －

  権利確定  －  －

  未確定残  －  －

 権利確定後  (株)            

  前連結会計年度末  41,000  75,000

  権利確定  －  －

  権利行使  －  －

  失効  4,000  17,000

  未行使残  37,000  58,000

会社名 提出会社   提出会社   

 決議年月日   平成16年８月26日 平成17年８月25日  

 権利行使価格  (円)  2,804  1,672

 行使時平均株価  －  －

 付与日における公正な評価単価  －  －
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 当連結会計年度（自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日） 

１ 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 

   イ．ストック・オプションの数  

                           

   ロ．単価情報 

  

会社名  提出会社  提出会社 

 決議年月日 平成16年８月26日  平成17年８月25日  

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員        40名 

当社従業員        81名 

当社子会社取締役     ２名 

当社子会社従業員     11名 

当社とコンサルティング 

契約を締結している者   ３名 

 株式の種類及び付与数 普通株式 50,000株 普通株式 100,000株 

 付与日 平成16年９月１日 平成17年11月30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。 

 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。 

 権利行使期間 平成18年９月１日～平成24年８月31日 平成19年９月１日～平成25年８月31日 

会社名 提出会社   提出会社 

 決議年月日 平成16年８月26日 平成17年８月25日 

 権利確定前  (株)            

  前連結会計年度末  －  －

  付与  －  －

  失効  －  －

  権利確定  －  －

  未確定残  －  －

 権利確定後  (株)            

  前連結会計年度末  37,000  58,000

  権利確定  －  －

  権利行使  －  －

  失効  10,000  17,000

  未行使残  27,000  41,000

会社名 提出会社   提出会社   

 決議年月日   平成16年８月26日 平成17年８月25日  

 権利行使価格  (円)  2,804  1,672

 行使時平均株価  －  －

 付与日における公正な評価単価  －  －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年５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．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 

  （千円）

（繰延税金資産）   

① 流動資産   

未払事業税否認  1,642

製品保証引当金否認  1,171

貸倒引当金繰入超過額  3,779

たな卸資産評価損  240,470

一括償却資産  1,189

その他  5,010

評価性引当額  △253,263

計  －

  （千円）

（繰延税金資産）   

① 流動資産   

未払事業税否認  1,949

製品保証引当金否認  3,323

貸倒引当金繰入超過額  49,429

たな卸資産評価損  557,150

一括償却資産  375

その他  3,413

評価性引当額  △615,641

計  －

② 固定資産   

一括償却資産  376

減価償却超過額  81,488

有価証券評価差額  4,403

税務上の繰越欠損金  940,455

評価性引当額  △1,026,723

計  －

合計  －

② 固定資産   

一括償却資産  35

減価償却超過額  123,871

投資有価証券評価損  19,406

有価証券評価差額  8,349

税務上の繰越欠損金  1,512,392

評価性引当額  △1,664,054

計  －

合計  －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

おりますので、記載を省略しております。 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

おりますので、記載を省略しております。 
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前連結会計年度（自平成20年６月１日 至平成21年５月31日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する、ウェーハ検査装置及びウェーハ測定装置の開発、設計、生産及

び販売を主たる業務としており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成21年６月１日 至平成22年５月31日） 

１．事業区分の方法 

    事業は、製品の系列及び市場の類似性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品  

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118,641千円であり、その主なものは、

当社の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、17,183千円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（定期預金）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

  
半導体事業
（千円） 

太陽電池事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 666,629 120,000 786,629  － 786,629

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － (－)  －

  計 666,629 120,000 786,629  (－) 786,629

 営業費用 1,854,798 87,948 1,942,747 118,641 2,061,388 

 営業利益又は営業損失(△) △1,188,168 32,051 △1,156,117 (118,641) △1,274,759 

 Ⅱ 資産、減価償却費及び 

   資本的支出 

資産 3,779,243 27 3,779,271 17,183 3,796,454

減価償却費 330,101 22 330,123 3,474 333,598

資本的支出 11,275 － 11,275 － 11,275

事業区分 主要製品 

 半導体事業 

（ウェーハ検査装置） 

エッジ検査装置、エッジ・裏面複合検査装置、 スリップライン自動欠陥検査装置複合機 

（ウェーハ測定装置） 

ウェーハトポグラフィー測定装置、平坦度・ナノトポグラフィー測定装置、結晶欠陥検査装置 

（その他装置） 

マスクレス露光装置 

（商品） 

Chapman社製非接触表面粗さ計、E+H社製ウェーハ形状測定器、㈱ニクニ製高速冷却装置 

 太陽電池事業 レーザースクライバー 
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前連結会計年度（自平成20年６月１日 至平成21年５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国 

  アメリカ……アメリカ合衆国 

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144,296千円であり、そ

の主なものは、当社の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、109,669千円であり、その主なもの

