
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年5月16日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 東京カソード研究所 上場取引所 大 
コード番号 6868 URL http://www.tclab.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大久保 尚武
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 田辺 雅也 TEL 03-3962-8311
定時株主総会開催予定日 平成23年6月23日 有価証券報告書提出予定日 平成23年6月24日
配当支払開始予定日 ―
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家向け）

1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 4,455 △28.2 △218 ― △238 ― △335 ―
22年3月期 6,204 △46.8 △1,202 ― △1,163 ― △3,154 ―

（注）包括利益 23年3月期 △376百万円 （―％） 22年3月期 △3,154百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △58.91 ― △14.1 △3.2 △4.9
22年3月期 △553.08 ― △76.0 △11.3 △19.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △37百万円 22年3月期  △2百万円

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

23年3月期 6,821 2,214 32.3 386.30
22年3月期 7,975 2,581 32.2 450.91

（参考） 自己資本   23年3月期  2,203百万円 22年3月期  2,571百万円

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

23年3月期 313 395 △655 2,043
22年3月期 △593 1,204 △312 2,004

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,050 △15.0 △220 ― △228 ― △251 ― △44.00
通期 4,820 8.2 78 ― 65 ― 20 ― 3.50



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） ： 有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．13「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．13「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及びＰ．18「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」
をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 内田工業株式会社

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） 23年3月期 5,767,268 株 22年3月期 5,767,268 株
② 期末自己株式数 23年3月期 63,887 株 22年3月期 63,806 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 5,703,414 株 22年3月期 5,703,462 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 3,684 △33.1 △552 ― △497 ― △529 ―
22年3月期 5,507 △48.9 △1,045 ― △964 ― △2,742 ―

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

23年3月期 △92.92 ―
22年3月期 △480.85 ―

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

23年3月期 5,734 1,251 21.6 217.48
22年3月期 7,051 1,778 25.1 310.15

（参考） 自己資本 23年3月期  1,240百万円 22年3月期  1,768百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 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。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,741 △14.8 △264 ― △273 ― △47.86
通期 4,127 12.0 △70 ― △89 ― △15.60
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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経済は、各国の景気刺激策の後押しやアジアを中心とした新興国の消費拡大を受け

て、回復から拡大に向けた歩みを続けているものの、円高の影響やデフレ経済による雇用情勢・所得環境の停滞は、

国内経済の回復を限定的なものに止めています。さらには、年度末に起こった東日本大震災が、景気回復に更なる不

確実性をもたらしております。 

 電気・電子業界におきましては、新興国の経済成長による製品需要が日本や欧米の企業業績を大きく牽引する形で

推移しました。国内については、所得の低迷などによる消費の抑止傾向から依然として力強さはないものの、家電エ

コポイントによる一時的な消費の拡大やスマートフォンやタブレット端末など新ＩＴ通信端末の普及が需要を下支え

いたしました。 

 このような状況の中で当社グループは、事業再編計画に基づき事業戦略の再構築を積極的に進めました。すなわ

ち、垂直型プローブカードの新製品開発やカンチレバー型プローブカードにおける新素材（針）の開発を推し進めな

がら、材料等の見直し、子会社の生産性向上に伴う原価の低減、差別化・集中戦略による新規顧客開拓や販売費及び

一般管理費の徹底したコスト削減改革等を進めました。 

 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摘要会社）の経営成績につきまし

ては、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失は 百万円（前連結会計年度は 百万円の営業損

失）、経常損失は 百万円（前連結会計年度は 百万円の経常損失）、当期純損失は 百万円（前連結会計年度

は 百万円の当期純損失）となりました。 

  

