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平成23年６月27日付「過年度決算等の訂正報告書等の提出及び第三者委員会による調査報告書の一部

訂正に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、過去の決算における一部の不適切な会計処理の修

正を要する事象が判明したことを受けて訂正した有価証券報告書等に対応する決算短信等の訂正を行い

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所が多岐にわたっており正誤表による形式ではわかりづらくなることから、訂正後の全

文のみを添付し、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 また、数値データ（ＸＢＲＬ）につきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データ（ＸＢＲ

Ｌ）も送信いたします。 

  

記 

  

 
  

  

 以上

各   位

会社名 株式会社 東  研

代表者 代表取締役社長 春山 安成

（ＪＡＳＤＡＱ・コード6738）

問合せ先 取締役総務部長 大類 隆義

TEL (03)5325－4321(代表)  

（訂正・数値データ訂正あり）

「平成22年４月期 決算短信」の一部訂正について

訂正を行う決算短信

決算期 平成22年４月期 決算短信
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平成22年４月期 決算短信

上 場 会 社 名 株式会社 東研 上場取引所 ＪＱ

コ ー ド 番 号 6738 URL http://www.tohken.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)春山 安成
問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)大類 隆義 TEL (03)5325－4321

定時株主総会開催予定日 平成22年７月29日

有価証券報告書提出予定日 平成22年７月27日

(百万円未満切捨て)

1. 22年４月期の連結業績（平成21年５月１日～平成22年４月30日）

(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４月期 3,878 △8.1 △14 ─ △93 ─ △103 ─
21年４月期 4,219 △29.1 △432 ─ △496 ─ △595 ─

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４月期 △11 77 ─ △8.4 △1.9 △0.4
21年４月期 △78 97 ─ △42.5 △8.8 △10.3

(参考) 持分法投資損益 22年４月期 ─百万円 21年４月期 ─百万円

(2) 連結財政状態

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４月期 4,857 1,365 28.1 122 57
21年４月期 4,895 1,113 22.7 147 38

(参考) 自己資本 22年４月期 1,362百万円 21年４月期 1,112百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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４月期 66 45 △18 666

21年４月期 164 △55 38 573

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４月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00 0 ─ ─

22年４月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00 0 ─ ─

23年４月期(予想) ─ 0 00 ─ 0 00 0 00 ─

3. 23年４月期の連結業績予想（平成22年５月１日～平成23年４月30日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 2,216 18.5 48 ─ 21 ─ 10 ─ 0 90

通 期 4,680 20.7 174 ― 124 ─ 104 ─ 9 35



  
  

 
  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

  

 
(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、20ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．
経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

新規   社（社名          ） 除外   社（社名          ）

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年４月期 11,500,000株 21年４月期 7,926,000株

② 期末自己株式数 22年４月期 380,440株 21年４月期 380,440株

(参考) 個別業績の概要

1. 22年４月期の個別業績（平成21年５月１日～平成22年４月30日）

(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４月期 3,629 △5.5 1 ─ △69 ─ △97 ─
21年４月期 3,839 △30.6 △383 ─ △435 ─ △607 ─