は、当社での余資運用資金（定期預金）であります。 

５．会計方針の変更 

  （費用計上区分の変更） 

  「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」に記載のとおり、従来、当社において

生産管理等に係る人件費及び経費並びに開発に係る部門の経費は、販売費及び一般管理費に計上し

ておりましたが、当連結会計年度より、製造原価に計上することに変更しました。この変更は、社

内の組織変更により原価部門の見直しを行い、より一層厳密な原価管理及び原価計算を行うことを

目的として変更したものであります。 

   この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、営業費用は日本が290,283千円減少

し、営業損失は同額減少しております。 

  （リース取引に関する会計基準の適用）  

   「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」に記載のとおり、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19年３月30日）を適用しておりま

す。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の資産は、日本が7,091千円増加

しておりますが、損益への影響は軽微であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
 日本 

（千円）  

アメリカ 

（千円）  

合計 

（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 

 (2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替髙 

1,714,108

19,859

16,833

214,776

1,730,941

234,636

 

 ( ) 

－

234,636

  

1,730,941

－

   計 1,733,968 231,610 1,965,578  ( ) 234,636 1,730,941

   営業費用 3,112,309 232,322 3,344,632  ( ) 58,106 3,286,525

   営業損失（△） △1,378,341 △712 △1,379,053  ( ) 176,529 △1,555,583

Ⅱ 資産 6,321,663 232,729 6,554,392  ( ) 385,053 6,169,339
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当連結会計年度（自平成21年６月１日 至平成22年５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国 

  アメリカ……アメリカ合衆国 

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118,641千円であり、そ

の主なものは、当社の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、17,183千円であり、その主なもの

は、当社での余資運用資金（定期預金）であります。  

  

前連結会計年度（自平成20年６月１日 至平成21年５月31日） 

        海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成21年６月１日 至平成22年５月31日）  

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

      ２．各区分に属する主な国または地域は、以下のとおりであります。 

         (1)欧州……………ドイツ、フランス 

         (2)アジア…………マレーシア、台湾、韓国 

         (3)北米……………アメリカ合衆国 

          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）  

アメリカ 

（千円）  

合計 

（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 

 (2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替髙 

764,698

5,159

21,930

94,615

786,629

99,775

 

 ( ) 

－

99,775

  

786,629

－

   計 769,858 116,546 886,405  ( ) 99,775 786,629

   営業費用 1,914,566 124,883 2,039,449   21,939 2,061,388

   営業損失（△） △1,144,707 △8,336 △1,153,044  ( ) 121,715 △1,274,759

Ⅱ 資産 3,927,544 241,234 4,168,778  ( ) 372,324 3,796,454

ｃ．海外売上高

  欧州 アジア 北米  計

Ⅰ海外売上高（千円）   57,200  40,980  23,720  121,901

Ⅱ連結売上高（千円）  －  －  －  786,629

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）  
 7.3  5.2  3.0  15.5
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前連結会計年度（自平成20年６月１日 至平成21年５月31日） 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用し

ております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）１．債務保証については、債務保証残高を取引金額に記載しております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     上記相手先への資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。 

  

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引  

 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

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 

（％） 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 髙村 淳  －  －
当社代表
取締役社
長 

（被所有）
直接 22.9

支払リース
料債務被保
証 

支払リース
料債務被保
証 

 
（注)1. 
7,388 － －

資金の貸付
資金の貸付
  
利息の受取

36,762 
（注)2. 

142 

その他流動資
産 
  

36,904

役員 多田 信  －  －
当社常務
取締役 

（被所有）
直接0.1 

資金の貸付
資金の貸付
  
利息の受取

24,000 
（注)2. 

108 

その他流動資
産 
  

24,108

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

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 

（％） 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 芳賀一実  －  －
当社取締
役 

（被所有）
直接 3.4

資金の貸付

資金の貸付
  
  
利息の受取 
  

－ 
 
 

5,003 
（注)2. 

役員に対する
長期貸付金 

  
その他流動 

資産  

97,640

3,016
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当連結会計年度（自平成21年６月１日 至平成22年５月31日） 

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）１．債務保証については、債務保証残高を取引金額に記載しております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     上記相手先への資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。 

   ３．業務提携先への投資損失を役員が個人負担するための資金の貸付であります。  

  

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引  

 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  

（注）１．債務保証については、債務保証残高を取引金額に記載しております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     上記相手先への資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。 

   ３．株式会社ナノシステムソリューションズの子会社化の際、株式会社ナノシステムソリューションズ既 

     存株主の損失を役員個人で補填したため、貸付を行いました。  

種類 氏名 所在地 
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 

（％） 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 髙村 淳  －  －
当社代表
取締役社
長 

（被所有）
直接 6.5

支払リース
料債務被保
証 

支払リース
料債務被保
証 

 
（注)1. 
5,627 － －

資金の仮受 資金の仮受  43,465
その他流動負

債 
  

14,813

役員 多田 信  －  －
当社常務
取締役 

（被所有）
直接0.1 

資金の貸付
資金の貸付
  
利息の受取

 
（注)2. 