 報告セグメントごとの業績とその要因は、次のとおりであります。  

（プローブカード事業） 

 市場投入いたしました垂直型プローブカード新製品『B2(Buckling Beam)』は、カードの評価スケジュールの延滞等

により今期内における大きな受注につなげることはできず来期以降の売上寄与となりますが、子会社の生産管理体制

強化による生産性の向上、材料調達見直しによる原価低減等の施策を確実に進めました。また、アジア地域の堅調な

需要により、台湾を中心に海外子会社の売上は順調に推移いたしました。 

 この事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（前連結会計年度は 百万円の営

業損失）でありました。 

（電子部品事業） 

 半導体部品関連は、製造装置メーカーによる販促施策の一環として当該消耗品が特別提供されたり、取引先の事業

戦略見直しに伴う製品の統廃合などにより需要が落ち込んだ結果、売上・収益ともに減少となりました。 

 モリブデン電極の在庫販売により一時的な利益確保もいたしましたが、電子部品事業全体を支えるまでには至りま

せんでした。 

 この事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益は 百万円（前連結会計年度は 百万円の営業

損失）でありました。 

  

 次期の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

 当社グループの属する市場環境は、アジア地域を中心として緩やかな回復に向かうものと思われますが、今般発生

した東日本大震災の、電気・電子業界を超えた日本の産業界そのものへの影響に、復興の見通しや国内政局の不安定

さも加味され、不透明な状況が続くものと思われます。 

 このような中において当社グループは、開発を進めてきました垂直型プローブカード新製品『B2(Buckling Beam)』

の市場本格投入と更なる新スペック開発により受注活動を加速させてまいります。また、カンチレバー型プローブカ

ードにおいても、新素材（針）を使用した改良新製品の本格的な拡販を展開してまいります。 

 アジア市場拡大の中での市場獲得に向けては、販売チャネルの強化やグループ内連携強化を進めることで黒字化と

更なる業績拡大を目指してまいります。特に、製品の現地生産体制を整え、納期早期化とメンテナンス体制強化を中

心として、現地化を推進いたします。 

 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 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は

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

百万円（前年同期は当期純損失 百万円）を見込んでおります。 

  

１．経営成績

4,455 28.2 218 1,202

238 1,163 335

3,154

3,685 18.0 136 88

769 55.0 41 337

4,820 8.2 78

218 65 238 20

335
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(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の残高は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少いたしました。これは主に、受取手

形及び売掛金が 百万円、未収入金が 百万円等減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が 百万円等減少

したことによるものであります。 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金が 百万円減少

したことによるものであります。  

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、税金等調整前当期純損失、長期借入金の

返済による支出等の支出要因があったものの、売上債権の減少額、長期借入による収入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 百万円増加し、当連結会計年度末残高は 百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、 百万円（前連結会計年度は営業活動の結果使用した資金として 百万円）とな

りました。これは主として、税金等調整前当期純損失 百万円等の支出要因があったものの、売上債権の減少額 百

万円等の収入要因があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

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

なりました。これは主として、定期預金の払戻による収入 百万円等の収入要因が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） 

 財務活動の結果使用した資金は、 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 百万円）とな

りました。これは主として、長期借入による収入 百万円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

百万円等の支出要因があったことによるものであります。 

1,154

373 220

787 529

366 335

39 2,043

313 593

301 361

395 1,204

211

655 312

755

1,111
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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

営理念として掲げております。 

 これは独自の技術による独創的で高品質な製品の開発・製造と、高付加価値のサービスを市場に投入しお客様のニー

ズにお応えすること、また“誰にとって「 良」であるか？”“「 良」の会社とはどういった状態か？”を、常に社

員一人ひとりが考えて、自主的に行動を起こすような主体性を持った社員を育成することにより、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及びコーポレートガバナンスの強化等を通じたステークホルダー視点の経営の実現が、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確信しております。 

  

(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すとともに、財務目標とし

て2012年度当社グループ売上高70億円、営業利益率10％を掲げてまいります。 

  

(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは平成21年12月２日に公表した「事業再編計画」において、プローブカード事業を事業の中核に置く