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４月期 △11 06 ─

21年４月期 △80 52 ─

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４月期 4,816 1,410 29.3 126 82

21年４月期 4,881 1,149 23.5 152 32

(参考) 自己資本 22年４月期 1,410百万円 21年４月期 1,149百万円



当連結会計年度におけるわが国経済は、百年に一度と言われた前期後半の金融市場の混乱が世界各国

の経済に重大な影響を及ぼしたことを受け、本格的な景気の回復は遅れが続きました。各国の景気対策

や中国をはじめとしたアジア諸国の成長に支えられ、一部には緩やかな回復基調も見られましたが、設

備投資については依然厳しい状況で推移しました。 

 このような状況の中で、当社グループは、企業活動が低迷する半導体、自動車部品の業界から内需関

連業界への営業に切り替え、国内での設備投資意欲が旺盛な食品業界、省エネ産業等に重点を置き営業

を展開してまいりました。 

 バーコード関連事業においては、安全安心の市場要求は高く、トレーサビリティの用途は増えてお

り、このような業界に営業を集中させ効率性を高めるとともに、設備投資に前向きな省エネ産業等に営

業先をシフトするなどして新規客先の開拓に努めてまいりました。２次元コードリーダ（イメージャ

ー）は、組込み受注や新商品が寄与し大幅に売上を伸ばしました。しかし１次元のバーコードリーダは

価格の下落が引き続き、大幅な減額となりました。また前期にありましたプリンタの大口受注も減り通

常の推移に戻りました。その結果、バーコード関連事業の売上高は前期比6.6％減の31億25百万円とな

りました。 

 Ｘ線事業においては、前期に引き続き半導体、電子部品、自動車業界などで、設備投資を見送る傾向

が続きました。その中でも比較的設備投資に積極的なLEDメーカー、リチウムイオン電池、新素材業界

や、重要保安部品の半導体、高密度実装基板等に営業を展開してまいりましたが、前期売上高を上回る

ことができませんでした。その結果、Ｘ線事業の売上高は前期比11.1％減の５億16百万円となりまし

た。 

 半導体関連事業においては、半導体業界の冷え込みの影響を引き続き受け、売上高は前期比19.2％減

の２億37百万円となりました。なお、当連結会計年度よりセグメント区分の「その他の事業」を「半導

体関連事業」へ名称変更しております。 

 以上の結果、全体の当連結会計年度の売上高は前期比8.1％減の38億78百万円となりました。 

 利益面では、売上高の減少に伴う利益の減少を補うべく、前期より一層のコストダウン、諸経費の節

減と財務体質の改善に取り組みました。これにより、売上総利益率は3.3ポイント改善、人件費の削減

をはじめとした経費の節減等により販売費及び一般管理費は４億１百万円減少、たな卸資産は１億91百

万円減少、借入金も３億75百万円減少し、スリム化と財務体質の強化を果たすことができました。ま

た、当社は当連結会計年度において適格退職年金制度から確定拠出年金制度へ移行し、損益に与える不

安定なリスクを排除いたしました。その際の退職給付債務の清算金額と退職給付引当金との差額を特別

利益に計上いたしました。海外子会社のTohken Europe B.V.につきましては、ヨーロッパの設備投資抑

制を受け厳しい状況が引き続き、回復の見通しが不確定のため整理を行い特別損失を計上いたしまし

た。その結果、営業損失は14百万円（前期は営業損失４億32百万円）、経常損失は93百万円（前期は経

常損失４億96百万円）、当期純損失は１億３百万円（前期は当期純損失５億95百万円）と大幅に改善い

たしました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績



  

今後の経済環境は、依然として国内の設備産業は不透明感が続いておりますが、中国を中心とするア

ジア経済の回復を基に、国内においても緩やかな回復基調で進展するものと考えております。当社グル

ープはこのような環境の下、売上高の拡大を図るとともに経費削減も継続し、利益の確保を行ってまい

ります。 

 ヨーロッパの景気低迷もあり経済動向が予測できない状況下でも、国内の投資意欲が旺盛な環境、エ

コ、安全、安心がキーワードの業種に営業力を集中するとともに、新製品を順次投入し売上の拡大を行

います。海外事業に対しましては代理店強化をさらに推進して売上拡大を行ないます。 

 バーコード関連事業では、前期より引き続いて主力製品の原価低減と製品在庫の圧縮を図り、製品の

内製化を促進します。また、当社の直販体制の強みと過去の経験を生かして顧客の要求を再度発掘し、

それに合わせた新アプリケーション開発を積極的に行ない売上高増加につなげます。Ⅹ線事業では既存

製品の改良とⅩ線の線源販売を促進し、客先ニーズに適合した営業施策を徹底してまいります。半導体

関連事業では、人工衛星に搭載する通信用ミリ波ＩＣの受注拡大が見込まれ、低迷していた半導体設備

においても需要が予想されるため、事業の大幅な拡大が見込まれます。また、連結損益の悪化の一因で

あった海外子会社のTohken Europe B.V.を整理したことにより、今後の損失発生リスクを排除しており

ます。 

 上記の施策により、平成23年４月期は、売上高46億80百万円、営業利益１億74百万円、経常利益１億

24百万円、当期純利益１億４百万円を見込んでおります。 

  

（資産） 

流動資産は、前期比0.5％増の34億63百万円となりました。これは主として、たな卸資産は減少しま

したが、受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

 固定資産は、前期比3.9％減の13億93百万円となりました。これは主として、無形固定資産及び投資

有価証券が減少したことによるものであります。 

 この結果、資産合計は、前期比0.8％減の48億57百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前期比1.8％減の31億43百万円となりました。これは主として、短期借入金が減少した

ことによるものであります。 

 固定負債は、前期比40.0％減の３億48百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少によ

るものであります。 

 この結果、負債合計は、前期比7.7％減の34億92百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前期比22.6％増の13億65百万円となりました。これは主として、増資による資本金等

の増加によるものであります。 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」）は６億66百万円であり、

前期比では93百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少及び仕入債務の増加等により、66百万円の

資金の増加となり、前期比では売上債権の増加等により、97百万円の収入の減少となりました。 

（投資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・フローは、定期預金の減少等により、45百万円の資金の増加となり、前

期比でも、同様の理由により、１億円の収入の増加となりました。 

（財務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・フローは、借入金の返済等により、18百万円の資金の減少となり、前期

比でも、同様の理由により56百万円の支出の増加となりました。 

②次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況



  
  

(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 

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 

 ※ いずれも、連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 ※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。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。また、利払いに

つきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社は、株主に対する利益還元が重要課題の一つであるとの認識に立ち、安定した経営基盤の確保を