 

－

757

その他流動資
産 
  

(注)3.
24,503

種類 氏名 所在地 
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 

（％） 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 芳賀一実  －  －
当社取締
役 

（被所有）
直接 2.1

資金の貸付

資金の貸付
  
利息の受取 
  

 
 
 

（注)2. 

－

2,721

役員に対する
長期貸付金 

  
(注)3.
83,953
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 （注）１．１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。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

１株当たり純資産額 50.27円 

１株当たり当期純損失金額（△） △419.53円 

１株当たり純資産額 △428.20円 

１株当たり当期純損失金額（△） △474.90円 

 なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

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。 

 なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

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６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

当期純損失(△)（千円）  △2,546,356  △2,882,448

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る又は当期純損失(△) 

（千円） 

 △2,546,356  △2,882,448

期中平均株式数（株）  6,069,609  6,069,559

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16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数  個 

 普通株式 株） 

平成17年８月25日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 個 

 普通株式 株） 

370

37,000

580

58,000

平成16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数  個 

 普通株式 株） 

平成17年８月25日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 個 

 普通株式 株） 

270

27,000

410

41,000

  
前連結会計年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

純資産の合計金額（千円）  305,088  △2,598,972

純資産の部から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  305,088  △2,598,972

期末の普通株式の数（株）  6,069,559  6,069,559
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、㈱三菱

東京UFJ銀行を主幹事として実行可能期間付タームローン

契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約

を締結しておりましたが、平成21年８月21日付で従来の

契約に対する変更契約を締結いたしました。その内容は

以下のとおりであります。 

(1）調達残高    3,666,666千円 

(2) 金利      2.475％ 

(3) 財務制限条項 

① 平成22年5月期及びそれ以降の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表及び連結の貸借対照表における

純資産の部の金額については当該決算期の直前の決

算期の末日または平成21年5月期の末日における単

体の貸借対照表及び当該連結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％の金額

以上に、それぞれ維持すること。 

② 平成21年５月期を含む各年度の決算期にかかる単体

の損益計算書及び連結の損益計算書上の経常損益に

関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しな

いこと。 

(4) 担保提供資産  本社建物  

(5）返済スケジュール 

借入条件の変更契約において、返済計画は平成22年５

月までは確定されておりますが、平成22年６月以降の

返済計画は確定しておりません。 

        ─────── 
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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５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  574,603 ※1  50,725

受取手形 16,885 4,509

売掛金 276,846 202,445

商品及び製品 16,332 －

仕掛品 1,970,840 1,821,411

原材料及び貯蔵品 370,165 262,724

前渡金 77,894 51,792

前払費用 32,618 10,664

未収消費税等 93,704 13,811

その他 93,047 44,220

貸倒引当金 △9,244 △120,754

流動資産合計 3,513,694 2,341,551

固定資産   

有形固定資産   

建物 699,763 700,313

減価償却累計額 △124,335 △162,864

建物（純額） ※1  575,428 ※1  537,448

構築物 29,224 29,224

減価償却累計額 △10,133 △12,774

構築物（純額） ※1  19,091 ※1  16,450

機械及び装置 663,970 667,725

減価償却累計額 △232,347 △388,990

機械及び装置（純額） 431,623 278,735

車両運搬具 9,447 9,447

減価償却累計額 △7,967 △8,439

車両運搬具（純額） 1,480 1,007

工具、器具及び備品 189,849 197,611

減価償却累計額 △125,922 △152,884

工具、器具及び備品（純額） 63,926 44,726

リース資産 7,804 7,804

減価償却累計額 △713 △2,424

リース資産（純額） 7,091 5,379

建設仮勘定 228,050 37,987

有形固定資産合計 1,326,691 921,736

無形固定資産   

特許権 84,490 58,456

ソフトウエア 89,496 38,904

電話加入権 882 882

無形固定資産合計 174,869 98,243
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 232,613 175,157

関係会社株式 1,491,021 363,097

出資金 100 100

長期前払費用 11,608 4,785

敷金 17,423 15,826

関係会社長期貸付金 43,055 －

その他 85,233 60,594

投資その他の資産合計 1,881,056 619,561

固定資産合計 3,382,616 1,639,541

資産合計 6,896,311 3,981,092

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※2  371,418 46,676

買掛金 51,741 166,899

1年内返済予定の長期借入金 ※1  301,500 ※1  5,077,952

1年内償還予定の社債 40,000 220,000

リース債務 1,761 1,843

未払金 93,566 ※3  542,969

未払費用 70,523 103,261

未払法人税等 9,208 9,377

預り金 15,274 61,486

製品保証引当金 2,866 8,170

前受金 － 142,005

仮受金 － 130,102

その他 17 －

流動負債合計 957,877 6,510,744

固定負債   

長期借入金 4,738,046 －

社債 220,000 －

金利スワップ負債 － 16,283

リース債務 5,627 3,784

固定負債合計 4,963,673 20,067

負債合計 5,921,551 6,530,811
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,200 1,072,200