ことを決定いたしましたが、この計画に沿ってプローブカード事業の開発から販売における全てを見直し、今後当社グ

ループが事業展開を着実に進めるために、“ソリューション実績とコンタクト単価標準化を通した顧客視点ナンバーワ

ン”を中期目標として掲げてまいります。 

具体的には、＜「製品販売」だけでなく、どこよりも早い技術対応を中心とした「（テスト）ソリューションの提

供」を通して、「成果保証」と「技術スピード」で№１のブランドを確立＞することであり、そのためにまず特化した

セグメントに対して、値引き勝負ではなく、機能・サービスの差別化によって顧客への囲い込み体制を確立するための

「差別化集中戦略」を進めてまいります。 

  

(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）」のお知らせをご参照ください。） 

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

を主軸とする事業等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」を中核に置いております。 

 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

部製品について販売代理店契約を結んだ他、ＳＯＣ用製品の販売、組立業務についても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。  

  

(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、当社ホームページに掲載されているコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統

制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

２．経営方針

-4-

㈱東京カソード研究所（6868）平成23年３月期決算短信



３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,243,961 2,071,222

受取手形及び売掛金 1,544,863 1,171,741

有価証券 10,605 10,613

商品及び製品 189,200 89,729

仕掛品 30,759 43,722

原材料及び貯蔵品 493,284 477,432

繰延税金資産 22,141 14,956

未収入金 934,905 714,767

その他 118,385 83,660

貸倒引当金 △25,245 △38,683

流動資産合計 5,562,861 4,639,164

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,973,124 1,965,046

減価償却累計額 △1,317,451 △1,352,550

建物及び構築物（純額） 655,673 612,496

機械装置及び運搬具 1,551,978 1,545,840

減価償却累計額 △1,186,948 △1,219,650

機械装置及び運搬具（純額） 365,029 326,189

工具、器具及び備品 829,042 814,258

減価償却累計額 △747,310 △742,211

工具、器具及び備品（純額） 81,731 72,047

土地 550,342 549,265

リース資産 139,666 168,216

減価償却累計額 △38,872 △65,689

リース資産（純額） 100,794 102,527

有形固定資産合計 1,753,572 1,662,526

無形固定資産   

電話加入権 6,184 6,184

その他 2,790 2,379

無形固定資産合計 8,975 8,564

投資その他の資産   

投資有価証券 286,405 197,693

会員権 22,858 19,158

長期前払費用 26,493 20,268

繰延税金資産 36,398 29,697

その他 350,907 251,551

貸倒引当金 △72,985 △7,197

投資その他の資産合計 650,078 511,171

固定資産合計 2,412,626 2,182,261

資産合計 7,975,487 6,821,425
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 684,995 629,435

短期借入金 2,855,727 2,326,597

未払金 175,154 163,740

未払費用 35,749 45,656

リース債務 29,226 31,879

未払法人税等 78,694 22,300

賞与引当金 37,857 76,009

その他 73,910 45,294

流動負債合計 3,971,314 3,340,912

固定負債   

長期借入金 712,230 583,430

リース債務 85,925 76,009

繰延税金負債 24,631 19,738

退職給付引当金 551,407 572,205

負ののれん 33,566 －

その他 14,944 14,525

固定負債合計 1,422,704 1,265,908

負債合計 5,394,019 4,606,821

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 △2,553,062 △2,888,090

自己株式 △72,532 △72,547

株主資本合計 2,681,724 2,346,680

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,477 △6,063

為替換算調整勘定 △102,514 △137,366

その他の包括利益累計額合計 △109,992 △143,429

新株予約権 9,736 11,353

純資産合計 2,581,468 2,214,604

負債純資産合計 7,975,487 6,821,425

-6-

㈱東京カソード研究所（6868）平成23年３月期決算短信



（２）連結損益及び包括利益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 6,204,157 4,455,402