目指し、株主資本利益率の向上に努めております。 

 しかしながら、当事業年度の期末配当金につきましては、厳しい業績を鑑み、今後の財務体質の強

化、及び経営環境の変化に対応するために必要な内部留保金額の確保などを勘案した結果、誠に遺憾な

がら、無配とさせていただく予定であります。 

 また、次期の配当につきましても、現在の業績見通し等を勘案し、無配を予定しております。 

 当社といたしましては、速やかに復配を実現することが経営上の重要課題の一つとして、会社を挙げ

て早期の業績回復に努めてまいります。 

  

  

  

  

  

平成18年４月期 平成19年４月期 平成20年４月期 平成21年４月期 平成22年４月期

自己資本比率 37.6％ 32.7％ 26.7％ 22.7％ 28.1％

時価ベースの自己資本比率 60.2％ 55.1％ 35.8％ 12.6％ 22.0％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ ─ ─ 1,401.7％ 2,900.4％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ ─ ─ 2.8倍 1.2倍

(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、当社、連結子会社５社(東研Ｘ線検査株式会社、Tohken USA, Inc.、株式会社ユー・

エム・サービス、株式会社ニヒコ、東研（上海）電子貿易有限公司)で構成され、バーコードリーダ、２

次元コードリーダ（イメージャー）の製造・仕入・販売と関連品(バーコードプリンタ、サプライ品)の仕

入・販売、産業用Ｘ線検査装置の製造・仕入・販売、及び60ギガヘルツミリ波帯の画像通信システムと

RF-IDシステムの開発・製造・販売を行っております。 

 （注）RF-ID(Radio Frequency Identification)：無線を使って個体の識別データを自動的に読み取る

方法 

  

当事業における主要な製品・商品は、バーコードリーダ、２次元コードリーダ(イメージャー)、バー

コードプリンタ及びレーザプリンタ等であり、当社はこれらにソフトを付加してシステムで販売してお

ります。 

 Tohken USA, Inc.、東研（上海）電子貿易有限公司は、主として当社製品の販売を行っております。

当事業における主要な製品・商品は、素材、電子部品、半導体等の内部を検査する産業用Ｘ線検査装

置、高解像度のＸ線顕微検査装置であり、当社はこれらの製造・仕入・販売を行っております。 

 東研Ｘ線検査株式会社は、Ｘ線検査装置による受託検査分析及び評価を行っております。 

当事業における主要な製品・商品は、精密測定機器及び半導体製造用機器であり、株式会社ニヒコは

主としてこれらの販売を行っております。 

 株式会社ユー・エム・サービスは、主としてミリ波半導体の輸入販売を行っております。 

 当連結会計年度より、従来の「その他の事業」を「半導体関連事業」へ名称変更しております。 

  

なお、事業区分は、セグメント情報における事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

2. 企業集団の状況

(1)バーコード関連事業

(2)Ｘ線事業

(3)半導体関連事業



会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略につきましては、平成19年

４月期決算短信（平成19年６月29日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

 http://www.tohken.co.jp/ 

(大阪証券取引所 ジャスダック市場ホームページ（ＪＤＳ検索システム）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

当社グループの課題は、経営改革をさらに実行し、営業体制を一段と強化することにより、業績の回

復、収益力の向上を図り、早期に復配することと認識しております。 

 そのため、不採算部署や事務所の縮小、人件費削減等を前期同様に実施していくことで、経費の削減

に取り組んでまいります。また、管理体制を変更することによる売上債権の早期回収を図ってまいりま

す。さらに、在庫の圧縮、海外委託によって低価格製品の開発を実現することで利益率の向上を目指し

てまいります。 

  

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは、以下のようなも

のがあります。 

 なお、文中における将来に関する記載は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

当社グループは、「バーコード関連事業」としてバーコードリーダ、２次元コードリーダ（イメー

ジャー）の開発・製造・仕入・販売、「Ｘ線事業」として産業用Ｘ線検査装置、Ｘ線顕微検査装置等

の開発・製造・販売、及び「半導体関連事業」として精密測定機器、半導体製造用機器及びミリ波半

導体等の仕入・販売を行っております。平成22年４月期における売上実績は次のとおりであり、バー

コード関連事業の売上構成比率が80.6％と高くなっております。 

バーコード関連事業における製品・商品については、主に製造業において使用されております。し

たがって、当社グループの経営成績は製造業の設備投資動向に影響を受ける可能性があります。 

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社グループにおいて、売上構成比率が高いバーコード関連事業においては、技術導入契約を米国

企業と締結しており、その契約に基づくロイヤリティを支払っております。契約更新時の取引条件の

変更等により、あるいは契約の更新がなされなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を与

える可能性があります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) 事業等のリスク

①事業内容について

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円) 構成比(％)

バーコード関連事業 3,125,744 80.6

Ｘ線事業 516,045 13.3

半導体関連事業 237,120 6.1

合計 3,878,910 100.0

②技術導入契約及び販売提携契約について

会社名 相手方の名称 国名 契約内容 契約期間

株式会社 

  東研 

  (当社)

Honeywell 米国 当社の手動式２次元コードリーダ(イメージャー)内に入れ

られたHoneywell社のソフトウェアの全部又は一部又は派

生仕様の全世界における非独占使用権を有する。

平成９年６月30日から

１年間 

以降は毎年自動更新



  
  