資本剰余金   

資本準備金 2,100,221 2,100,221

資本剰余金合計 2,100,221 2,100,221

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,186,579 △5,701,306

利益剰余金合計 △2,186,579 △5,701,306

自己株式 △310 △310

株主資本合計 985,532 △2,529,194

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,772 △20,524

評価・換算差額等合計 △10,772 △20,524

純資産合計 974,759 △2,549,718

負債純資産合計 6,896,311 3,981,092
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高   

商品売上高 79,953 138,844

製品売上高 1,599,671 500,896

売上高合計 1,679,625 639,741

売上原価   

商品期首たな卸高 19,354 16,332

製品期首たな卸高 23,396 －

当期商品仕入高 36,981 85,085

当期製品製造原価 1,446,522 720,507

合計 1,526,255 821,925

他勘定振替高 2,141 16,391

商品期末たな卸高 16,332 －

売上原価合計 1,507,781 805,533

売上総利益又は売上総損失（△） 171,843 △165,792

販売費及び一般管理費   

役員報酬 89,659 69,045

給料 433,487 179,244

広告宣伝費 25,635 5,848

荷造及び発送費 27,420 12,785

減価償却費 146,622 174,133

交際費 30,410 15,848

旅費及び交通費 95,672 37,245

地代家賃 24,387 15,160

業務委託費 37,225 16,368

支払手数料 126,585 99,291

研究開発費 184,096 57,440

賃借料 71,235 12,761

貸倒引当金繰入額 9,244 111,509

製品保証引当金繰入額 2,866 14,546

その他 158,215 101,565

販売費及び一般管理費合計 1,462,767 922,794

営業損失（△） △1,290,923 △1,088,587
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

営業外収益   

受取利息 1,710 1,217

受取配当金 4 3

為替差益 － 3,538

受取リース料 8,406 －

受取奨励金 7,512 24,154

保険返戻金 5,748 －

受取家賃 3,000 3,960

受取保険金 － 5,494

雑収入 2,022 3,805

営業外収益合計 28,403 42,174

営業外費用   

支払利息 116,315 133,566

社債利息 5,716 5,030

支払手数料 37,507 22,533

為替差損 31,281 －

金利スワップ評価損 － 16,283

雑支出 3,894 5,388

営業外費用合計 194,716 182,800

経常損失（△） △1,457,236 △1,229,214

特別利益   

固定資産売却益 648 －

特別利益合計 648 －

特別損失   

固定資産売却損 17,942 5,443

固定資産除却損 1,116 155,273

たな卸資産評価損 593,547 737,506

関係会社株式評価損 － 1,127,924

遅延損害金 － 197,944

ゴルフ会員権売却損 － 10,533

投資有価証券評価損 － 47,704

特別損失合計 612,606 2,282,330

税引前当期純損失（△） △2,069,194 △3,511,545

法人税、住民税及び事業税 3,802 3,181

法人税等調整額 219,563 －

法人税等合計 223,365 3,181

当期純損失（△） △2,292,560 △3,514,726
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（原価計算の方法） 

 原価計算の方法は、製品別の個別原価計算によっております。 

 ※１．他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 

 ※２．労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

 ※３．製造経費の主な内訳は次のとおりであります。 

 ※４．他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５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           

期首材料たな卸高    524,247    368,652   

当期材料仕入高    1,511,461    228,295   

合計    2,035,709    596,948   

期末材料たな卸高    368,652    261,615   

他勘定振替高 ※１  261,582    27,057   

当期材料費    1,405,474  53.4  308,275  23.7

Ⅱ 労務費 ※２  386,373  14.7  455,723  35.1

Ⅲ 製造経費 ※３  840,632  31.9  534,925  41.2

当期総製造費用    2,632,480  100.0  1,298,923  100.0

期首仕掛品たな卸高    1,689,724    1,970,840   

合計    4,322,204    3,269,764   

期末仕掛品たな卸高    1,970,840    1,821,411   

他勘定振替高 ※４  904,841    727,845   

当期製品製造原価    1,446,522    720,507   

項目 前事業年度 当事業年度 

商品仕入高（千円） －  22,000

たな卸資産評価損（千円）  243,227  4,835

機械及び装置（千円）  13,000 －

製品修繕費（千円）  2,623  221

項目 前事業年度 当事業年度 

給与手当（千円）  334,925  403,241

法定福利費（千円）  50,988  52,471

項目 前事業年度 当事業年度 

外注加工費（千円）  314,950  78,033

項目 前事業年度 当事業年度 

たな卸資産評価損（千円）  348,178  716,279

機械及び装置（千円）  262,915 －

建設仮勘定（千円）  228,050  9,420

工具、器具及び備品（千円）  15,282 －

研究開発費（千円）  43,169 －

追加原価（千円） －  2,145
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,072,200 1,072,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,072,200 1,072,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,100,221 2,100,221