売上原価 5,276,924 2,971,604

売上総利益 927,232 1,483,798

販売費及び一般管理費 2,130,180 1,702,011

営業損失（△） △1,202,947 △218,212

営業外収益   

受取利息 2,185 669

受取配当金 2,164 1,682

受取家賃 1,385 2,056

受取保険金 1,466 690

補助金収入 48,563 45,080

負ののれん償却額 32,154 33,566

為替差益 17,539 －

機械賃貸料 54 14

その他 48,076 53,386

営業外収益合計 153,589 137,145

営業外費用   

支払利息 89,350 78,953

為替差損 － 33,621

シンジケートローン手数料 3,390 1,497

持分法による投資損失 2,724 37,070

その他 19,096 5,840

営業外費用合計 114,562 156,984

経常損失（△） △1,163,920 △238,052

特別利益   

固定資産売却益 148,894 46

事業譲渡益 300,000 －

保険解約返戻金 105,555 6,753

その他 25,167 15,000

特別利益合計 579,617 21,799

特別損失   

固定資産売却損 142,408 －

固定資産除却損 16,527 869

投資有価証券評価損 236,853 19,950

減損損失 861,646 －

子会社整理損 － 8,722

役員退職慰労金 29,753 54,600

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 51,986 －

その他 120,834 1,168

特別損失合計 2,560,819 85,310
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

税金等調整前当期純損失（△） △3,145,121 △301,563

法人税、住民税及び事業税 80,111 25,194

法人税等調整額 △70,758 9,235

法人税等合計 9,352 34,429

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △335,993

当期純損失（△） △3,154,474 △335,993

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △335,993

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 1,414

為替換算調整勘定 － △29,777

持分法適用会社に対する持分相当額 － △12,428

その他の包括利益合計 － ※2  △40,790

包括利益 － ※1  △376,784

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △376,784

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 601,411 △2,553,062

当期変動額   

当期純損失（△） △3,154,474 △335,993

その他 － 965

当期変動額合計 △3,154,474 △335,028

当期末残高 △2,553,062 △2,888,090

自己株式   

前期末残高 △72,532 △72,532

当期変動額   

自己株式の取得 － △15

当期変動額合計 － △15

当期末残高 △72,532 △72,547

株主資本合計   

前期末残高 5,836,198 2,681,724

当期変動額   

当期純損失（△） △3,154,474 △335,993

自己株式の取得 － △15

その他 － 965

当期変動額合計 △3,154,474 △335,043

当期末残高 2,681,724 2,346,680
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,463 △7,477

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,014 1,414

当期変動額合計 △4,014 1,414

当期末残高 △7,477 △6,063

為替換算調整勘定   

前期末残高 △106,630 △102,514

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,116 △34,852

当期変動額合計 4,116 △34,852

当期末残高 △102,514 △137,366

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △110,094 △109,992

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 102 △33,437

当期変動額合計 102 △33,437

当期末残高 △109,992 △143,429

新株予約権   

前期末残高 4,067 9,736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,668 1,617

当期変動額合計 5,668 1,617

当期末残高 9,736 11,353

純資産合計   

前期末残高 5,730,171 2,581,468

当期変動額   

当期純損失（△） △3,154,474 △335,993

自己株式の取得 － △15

その他 － 965

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,771 △31,820

当期変動額合計 △3,148,703 △366,863

当期末残高 2,581,468 2,214,604
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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（△） △3,145,121 △301,563

減価償却費 335,470 166,926

減損損失 861,646 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,974 △53,374

受取利息及び受取配当金 △4,350 △2,351

支払利息 89,350 78,953

持分法による投資損益（△は益） 2,724 37,070

有形固定資産売却損益（△は益） △6,486 △46

売上債権の増減額（△は増加） 936,958 361,370

たな卸資産の増減額（△は増加） 885,774 95,549

仕入債務の増減額（△は減少） △1,115,653 △53,364

投資有価証券売却損益（△は益） △24,357 86

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,857 38,152

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,990 20,797

投資有価証券評価損益（△は益） 236,853 19,950

固定資産除却損 16,527 869

たな卸資産評価損 762,683 －

たな卸資産処分損 51,986 －

事業譲渡損益（△は益） △300,000 －

役員退職慰労金 － 54,600

未収入金の増減額（△は増加） △38,379 63,020

その他の流動資産の増減額（△は増加） 162,301 53,965

その他の流動負債の増減額（△は減少） △69,528 △18,503

その他 △170,250 △7,806

小計 △491,007 554,303

利息及び配当金の受取額 9,852 2,360

利息の支払額 △89,863 △78,699

法人税等の支払額 △22,697 △109,909

役員退職慰労金の支払額 － △54,600

営業活動によるキャッシュ・フロー △593,716 313,455
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △68,090 △64,760