当社グループが主に事業展開をしているバーコード関連事業におけるバーコードリーダについて

は、世界的に競合メーカーが存在しております。その中で、当社グループは積極的に特許権の取得・

出願をしておりますが、必ずしも競合会社をこれによって排除できるものではありません。したがっ

て、当社グループは競合会社の影響を受ける可能性があります。 

 当社グループとしては、競合に対応するため、毎期多額の研究開発費を投入しており、平成22年４

月期は２億67百万円（バーコード関連事業においては、１億72百万円）を投入いたしました。今後に

ついても、新製品開発及び新技術開発といった研究開発活動に積極的に経営資源を投入していく方針

であります。しかしながら、競合他社による革新的技術導入や競合の激化による販売価格の下落によ

って、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループにおいては、前述②に記載のとおり、海外からの一部技術導入を図り、２次元

コードリーダ（イメージャー）の開発・製造・販売を平成10年２月から開始しております。２次元コ

ードリーダ（イメージャー）を使用して読み取る２次元コードについては、バーコードに比べ、多く

の情報量を小スペースに印字でき、また、一部が汚れたり破損しても読み取れる等の利点があるた

め、当社グループとしては積極的に２次元コードリーダ（イメージャー）の開発・製造・販売に取り

組んでおります。しかしながら、今後の２次元コードの普及状況によっては、当社グループの経営成

績に影響を与える可能性があります。 

  

当社グループが主に事業展開をしているバーコード関連事業の属する自動認識分野においては、技

術的な進歩や顧客のニーズの多様化が激しく、当社グループが新技術を正確に予測し、新製品の提供

を常に的確にできる保証はありません。技術変化の波に乗り遅れた場合や、顧客のニーズに対応した

製品開発ができない場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

  

当社グループの売上計上基準は、一部について検収基準を採用しており、メーカーからの納品の遅

れ、あるいは顧客の受け入れ検査の遅れ等によっては、契約上予定されていた期間内に検収を受ける

ことができない場合があります。特に、決算月に大きな案件が計画どおりに検収を受けることができ

なくなるような事態が発生した場合には、売上高及びそれに対応する売上原価の計上時期が翌連結会

計年度となることにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③競合等について

④新製品開発について

（削除）

⑤売上計上基準から生じる業績の変動について



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４月30日)

当連結会計年度
(平成22年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 774,529  795,035

受取手形及び売掛金 1,305,752 1,497,128

商品及び製品 715,502 639,192

仕掛品 344,336 334,746

原材料及び貯蔵品 260,809 155,499

繰延税金資産 1,731 642

その他 51,793 49,033

貸倒引当金 △8,832 △7,817

流動資産合計 3,445,623 3,463,459

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,137,230  1,138,447

減価償却累計額 △668,545 △699,353

建物及び構築物（純額） 468,684 439,093

機械装置及び運搬具 30,488 31,362

減価償却累計額 △28,616 △27,321

機械装置及び運搬具（純額） 1,872 4,041

土地 606,047 606,047

その他 629,500 685,782

減価償却累計額 △559,086 △587,492

その他（純額） 70,413 98,289

有形固定資産合計 1,147,017 1,147,471

無形固定資産

のれん 20,220 14,130

その他 59,269 42,571

無形固定資産合計 79,489 56,701

投資その他の資産

投資有価証券 62,453 45,738

長期貸付金 3,764 3,132

長期滞留債権 68,715 66,100

その他 122,632 107,931

貸倒引当金 △33,890 △33,286

投資その他の資産合計 223,675 189,615

固定資産合計 1,450,182 1,393,788

資産合計 4,895,806 4,857,248



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年４月30日)

当連結会計年度
(平成22年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,235,063 1,347,988