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,100,221 2,100,221

資本剰余金合計   

前期末残高 2,100,221 2,100,221

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,100,221 2,100,221

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 105,980 △2,186,579

当期変動額   

当期純損失（△） △2,292,560 △3,514,726

当期変動額合計 △2,292,560 △3,514,726

当期末残高 △2,186,579 △5,701,306

利益剰余金合計   

前期末残高 105,980 △2,186,579

当期変動額   

当期純損失（△） △2,292,560 △3,514,726

当期変動額合計 △2,292,560 △3,514,726

当期末残高 △2,186,579 △5,701,306

自己株式   

前期末残高 △302 △310

当期変動額   

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △7 －

当期末残高 △310 △310

株主資本合計   

前期末残高 3,278,100 985,532

当期変動額   

当期純損失（△） △2,292,560 △3,514,726

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △2,292,567 △3,514,726

当期末残高 985,532 △2,529,194
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５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 － △10,772

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,772 △9,751

当期変動額合計 △10,772 △9,751

当期末残高 △10,772 △20,524

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △10,772

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,772 △9,751

当期変動額合計 △10,772 △9,751

当期末残高 △10,772 △20,524

純資産合計   

前期末残高 3,278,100 974,759

当期変動額   

当期純損失（△） △2,292,560 △3,514,726

自己株式の取得 △7 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,772 △9,751

当期変動額合計 △2,303,340 △3,524,478

当期末残高 974,759 △2,549,718
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継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 

  至 平成22年５月31日） 

当社は、前事業年度において 千円の営業損失及

び 千円の当期純損失を計上しており、当事業年度

においても 千円の営業損失及び 千円

の当期純損失を計上いたしました。 

また、このような業績の状況に伴い、平成21年３月以

降、各金融機関の支援のもと、借入金の返済を延滞して

おります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

  

当社は、このような状況から脱却するため、営業、開

発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを行

い、早期に業績の改善を図るために事業改善計画を策定

し推進しておりますが、その対応策は以下のとおりで

す。 

  

１．基本方針 

当社は創業以来、独自のマーケティング力を生かし、

常にお客様のニーズに合致した製品を提供してまいりま

した。今後もお客様に貢献できることを喜びとし、強い

信頼関係を築きながら、相互に発展していくという理念

を忘れることなく、安定した売上と利益の確保を目指

し、再建計画を進めてまいりたいと考えております。  

  

２．営業施策 

（１） 半導体事業 

当社は、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニ

アとして自ら新たなマーケットを作ってまいりまし

た、今後もシリコンウェーハメーカー検査工程の合理

化・信頼性の向上を目指してまいります。 

① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）   

スループット及び検査水準の向上による競争力の強

化 

② 新規装置（ウェーハエッジクリーニング装置等） 

シリコンウェーハメーカーの製造工程におけるまだ

自動化されていない装置の展開 

③ 保守・サービス 

既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の

強化  

206,510

241,429

1,290,923 2,292,560

当社は、当事業年度において、1,088,587千円の営業損

失及び3,514,726千円の当期純損失を計上したことによ

り、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上してお

り、その結果、当事業年度末において2,549,718千円の債

務超過となっており、金融機関に対して5,077,952千円の

借入金及び220,000千円の社債を有しております。このよ

うな状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融

機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平成

21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済

期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。

また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しており

ます。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような状況が存在しております。 

  

当社は、このような状況から脱却するため、営業、開

発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを行

い、早期に業績の改善を図るため事業改善計画を策定し

促進しておりますが、その対応策は以下のとおりです。 

  

１．基本方針 

当社は創業以来、独自のマーケティング力を生かし、

常にお客様のニーズに合致した製品を提供してまいりま

した。今後もお客様に貢献できることを喜びとし、強い

信頼関係を築きながら、相互に発展していくという理念

を忘れることなく、安定した売上と利益の確保を目指

し、再建計画を進めてまいりたいと考えております。  

  