有形固定資産の売却による収入 581,477 630

投資有価証券の取得による支出 △1,200 －

投資有価証券の売却による収入 67,800 193

定期預金の預入による支出 △224,020 △31,128

定期預金の払戻による収入 6,316 211,956

子会社の清算による収入 － 41,533

事業譲渡による収入 313,779 173,592

保険積立金の解約による収入 441,955 47,149

その他 86,773 16,346

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,204,792 395,514

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） △179,253 △298,975

長期借入れによる収入 650,000 755,100

長期借入金の返済による支出 △783,080 △1,111,780

その他 － △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △312,333 △655,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,409 △14,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 309,152 39,225

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,260 2,004,413

現金及び現金同等物の期末残高 2,004,413 2,043,638
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 該当事項はありません。   

(5）継続企業の前提に関する注記

(6)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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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）連結子会社の数 ６社 

主要な連結子会社名 

㈱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. 

  なお、前連結会計年度において連結子

会社でありました内田工業㈱は清算した

ため、連結の範囲から除いております。

  

  (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 

   該当事項はありません。 

  なお、前連結会計年度において非連結

子会社でありました

TCL Technologies,Inc.は清算いたしま

した。  

  （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）   ───────── 
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項  目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (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 

    （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より、「持分法に関す

る会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年３月10日公表分）及び「持分法適

用会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第24号 平成20年３

月10日）を適用しております。 

  なお、これによる経常損失及び税金等

調整前当期純損失に与える影響はありま

せん。  

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 

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 
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項  目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３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） 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 

  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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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、これによる営業損失、経常損失

及び税金等調整前当期純損失に与える影

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。 

(4）      同左 
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項  目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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）のれんの償却方法及び

償却期間 

    ─────────  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。 

  

(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

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償却期限の到来

する短期投資からなっております。 

  

(8）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。 

───────── 

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。  

───────── 

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。 

───────── 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

(7）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  

─────────────── 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

  なお、これによる影響はありません。  

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益及び包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 百万円△3,154

少数株主に係る包括利益  －

計  △3,154

その他有価証券評価差額金 百万円△4

為替換算調整勘定  11

持分法適用会社に対する持分相当額  △7

計  0
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前連結会計年度（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。  

（セグメント情報等）

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  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
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前連結会計年度（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。  

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  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）  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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  １．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等

が、経営資源の配分の決定及び業績評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、製品・サービス別の販売体制のもと事業活動を展開しており、「プローブカード事業」及び

「電子部品事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「プローブカード事業」は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、Ｍ

ＥＭＳ型プローブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等を販売しており、「電子部品事業」は蒸着用素子、ＣＲ

Ｔ用部品、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、シリコン電極等を販売しております。 

  

  ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であり、報告セグメントの利益又は損失は営業利益又は営業損失であります。 

  

  ３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

   前連結会計年度（自平成21年４月１日  至平成22年３月31日） 

（単位：千円）

(注)１ 調整額は、以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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。 

（2）セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余剰運用資産及び管理部門に係る資

産であります。 

（3）減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る償却額であります。 

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備

投資額であります。  

(注)２ セグメント利益又は損失は、連結損益及び包括利益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っておりま

す。 

  

d．セグメント情報

   報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

連結財務 

諸表計上額

(注)２ 
プローブ 

カード事業 

電子部品 

事  業 
ＡＴＥ事業

ＯＶＩＳ 

事  業 
計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 

 3,122,597

－

1,709,154

－

1,196,189

－

176,215

－

 6,204,157

－

 

 

－

－

6,204,157

－

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

 セグメント利益 
    又は損失(△) 

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

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

その他の項目    

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

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
 52,936 12,621 － －  65,558  2,532 68,090
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  当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円）

(注)１ 調整額は、以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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。 