短期借入金 1,817,276  1,630,816

未払法人税等 31,674 20,550

その他 117,581 144,237

流動負債合計 3,201,594 3,143,593

固定負債

長期借入金 485,092 296,076

退職給付引当金 95,968 －

繰延税金負債 － 975

その他 － 51,566

固定負債合計 581,060 348,617

負債合計 3,782,655 3,492,211

純資産の部

株主資本

資本金 1,134,200 1,312,900

資本剰余金 994,200 727,803

利益剰余金 △813,308 △471,748

自己株式 △208,285 △208,285

株主資本合計 1,106,806 1,360,670

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,034 2

為替換算調整勘定 7,328 2,210

評価・換算差額等合計 5,293 2,213

少数株主持分 1,050 2,153

純資産合計 1,113,150 1,365,037

負債純資産合計 4,895,806 4,857,248



(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

売上高 4,219,190 3,878,910

売上原価 2,843,320  2,485,934

売上総利益 1,375,869 1,392,976

販売費及び一般管理費 1,808,468  1,407,098

営業損失（△） △432,598 △14,122

営業外収益

受取利息 1,237 558

受取配当金 2,832 861

保険解約返戻金 5,771 －

その他 3,711 4,758

営業外収益合計 13,554 6,178

営業外費用

支払利息 59,809 53,153

支払手数料 － 14,500

株式交付費 － 2,110

為替差損 7,899 4,775

手形売却損 1,959 －

売上債権売却損 － 8,324

事務所移転費用 7,048 －

その他 589 2,233

営業外費用合計 77,305 85,098

経常損失（△） △496,349 △93,042

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,042 1,127

受取弁済金 78,170 －

固定資産売却益 － 477

投資有価証券売却益 － 9,102

退職給付制度改定益 － 19,021

特別利益合計 81,213 29,728

特別損失

減損損失 102,229 －

固定資産売却損 596 －

投資有価証券評価損 41,910 －

ゴルフ会員権評価損 6,600 －

子会社整理損 － 20,197

特別損失合計 151,336 20,197

税金等調整前当期純損失（△） △566,472 △83,510

法人税、住民税及び事業税 33,272 17,835

法人税等調整額 △7 1,086

法人税等合計 33,265 18,921

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,860 1,102

当期純損失（△） △595,876 △103,535



(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５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,134,200 1,134,200

当期変動額

新株の発行 － 178,700

当期変動額合計 － 178,700

当期末残高 1,134,200 1,312,900

資本剰余金

前期末残高 994,200 994,200

当期変動額

新株の発行 － 178,700

欠損填補 － △445,096

当期変動額合計 － △266,396

当期末残高 994,200 727,803

利益剰余金

前期末残高 △215,493 △813,308

当期変動額

当期純損失（△） △595,876 △103,535

欠損填補 － 445,096

連結範囲の変動 △1,938 －

当期変動額合計 △597,815 341,560

当期末残高 △813,308 △471,748

自己株式

前期末残高 △208,285 △208,285

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △208,285 △208,285

株主資本合計

前期末残高 1,704,621 1,106,806

当期変動額

新株の発行 － 357,400

当期純損失（△） △595,876 △103,535

欠損填補 － －

連結範囲の変動 △1,938 －

当期変動額合計 △597,815 253,864

当期末残高 1,106,806 1,360,670



 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △18,693 △2,034

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,659 2,037

当期変動額合計 16,659 2,037

当期末残高 △2,034 2

為替換算調整勘定

前期末残高 3,770 7,328

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,557 △5,117

当期変動額合計 3,557 △5,117

当期末残高 7,328 2,210

評価・換算差額等合計

前期末残高 △14,923 5,293

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,216 △3,080

当期変動額合計 20,216 △3,080

当期末残高 5,293 2,213

少数株主持分

前期末残高 7,846 1,050

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,795 1,102

当期変動額合計 △6,795 1,102

当期末残高 1,050 2,153

純資産合計

前期末残高 1,697,544 1,113,150

当期変動額

新株の発行 － 357,400

当期純損失（△） △595,876 △103,535

連結範囲の変動 △1,938 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,421 △1,977

当期変動額合計 △584,393 251,887

当期末残高 1,113,150 1,365,037



(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５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
 至 平成22年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △566,472 △83,510

減価償却費 116,982 83,803

減損損失 102,229 －

のれん償却額 7,693 6,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,812 △1,619

受取利息及び受取配当金 △4,070 △1,419

支払利息 59,809 53,153

売上債権の増減額（△は増加） 1,271,561 △210,717

たな卸資産の増減額（△は増加） 136,898 178,310

仕入債務の増減額（△は減少） △874,132 138,311

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,781 △95,968

有形固定資産売却損益（△は益） － △477

投資有価証券評価損益（△は益） 41,910 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,102

子会社整理損 － 20,197

ゴルフ会員権評価損 6,600 －

その他 △86,764 72,517

小計 239,214 149,568

利息及び配当金の受取額 4,106 781

利息の支払額 △58,137 △53,378

法人税等の支払額 △20,923 △30,534

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,261 66,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 30,093 72,616

有形固定資産の取得による支出 △71,136 △71,096

有形固定資産の売却による収入 514 1,206

投資有価証券の取得による支出 △8,376 △1,286

投資有価証券の売却による収入 － 30,116

貸付けによる支出 △3,000 －

貸付金の回収による収入 3,364 3,194

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △279

子会社株式の取得による支出 △1,000 －

その他 △5,682 10,915

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,224 45,387

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） 193,000 △35,200

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △414,817 △340,276

社債の償還による支出 △40,000 －

株式の発行による収入 － 357,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 38,182 △18,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,815 △625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 152,035 93,122

現金及び現金同等物の期首残高 411,133 573,726

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

10,557 －

現金及び現金同等物の期末残高 573,726 666,848



該当事項はありません。 

  

 
  
 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年７月30日提出）における記載から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 
  

(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20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

１ 連結の範囲に関する事項

 連結子会社の数  子会社６社を連結しております。 

連結子会社の名称 

東研Ｘ線検査株式会社 

Tohken USA, Inc. 

株式会社ユー・エム・サービス 

Tohken Europe B.V. 