２．営業施策 

（１） 半導体事業 

当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置の

パイオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまい

りました。 

 国内の総販売店であるキヤノンマーケティングジャ

パン株式会社との協力により、営業活動・サービス体

制の強化及び財務体質の改善を図ることにより、今後 

もシリコンウェーハメーカー検査工程の合理化・信頼

性の向上を目指してまいります。 

① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）   

スループット及び検査水準の向上による競争力の強

化 

② 新規装置（ウェーハエッジクリーニング装置等） 

シリコンウェーハメーカーの製造工程におけるまだ

自動化されていない装置の展開 

③ 保守・サービス 

既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の

強化  
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前事業年度 
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 

  至 平成22年５月31日） 

（２） 太陽電池事業 

 世界的にクリーンエネルギーへの機運が高まってお

り、その中でも特に太陽電池市場の拡大が見込まれて

おります。当社も太陽電池市場への参入に向けて、従

前から準備を進めており、太陽電池用レーザースクラ

イビング装置を新たな事業の柱の一つとして早期実現

を目指します。具体的には、現在、営業代理店契約を

締結しておりますDeep Photonics Corporationとの連

携を強化してまいります。同社の開発いたしました固

体レーザーは、薄膜太陽電池パネルの生産工程におい

て、既存の他社製品では不可避であったデメリットを

解決することができ、その優位性を遺憾なく発揮する

装置を開発・製造することで、他社との差別化を計っ

てまいります。当社は、上記技術の市場認知度向上の

ため、展示会への出展、業界誌への広告宣伝、お客様

に対する個別の装置プレゼンテーション、ライブデモ

等、積極的な営業活動を展開してまいります。 

  

３．経営効率の改善 

  来期以降に想定される受注・売上規模に対し経営のス

リム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管

理、生産技術など各部門の機能強化・経費削減を推進

し、コスト構造の改善を進めてまいります。 

（１） 原価の低減 

 設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費 

  の低減 

（２）組織・人員の合理化 

①役員報酬の減額 

②一時帰休など助成金制度を利用しながらのワー 

 クシェアリングの実施、等 

（３）研究開発の効率化 

 開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへ 

        のシフト 

   

４．財務体質の強化 

上記、事業改善計画を徹底し、営業キャッシュ・フロー

を好転させ、有利子負債の削減、財務体質の健全化を推進

します。   

なお、当社はシンジケートローン契約（平成21年５月31

日現在の借入金残高 千円）の借入金につきまし

て期限の利益の確保を含め、財務制限条項及び借入金の返

済条件等を全取引銀行と締結に至りました。 

  

しかしながら、これらの対応策をとっても業績及び資金

繰りの改善を図る上で重要な要素となる売上高の確保は外

部要因に大きく依存することになるため、現時点において

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表

には反映しておりません。 

3,666,666

（２） 太陽電池事業 

 世界的にクリーンエネルギーへの機運が高まってお

り、その中でも特に太陽電池市場の拡大が見込まれて

おります。当社も太陽電池市場への参入に向けて、従

前から準備を進めており、太陽電池用レーザースクラ

イビング装置を新たな事業の柱の一つとして早期実現

を目指します。 

  

３．経営効率の改善 

  更なる経営のスリム化を目指します。経営資源の選択

と集中により、管理、生産技術など各部門の機能強化・

経費削減を推進し、コスト構造の改善を進めてまいりま

す。 

（１） 原価の低減 

 設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費 

  の低減 

（２）組織・人員の合理化 

①役員報酬の減額 

②保守のアウトソーシング化等 

（３）研究開発の効率化 

 開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへ 

        のシフト 

   

４．資金繰りの改善及び財務体質の強化 

 資金繰りにつきましては、取引金融機関については、財

務制限条項の変更契約を含め、借入金の返済条件等の変更

に向けて、引続き支援を要請しております。 

 また、財務面におきましても、上記事業改善計画を徹底

し、営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の削

減、財務体質の健全化を推進します。 

 しかしながら、将来１年間の資金繰り計画表に基づく取

引金融機関の支援の了解は、本日現在得られておらず、ま

た、業績の改善を実行するうえで重要な要素となる売上 

高の確保は外部要因に大きく依存しているため、現時点に

おいて継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

ます。 

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する不確実性の影響を財務諸表に反映

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20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

(2）その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

     ────── デリバティブ 

 時価法  

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）製品・商品・仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下による簿価切下げの方

法） 

(1）仕掛品 

同左 

  (2）原材料 

月次総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

(2）原材料 

同左 

  (3）貯蔵品 

終仕入原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法）

(3）貯蔵品 

同左 

４．固定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） 

 定率法を採用しております。 

また、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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物        15～20年 

機械装置      ６～７年 

工具、器具及び備品 ４～８年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

(イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

 見込み販売期間（３年）による定

額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

(イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

同左 

  ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

 社内における見込利用可能期間

（５年）による定額法 

ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

同左 

  (ロ)特許権  

 定額法を採用しております。なお

償却年数は８年であります。 

(ロ)特許権  

同左 

  (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５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。 