（2）セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余剰運用資産及び管理部門に係る資

産であります。 

（3）減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る償却額であります。 

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備

投資額であります。  

(注)２ セグメント利益又は損失は、連結損益及び包括利益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っておりま

す。 

  

  （追加情報） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

  

  報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

連結財務諸表 

計上額(注)２ プローブ 

カード事業 
電子部品事業 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売上高  
 又は振替高 

3,685,886

－

769,516

－

4,455,402

－

 

 

－

－

4,455,402

－

計 3,685,886 769,516 4,455,402  － 4,455,402

 セグメント利益又は損失(△) 136,888 41,739 178,627  △396,840 △218,212

 セグメント資産 4,186,774 725,926 4,912,700  1,908,725 6,821,425

その他の項目  

 減価償却額 150,277 13,048 163,325  3,600 166,926

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
90,596 116 90,712  937 91,650
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 （注）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。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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。  

１株当たり純資産額 円 銭386 30

１株当たり当期純損失金額 円 銭58 91

 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21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）（千円）  △3,154,474  △335,993

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）  △3,154,474  △335,993

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）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,651,718 1,512,890

受取手形 44,625 32,990

売掛金 1,518,061 967,740

有価証券 10,605 10,613

商品及び製品 171,345 82,434

仕掛品 6,551 13,651

原材料及び貯蔵品 359,965 318,250

前払費用 3,827 4,560

短期貸付金 16,829 16,829

未収入金 870,468 722,168

その他 91,090 27,531

貸倒引当金 △24,309 △36,122

流動資産合計 4,720,781 3,673,538

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,541,455 1,532,496

減価償却累計額 △1,022,021 △1,044,790

建物（純額） 519,434 487,705

構築物 97,120 97,053

減価償却累計額 △84,873 △86,252

構築物（純額） 12,247 10,800

機械及び装置 601,521 607,548

減価償却累計額 △546,739 △544,354

機械及び装置（純額） 54,781 63,193

車両運搬具 1,498 1,498

減価償却累計額 △1,475 △1,483

車両運搬具（純額） 22 15

工具、器具及び備品 644,356 628,981

減価償却累計額 △599,637 △585,320

工具、器具及び備品（純額） 44,719 43,661

土地 428,061 428,061

リース資産 139,666 168,216

減価償却累計額 △38,872 △65,689

リース資産（純額） 100,794 102,527

有形固定資産合計 1,160,061 1,135,965

無形固定資産   

電話加入権 5,534 5,534

ソフトウエア 2,259 1,803

無形固定資産合計 7,793 7,337

投資その他の資産   

投資有価証券 171,411 185,468

関係会社株式 529,285 343,732
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

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 250,700 178,888

長期差入保証金 2,450 4,651

会員権 14,758 11,058

敷金 2,276 2,198

破産更生債権等 65,109 －

長期前払費用 5,004 2,368

貸倒引当金 △162,824 △95,986

投資その他の資産合計 1,162,987 917,195

固定資産合計 2,330,842 2,060,498

資産合計 7,051,624 5,734,037

負債の部   

流動負債   

支払手形 811,390 690,007

買掛金 400,846 272,496

短期借入金 2,003,497 1,949,497

1年内返済予定の長期借入金 594,900 336,540

リース債務 29,226 31,879

未払金 58,415 59,451

未払費用 6,874 12,084

未払法人税等 16,446 13,974

前受金 5,383 499

預り金 17,818 16,955

その他 33,049 31,288

流動負債合計 3,977,847 3,414,673

固定負債   

長期借入金 677,350 451,810

リース債務 85,925 76,009

繰延税金負債 827 －

退職給付引当金 526,614 535,428

その他 4,374 4,374

固定負債合計 1,295,091 1,067,622

負債合計 5,272,938 4,482,296
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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 － －

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 △5,511,014 △6,040,984

利益剰余金合計 △3,458,390 △3,988,359

自己株式 △72,532 △72,547

株主資本合計 1,776,396 1,246,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,446 △6,024