株式会社ニヒコ 

東研(上海)電子貿易有限公司

前連結会計年度において非連結子会

社であった東研(上海)電子貿易有限公

司は、重要性が増したことにより当連

結会計年度より連結の範囲に含めてお

ります。

 子会社５社を連結しております。 

連結子会社の名称 

東研Ｘ線検査株式会社 

Tohken USA, Inc. 

株式会社ユー・エム・サービス 

株式会社ニヒコ 

東研(上海)電子貿易有限公司

従来、連結子会社であったTohken 

Europe B.V.は、事業整理に伴い支配権

を喪失したことにより、連結の範囲か

ら除外しております。

２ 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、東研Ｘ線検査株

式会社及びTohken USA, Inc.の決算日

は２月28日、Tohken Europe B.V.及び

株式会社ニヒコの決算日は３月31日で

あり、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。東研(上海)電子貿易有限

公司の決算日は12月31日であり、連結

財務諸表の作成に当たっては、３月31

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。

 連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行

っております。

 連結子会社のうち、東研Ｘ線検査株

式会社及びTohken USA, Inc.の決算日

は２月28日、株式会社ニヒコの決算日

は３月31日であり、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。東研(上海)

電子貿易有限公司の決算日は12月31日

であり、連結財務諸表の作成に当たっ

ては、３月31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。

 連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行

っております。

３ 会計処理基準に関する事項

 重要な引当金の計上基準 退職給付引当金 

 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、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

退職給付引当金

─────

（追加情報）

当社は、平成21年12月に適格退職年

金制度から確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」(企業会計基準適用指針第

１号)を適用しております。 

 本移行により、当連結会計年度にお

いて退職給付債務の清算金額と退職給

付引当金との差額19,021千円を特別利

益として計上しております。 

 なお、制度改定に伴う清算未払金

は、流動負債の「その他」及び固定負

債の「その他」に含めて計上しており

ます。



 
  

(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20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

（リース取引に関する会計基準等） 

 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

ております。 

 なお、リース取引会計基準の改正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。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日)を適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

─────

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

（連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

20年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に

含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」は、それぞれ 793,409 千円、384,914 千円、

277,554千円であります。

─────

（連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外収益「その他」に含

めておりました「保険解約返戻金」については、営業

外収益の総額の10/100を超えたため、当連結会計年度

より、区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「保険解約返戻金」は554

千円であります。

（連結損益計算書）

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりまし

た「保険解約返戻金」（当連結会計年度324千円）

は、営業外収益の10/100以下であるため、当連結会

計年度においては、営業外収益「その他」に含めて

表示しております。

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりまし

た「事務所移転費用」（当連結会計年度692千円）

は、営業外費用の10/100以下であるため、当連結会

計年度においては、営業外費用「その他」に含めて

表示しております。

３ 前連結会計年度まで営業外費用に区分掲記して

おりました「手形売却損」は、当連結会計年度より

売掛金売却損と合算して「売上債権売却損」として

表示しております。 

 なお、当連結会計年度における手形売却損及び売

掛金売却損の金額は、それぞれ3,037千円及び5,287

千円であります。



  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュフロー計算書に関する注記事項については、

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

   

 
  
  

 当連結会計年度末残高はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 

  

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、第三者割当増資による増加3,574,000株であります。 
  

 
  

 当連結会計年度末残高はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(開示の省略)

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日）
１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,926,000 ─ ─ 7,926,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 380,440 ─ ─ 380,440

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

当連結会計年度(自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日）
１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,926,000 3,574,000 ─ 11,500,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 380,440 ─ ─ 380,440

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの



前連結会計年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) バーコード関連事業……バーコードリーダ、２次元コードリーダ(イメージャー)及び関連機器等 

(2) Ｘ線事業…………………産業用Ｘ線検査装置、Ｘ線顕微検査装置等 

(3) 半導体関連事業…………精密測定機器、半導体製造用機器及びミリ波半導体等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預

金)、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、前連結会計年度は757,430千円、当連

結会計年度は783,570千円であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

５ 従来の「その他の事業」は当該事業区分の割合が増加し、今後もその傾向が予想されるため「半導体関連事

業」に名称変更しております。なお、名称変更に伴う区分の変更はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

バーコード 
関連事業 
(千円)

Ｘ線事業
(千円)

その他の事業
(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

3,345,223 580,545 293,421 4,219,190 ─ 4,219,190

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (  ─) ─

計 3,345,223 580,545 293,421 4,219,190 (  ─) 4,219,190

  営業費用 3,560,571 779,687 311,530 4,651,788 (  ─) 4,651,788

  営業損失(△) △215,347 △199,141 △18,109 △432,598 ─ △432,598

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 2,952,090 1,059,792 126,493 4,138,376 757,430 4,895,806

  減価償却費 100,964 15,235 783 116,982 ─ 116,982

  減損損失 5,460 96,769 ─ 102,229 ─ 102,229

  資本的支出 83,220 12,015 ─ 95,236 ─ 95,236

バーコード 
関連事業 
(千円)

Ｘ線事業
(千円)