(3）リース資産 

同左 

５．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、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。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）製品保証引当金 

 製品のアフターサービスに伴う費用の

支出に備えるため、当該製品の売上高に

対し過去のアフターサービス費用発生の

実績率に基づいて計上しております。 

(2）製品保証引当金 

同左 

54



項目 
前事業年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

７．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、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合は振

当て処理を、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。 

(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、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合は振

当て処理を、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。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ     

為替予約 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  同左       

  ヘッジ対象  借入金利息      

売掛金、買掛金 

ヘッジ対象  同左 

  (3）ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融収支改善

のため、対象債権債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の

相場変動を比較し、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、金利スワップについては特例処理に

よっているため有効性の評価を省略して

おります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段

の相場変動を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しておりま

す。なお、当事業年度末においてヘッ

ジ会計を適用しているものはありませ

ん。 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年５月31日 

  至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月31日 

  至 平成22年５月31日） 

 ①たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成18年７月５日公表分 企業会計基準第９号）を当

事業年度から適用し、評価基準は、製品、商品、仕掛品に

ついては、個別法による原価法から個別法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）、原材料につい

ては、月次総平均法による原価法から月次総平均法による

原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、貯蔵品

については 終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による当事業年度の損益への影響はあり

ません。 

     

 ②売上計上基準の変更 

 当社はユーザーへの直接販売については従来、装置の据

付完了をもって、売上高を認識する引渡基準を採用してお

りましたが、当事業年度より、装置の検収をもって売上高

を認識する検収基準に変更しました。 

 この変更は、売上計上基準をより確実性のある検収基準

に変更することにより、製品の出荷から検収までの管理を

より適切かつ厳格に行うためのものであります。 

 なお、この変更による当事業年度の損益への影響はあり

ません。 

  

 ③費用計上区分の変更 

 従来、当社において生産管理等に係る人件費及び経費並

びに開発に係る部門の経費は、販売費及び一般管理費に計

上しておりましたが、当事業年度より、製造原価に計上す

ることに変更しました。この変更は、社内の組織変更によ

り原価部門の見直しを行い、より一層厳密な原価管理及び

原価計算を行うことを目的として変更したものでありま

す。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比

べ、当事業年度の売上総利益が 千円減少し、営業

損失、経常損失、税引前当期純損失はそれぞれ 千

円減少しております。  

149,953

290,283

──── 
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前事業年度 
（自 平成20年５月31日 

  至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月31日 

  至 平成22年５月31日） 

 ④「リース取引に関する会計基準」の適用 

 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、当事業年度より、「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によっておりま

す。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資

産が有形固定資産に 千円、リース債務が流動負債に

千円、固定負債に 千円計上されておりますが、

損益への影響は軽微であります。  

7,091

1,761 5,627

──── 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

（損益計算書）  

前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ました「受取家賃」は、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「受取家賃」の金額は 千円であ

ります。  

3,000

（貸借対照表） 

前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示して

おりました「仮受金」は、負債及び純資産の合計額の100

分の1を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「仮受金」の金額は 千円でありま

す。 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表

示しておりました「受取保険金」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「受取保険金」の金額は 千円で

あります。 

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「保険返戻

金」（当連結会計年度は173千円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することにしました。 

  

17

1,095
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年５月31日） 

当事業年度 
（平成22年５月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

定期預金 千円6,000

建物 千円569,961

構築物 千円19,091

定期預金 千円6,000

建物 千円532,770

構築物 千円16,450

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 千円440,576

１年内返済予定の

長期借入金 千円27,673

１年内返済予定の

長期借入金 千円5,077,952

※２．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。 

                ──── 

  

支払手形 千円191,964       

                   ──── ※３．関係会社項目  

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

   流動負債 

    未払金       136,942千円  

  

                   ────  ４．受取手形割引高    5,220千円  

  

                ────  ５．受取手形裏書高    3,094千円  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

※１．関係会社との取引の内容は次の通りであります。               ──────  

関係会社からの受取家賃 千円3,000       

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造原価に

含まれる研究開発費 
184,096千円 

一般管理費及び当期製造原価に

含まれる研究開発費 
57,440千円 

※３．他勘定振替の内訳は、次のとおりであります。 ※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 2,141千円 棚卸資産評価損 16,391千円 

※４．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 648千円 

               ────── 

        

※５．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械及び装置 17,942千円 

※５．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械及び装置 5,443千円 

※６．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

ソフトウェア 732千円 

工具、器具及び備品 384千円 

  1,116千円 

※６．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建設仮勘定 154,390千円 

工具、器具及び備品 882千円 

  155,273千円 

58



 前事業年度（自 平成20年６月１日至 平成21年５月31日） 

      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増加126株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 当事業年度（自 平成21年６月１日至 平成22年５月31日） 