評価・換算差額等合計 △7,446 △6,024

新株予約権 9,736 11,353

純資産合計 1,778,685 1,251,741

負債純資産合計 7,051,624 5,734,037
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 5,345,940 3,547,070

商品売上高 161,849 137,361

売上高合計 5,507,790 3,684,431

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 821,496 140,397

当期製品仕入高 1,645,089 1,130,702

当期製品製造原価 3,022,586 1,648,848

合計 5,489,173 2,919,948

他勘定振替高 647,274 29,918

製品期末たな卸高 140,397 66,873

製品売上原価 4,701,501 2,823,156

商品売上原価   

商品期首たな卸高 57,478 30,947

当期商品仕入高 126,612 86,210

合計 184,091 117,158

商品他勘定振替高 1,124 －

商品期末たな卸高 30,947 15,560

商品売上原価 152,018 101,598

売上原価合計 4,853,520 2,924,754

売上総利益 654,270 759,677

販売費及び一般管理費 1,699,382 1,312,313

営業損失（△） △1,045,112 △552,636

営業外収益   

受取利息 9,852 6,273

有価証券利息 16 10

受取配当金 57,165 1,676

機械賃貸料 1,554 19

経営指導料 34,891 36,904

技術指導料 30,000 －

受取家賃 14,274 15,340

為替差益 1,547 －

補助金収入 3,880 45,080

雑収入 20,314 30,469

営業外収益合計 173,498 135,775

営業外費用   

支払利息 79,540 72,994

シンジケートローン手数料 3,390 1,497

為替差損 － 6,045

雑支出 9,763 195

営業外費用合計 92,694 80,733

経常損失（△） △964,308 △497,594
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 41,464 46

投資有価証券売却益 25,167 －

事業譲渡益 300,000 －

その他 13,255 15,000

特別利益合計 379,887 15,046

特別損失   

固定資産除却損 5,956 763

固定資産売却損 15,469 －

減損損失 552,911 －

投資有価証券評価損 236,853 19,950

関係会社株式評価損 174,998 －

子会社整理損 69,211 13,131

特別退職金 225,526 －

たな卸資産評価損 692,748 －

その他 199,851 118

特別損失合計 2,173,527 33,964

税引前当期純損失（△） △2,757,948 △516,513

法人税、住民税及び事業税 18,371 13,456

法人税等調整額 △33,812 －

法人税等合計 △15,440 13,456

当期純損失（△） △2,742,508 △529,969
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 －

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 － －

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 △2,818,379 △5,511,014

当期変動額   

土地圧縮積立金の取崩 49,872 －

当期純損失（△） △2,742,508 △529,969

当期変動額合計 △2,692,635 △529,969

当期末残高 △5,511,014 △6,040,984
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △715,882 △3,458,390

当期変動額   

当期純損失（△） △2,742,508 △529,969

当期変動額合計 △2,742,508 △529,969

当期末残高 △3,458,390 △3,988,359

自己株式   

前期末残高 △72,532 △72,532

当期変動額   

自己株式の取得 － △15

当期変動額合計 － △15

当期末残高 △72,532 △72,547

株主資本合計   

前期末残高 4,518,904 1,776,396

当期変動額   

当期純損失（△） △2,742,508 △529,969

自己株式の取得 － △15

当期変動額合計 △2,742,508 △529,984

当期末残高 1,776,396 1,246,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,387 △7,446

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,059 1,422

当期変動額合計 △4,059 1,422

当期末残高 △7,446 △6,024

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,387 △7,446

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,059 1,422

当期変動額合計 △4,059 1,422

当期末残高 △7,446 △6,024

新株予約権   

前期末残高 4,067 9,736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,668 1,617

当期変動額合計 5,668 1,617

当期末残高 9,736 11,353

純資産合計   

前期末残高 4,519,584 1,778,685

当期変動額   

当期純損失（△） △2,742,508 △529,969

自己株式の取得 － △15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,609 3,040

当期変動額合計 △2,740,898 △526,944

当期末残高 1,778,685 1,251,741
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