半導体
関連事業 
(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

3,125,744 516,045 237,120 3,878,910 ─ 3,878,910

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (  ─) ─

計 3,125,744 516,045 237,120 3,878,910 (  ─) 3,878,910

  営業費用 3,052,116 585,976 254,940 3,893,033 (  ─) 3,893,033

  営業利益又は営業損失(△) 73,627 △69,930 △17,819 △14,122 ─ △14,122

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 2,800,607 1,126,340 146,729 4,073,677 783,570 4,857,248

  減価償却費 78,303 5,332 166 83,803 ─ 83,803

  資本的支出 47,525 21,840 ─ 69,366 ─ 69,366



  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいず

れも90％を超えているため、その記載を省略しております。 

  

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

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

付、ストックオプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日)及び当連結会計年度(自 平成21年

５月１日 至 平成22年４月30日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日)及び当連結会計年度(自 平成21年

５月１日 至 平成22年４月30日)

(開示の省略)

（賃貸等不動産関係）



  
  

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
   

２ １株当たり当期純損失金額 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

１株当たり純資産額 147円38銭 122円57銭

１株当たり当期純損失金額（△） △78円97銭 △11円77銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

１株当たり当期純損失であるため
記載しておりません。

同左

項目
前連結会計年度

(平成21年４月30日)
当連結会計年度

(平成22年４月30日)

純資産の部の合計（千円） 1,113,150 1,365,037

普通株式に係る純資産額（千円） 1,112,099 1,362,884

差額の主な内訳（千円）
 少数株主持分 1,050

 
2,153

普通株式の発行済株式数（千株） 7,926 11,500

普通株式の自己株式数（千株） 380 380

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株）

7,545 11,119

項目
前連結会計年度

(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失（△）(千円) △595,876 △103,535

 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)

△595,876 △103,535

 普通株式の期中平均株式数(千株) 7,545 8,798

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権
株主総会の特別決議日 
平成17年７月26日 
（新株予約権157個）

新株予約権 
株主総会の特別決議日 
平成17年７月26日 
（新株予約権155個）

（重要な後発事象）



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４月30日)

当事業年度
(平成22年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 664,451  705,200

受取手形 232,998 136,814

売掛金 1,033,294 1,300,138

商品及び製品 712,228 634,545

仕掛品 344,336 334,746

原材料及び貯蔵品 260,809 155,499

前渡金 5,446 1,008

前払費用 28,003 39,201

その他 36,538 12,631

貸倒引当金 △8,612 △7,367

流動資産合計 3,309,494 3,312,418

固定資産

有形固定資産

建物 1,105,361  1,106,578

減価償却累計額 △641,659 △671,222

建物（純額） 463,701 435,355

構築物 31,869 31,869

減価償却累計額 △26,886 △28,131

構築物（純額） 4,982 3,738

機械及び装置 28,003 28,003

減価償却累計額 △26,876 △27,198

機械及び装置（純額） 1,126 804

車両運搬具 － 3,359

減価償却累計額 － △122

車両運搬具（純額） － 3,236

工具、器具及び備品 614,739 657,440

減価償却累計額 △554,156 △583,630

工具、器具及び備品（純額） 60,583 73,809

土地 606,047  606,047

有形固定資産合計 1,136,441 1,122,992

無形固定資産

借地権 11,259 11,259

ソフトウエア 43,815 26,582

電話加入権 4,680 4,680

無形固定資産合計 59,754 42,521



(単位：千円)

前事業年度
(平成21年４月30日)

当事業年度
(平成22年４月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 3,611 4,966

関係会社株式 217,251 196,237

出資金 60 60

従業員に対する長期貸付金 3,764 3,132

関係会社長期貸付金 29,000 6,000

長期前払費用 62 51

敷金及び保証金 88,856 73,280

会員権 14,600 14,600

長期滞留債権 67,733 66,100

その他 15,704 16,618

貸倒引当金 △64,850 △42,275

投資その他の資産合計 375,793 338,772

固定資産合計 1,571,989 1,504,285

資産合計 4,881,484 4,816,704

負債の部

流動負債

支払手形 611,410 501,946

買掛金 583,170 791,748

短期借入金 1,477,000  1,441,800

1年内返済予定の長期借入金 340,276  189,016

未払金 57,986 57,685

未払法人税等 32,160 17,638

未払消費税等 11,140 23,240

未払費用 31,102 30,330

預り金 6,819 5,499

流動負債合計 3,151,066 3,058,905

固定負債

長期借入金 485,092  296,076

退職給付引当金 95,968 －

その他 － 51,566

固定負債合計 581,060 347,642

負債合計 3,732,126 3,406,547



 
  

  

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年４月30日)

当事業年度
(平成22年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,134,200 1,312,900

資本剰余金

資本準備金 994,200 727,803

資本剰余金合計 994,200 727,803

利益剰余金

利益準備金 44,392 －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △813,114 △420,920