      自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

（株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

 自己株式 

 普通株式 
  株 165 株 126 株 － 株 291

 合計 株 165 株 126 株 － 株 291

  前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

 自己株式 

 普通株式 
  株 291 株 － 株 － 株 291

 合計 株 291 株 － 株 － 株 291
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

   車両運搬具であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３. 固定資産の償却方法」に記載の

とおりであります。 

  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５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

た会計処理方法によっており、その内容は次のとおりで

あります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

   車両運搬具であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３. 固定資産の償却方法」に記載の

とおりであります。 

  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５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

た会計処理方法によっており、その内容は次のとおりで

あります。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  25,350  12,256  13,093

機械及び装置  11,500  4,552  6,947

合計  36,850  16,808  20,041

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  25,350  17,876  7,473

機械及び装置  11,500  7,427  4,072

合計  36,850  25,303  11,546

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 9,038千円 

１年超 12,951千円 

合計 21,990千円 

１年内 9,142千円 

１年超 3,809千円 

合計 12,951千円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 9,217千円 

減価償却費相当額 8,494千円 

支払利息相当額 945千円 

支払リース料 9,217千円 

減価償却費相当額 8,494千円 

支払利息相当額 637千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

           同左 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

１年内 87,684千円 

１年超 58,456千円 

 合計 146,140千円 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

１年内 58,456千円 

１年超 －千円 

 合計 58,456千円 
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前事業年度（平成21年５月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成22年５月31日現在） 

 子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式 363,097千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年５月31日） 

当事業年度 
（平成22年５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．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 

  （千円）

（繰延税金資産）   

① 流動資産   

未払事業税否認  1,359

製品保証引当金否認  1,171

貸倒引当金繰入超過  3,779

たな卸資産評価損  240,470

一括償却資産  1,182

その他  5,010

評価性引当額  △252,975

計  －

  （千円）

（繰延税金資産）   

① 流動資産   

未払事業税否認  1,630

製品保証引当金否認  3,323

貸倒引当金繰入超過  49,429

たな卸資産評価損  539,311

一括償却資産  375

その他  3,413

評価性引当額  △597,483

計  －

② 固定資産   

一括償却資産  376

減価償却超過額  81,488

有価証券評価差額 

税務上の繰越欠損金 

 

 

4,403

716,218

評価性引当額  △802,487

計  －

合計  －

② 固定資産   

減価償却超過額  123,871

関係会社株式評価損  458,839

投資有価証券評価損  19,406

有価証券評価差額 

税務上の繰越欠損金 

 

 

8,349

1,271,116

評価性引当額  △1,881,583

計  －

合計  －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳  

当事業年度は税引前当期純損失を計上しておりますの

で、記載を省略しております。 

当事業年度は税引前当期純損失を計上しておりますの

で、記載を省略しております。 
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 （注）１．１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。 

    ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

１株当たり純資産額 160.60円 

１株当たり当期純損失金額（△） △377.71円 

１株当たり純資産額 △420.08円 

１株当たり当期純損失金額（△） △579.07円 

 なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

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。 

 なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

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。 

  
前事業年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

当期純損失(△)（千円）  △2,292,560  △3,514,726

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）  △2,292,560  △3,514,726

期中平均株式数（株）  6,069,609  6,069,559

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16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 個 

 普通株式 株） 

平成17年８月25日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 個 

 普通株式 株） 

370

37,000

580

58,000

平成16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 個 

 普通株式 株） 

平成17年８月25日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 個 

 普通株式 株） 

270

27,000

410

41,000

  
前事業年度

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

純資産の合計金額（千円）  974,759  △2,549,718

純資産の部から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  974,759  △2,549,718

期末の普通株式の数（株）  6,069,559  6,069,559
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

   

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、㈱三菱

東京UFJ銀行を主幹事として実行可能期間付タームローン

契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約

を締結しておりましたが、平成21年８月21日付で従来の

契約に対する変更契約を締結いたしました。その内容は

以下のとおりであります。 

(1）調達残高    3,666,666千円 

(2) 金利      2.475％ 

(3) 財務制限条項 

① 平成22年5月期及びそれ以降の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表及び連結の貸借対照表における

純資産の部の金額については当該決算期の直前の決

算期の末日または平成21年5月期の末日における単

体の貸借対照表及び当該連結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％の金額

以上に、それぞれ維持すること。 

② 平成21年５月期を含む各年度の決算期にかかる単体

の損益計算書及び連結の損益計算書上の経常損益に

関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しな

いこと。 

(4) 担保提供資産  本社建物  

(5）返済スケジュール 

借入条件の変更契約において、返済計画は平成22年５

月までは確定されておりますが、平成22年６月以降の

返済計画は確定しておりません。 

──── 

６．その他
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