利益剰余金合計 △768,722 △420,920

自己株式 △208,285 △208,285

株主資本合計 1,151,392 1,411,498

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,034 △1,341

評価・換算差額等合計 △2,034 △1,341

純資産合計 1,149,357 1,410,156

負債純資産合計 4,881,484 4,816,704



(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

売上高

製品売上高 1,323,055 1,588,773

商品売上高 2,516,458 2,040,903

売上高合計 3,839,514 3,629,676

売上原価

製品期首たな卸高 521,671 449,378

当期製品製造原価 735,936 812,686

合計 1,257,608 1,262,065

製品他勘定振替高 255 11,951

製品期末たな卸高 449,378 315,581

製品売上原価 807,974 934,532

商品期首たな卸高 253,564 262,849

当期商品仕入高 1,775,072 1,469,397

合計 2,028,637 1,732,247

商品他勘定振替高 － 11,570

商品期末たな卸高 262,849 318,963

商品売上原価 1,765,787 1,401,713

売上原価合計 2,573,762  2,336,246

売上総利益 1,265,751 1,293,430

販売費及び一般管理費 1,649,055 1,292,064

営業利益又は営業損失（△） △383,304 1,365

営業外収益

受取利息 1,593 498

受取配当金 2,695 830

受取家賃 1,200 1,200

保険解約返戻金 5,771 －

関係会社経営指導料 7,200 5,800

その他 3,619 1,584

営業外収益合計 22,080 9,912

営業外費用

支払利息 58,657 52,633

社債利息 170 －

支払手数料 － 14,500

株式交付費 － 2,110

為替差損 6,247 1,532

手形売却損 1,959 －

売上債権売却損 － 8,175

事務所移転費用 7,048 －

その他 516 1,344

営業外費用合計 74,598 80,296

経常損失（△） △435,822 △69,017



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,490 1,357

受取弁済金 78,170 －

投資有価証券売却益 － 9,102

退職給付制度改定益 － 19,021

特別利益合計 80,661 29,481

特別損失

減損損失 96,769 －

投資有価証券評価損 41,685 －

関係会社株式評価損 45,685 －

ゴルフ会員権評価損 6,600 －

子会社整理損 － 42,378

貸倒引当金繰入額 31,450 933

特別損失合計 222,191 43,312

税引前当期純損失（△） △577,353 △82,848

法人税、住民税及び事業税 30,190 14,445

当期純損失（△） △607,543 △97,294



  
  



(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５月１日
至 平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,134,200 1,134,200

当期変動額

新株の発行 － 178,700

当期変動額合計 － 178,700

当期末残高 1,134,200 1,312,900

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 994,200 994,200

当期変動額

新株の発行 － 178,700

資本準備金の取崩 － △445,096

当期変動額合計 － △266,396

当期末残高 994,200 727,803

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

資本準備金の取崩 － 445,096

欠損填補 － △445,096

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 994,200 994,200

当期変動額

新株の発行 － 178,700

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － △445,096

当期変動額合計 － △266,396

当期末残高 994,200 727,803

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 44,392 44,392

当期変動額

利益準備金の取崩 － △44,392

当期変動額合計 － △44,392

当期末残高 44,392 －



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 420,000 －

当期変動額

別途積立金の取崩 △420,000 －

当期変動額合計 △420,000 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金

前期末残高 △625,571 △813,114

当期変動額

当期純損失（△） △607,543 △97,294

欠損填補 － 445,096

利益準備金の取崩 － 44,392

別途積立金の取崩 420,000 －

当期変動額合計 △187,543 392,194

当期末残高 △813,114 △420,920

利益剰余金合計

前期末残高 △161,179 △768,722

当期変動額

当期純損失（△） △607,543 △97,294

欠損填補 － 445,096

利益準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △607,543 347,802

当期末残高 △768,722 △420,920

自己株式

前期末残高 △208,285 △208,285

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △208,285 △208,285

株主資本合計

前期末残高 1,758,935 1,151,392

当期変動額

新株の発行 － 357,400

当期純損失（△） △607,543 △97,294

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

利益準備金の取崩 － －

当期変動額合計 △607,543 260,105

当期末残高 1,151,392 1,411,498



 
  

  

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △20,143 △2,034

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,108 692

当期変動額合計 18,108 692

当期末残高 △2,034 △1,341

評価・換算差額等合計

前期末残高 △20,143 △2,034

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,108 692

当期変動額合計 18,108 692

当期末残高 △2,034 △1,341

純資産合計

前期末残高 1,738,792 1,149,357

当期変動額

新株の発行 － 357,400

当期純損失（△） △607,543 △97,294

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,108 692

当期変動額合計 △589,434 260,798

当期末残高 1,149,357 1,410,156



  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１．新任取締役候補 

取締役  村上 浩 

（現 ㈱マースエンジニアリング取締役 兼 ㈱マーステクノサイエンス代表取締役社長） 

２．退任予定取締役 

取締役  森 和弘 

取締役  柴垣 英俊  

（注）新任取締役候補者 村上浩氏、退任予定取締役 森和弘氏及び柴垣英俊氏は、会社法第２条第

15号に定める社外取締役であります。 

  

該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成22年７月29日付予定）

(2) その他


