
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
   

   

 
   

   

   

   

   

 
  

    

 
 

(％表示は、対前期増減率) 

   

平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年５月24日

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24年６月26日 配当支払開始予定日 －
有価証券報告書提出予定日 平成24年６月27日
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31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 ％

24年３月期 3,160 △29.1 △574 － △649 － △662 －
23年３月期 4,455 △28.2 △218 － △238 － △335 －

(注) 包括利益 24年３月期 △699百万円( － ％) 23年３月期 △369百万円( － ％)

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 ％ ％ ％

24年３月期 △116.16 － △35.7 △10.9 △18.2
23年３月期 △58.91 － △14.1 △3.2 △4.9

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 △51百万円 23年３月期 △37百万円

（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

24年３月期 5,119 1,513 29.4 263.58
23年３月期 6,821 2,214 32.3 386.30

(参考) 自己資本 24年３月期 1,503百万円 23年３月期 2,203百万円

（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

24年３月期 △209 △38 △409 1,372
23年３月期 313 395 △655 2,043

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 ％ ％

23年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 0 － －
24年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 0 － －

25年３月期(予想) － 0.00 － 0.00 0.00 －

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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

通 期 4,306 36.3 51 － 12 － 72 － 12.70
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（２）個別財政状態 

 
     

   

 

   

 

※ 注記事項

（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 ( ) 、除外 社 ( )

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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) 24年３月期 5,767,268株 23年３月期 5,767,268株

② 期末自己株式数 24年３月期 63,887株 23年３月期 63,887株

③ 期中平均株式数 24年３月期 5,703,381株 23年３月期 5,703,414株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31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 ％

24年３月期 2,573 △30.2 △604 － △558 － △609 －
23年３月期 3,684 △33.1 △552 － △497 － △529 －

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

24年３月期 △106.88 －
23年３月期 △92.92 －

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

24年３月期 4,260 642 14.8 110.73
23年３月期 5,734 1,251 21.6 217.48

(参考) 自己資本 24年３月期 631百万円 23年３月期 1,240百万円

※ 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いません。

※ 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。業績予想の
前提となる条件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、添付資料２ページ「経営成績に関する
分析」をご覧ください。
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響による景

気の停滞から回復の兆しが見られるものの、欧州諸国の財政問題や海外景気の減速懸念、また、長期に

わたる円高などにより依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社が属する電気・電子業界におきましては、東日本大震災やタイの洪水など自然災害による影響

や、欧州をはじめとした景気減速、設備縮小や在庫調整による生産調整の長期化などにより厳しい環境

が続いており、スマートフォンやタブレット端末などの新ＩＴ通信機器や、アジア新興国の経済成長と

いった市場を牽引する力はあるものの、引き続き厳しい事業環境で推移いたしました。 

このような状況の中で当社グループは、事業戦略の再構築を積極的に進めるために、台湾を中心とし

た海外市場対応の強化や成長事業の中心となる新垂直型プローブカード『Ｂ２』を市場に投入し、さら

なる評価品投入を推し進めるなど積極的な拡販活動を推進しながら、量産体制への布石や機能改善を遂

行してまいりました。また、既存のカンチレバー型プローブカードにおいても他社との差別化に繋がる

製品改良を重ねてまいりました。しかしながら、当社グループを巡る事業環境は非常に厳しく、また、

災害の影響が予想以上に響いたこともあり、業績につきましては大変厳しい状況となりました。 

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

績につきましては、売上高は3,160百万円（前期比29.1％減）、営業損失は574百万円（前連結会計年度

は218百万円の営業損失）、経常損失は649百万円（前連結会計年度は238百万円の経常損失）、当期純

損失は662百万円（前連結会計年度は335百万円の当期純損失）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＞ 

新製品の垂直型プローブカード『Ｂ２』の積極的な拡販活動を継続いたしました。また、台湾を中心

とした海外市場対応として、生産・技術面でのグループ内連携を強化し、カンチレバー型プローブカー

ドの市場要求に応えた技術改良やコスト削減などを積極的に行ってまいりました。 

しかし、国内取引においては、円高や生産調整の影響などにより、プローブカード需要が低迷し、当

社売上に大きな影響を及ぼしました。 

この事業の売上高は、2,770百万円（前期比24.8％減）、セグメント損失（営業損失）は232百万円

（前連結会計年度は136百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。 

＜電子部品事業＞ 

電子部品関連は、海外取引先への売上強化に向けた施策や新たな取引先の模索を進めました。 

半導体関連は、取引先における事業戦略の見直しにより需要が落ち込んだことに対して、取引先への

新加工品の提案や拡販活動に注力いたしました。 

この事業の売上高は、390百万円（前期比49.3％減）、セグメント利益（営業利益）は２百万円（前

連結会計年度は41百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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次期の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

当社グループが属する市場環境は、東アジア地域を中心とした大きな変化が見られており、この中で

の日本市場はますます不透明な状況で推移するように思われます。 

このような中において当社グループは、台湾を中心とした海外市場対応強化をさらに進め、グループ

内海外売上比率を高めるとともに、垂直型プローブカード『Ｂ２』の拡販活動や受注活動の充実、取引

先の要求に応える製品力の強化を進めるとともに、カンチレバー型プローブカードにおいても改良型製

品を中心とした製品群により、取引先への受注強化に繋げてまいります。 

また、平成24年３月30日に公表しました山一電機株式会社との業務提携を通じて、プローブカード事

業領域の更なる拡大を図り、当社グループが一致団結して難局を乗り切る所存であります。 

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4,306百万円（前年同期比36.3％

増）、営業利益は51百万円（前年同期は574百万円の営業損失）、経常利益は12百万円（前年同期は649

百万円の経常損失）、当期純利益は72百万円（前年同期は662百万円の当期純損失）を見込んでおりま

す。 

  

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1,702百万円減少いたしました。これは主

に、現金及び預金が664百万円、受取手形及び売掛金が376百万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1,001百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買

掛金が280百万円、短期借入金が256百万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700百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金が662

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、次の各キャッシュフローの状

況とそれらの要因により、前連結会計年度末に比べ670百万円減少し、当連結会計年度末残高は1,372百万円

となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、209百万円（前連結会計年度は営業活動の結果獲得した資金として313百

万円）となりました。これは主として、売上債権の減少額349百万円等の収入要因があったものの、税金等

調整前当期純損失638百万円等の支出要因があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は、38百万円（前連結会計年度は投資活動の結果獲得した資金として395百

万円）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出50百万円等の支出要因があったこと

によるものであります。 

（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、409百万円（前連結会計年度は投資活動の結果使用した資金として655百

万円）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出367百万円等の支出要因があったこと

によるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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当社グループは、第56期連結会計年度から第58期連結会計年度並びに当連結会計年度において、営業損

失、経常損失、当期純損失を計上しております。これにより、継続企業の前提となる重要な疑義を生じさ

せるような事象又は状況が存在しております。なお、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められ

ないと判断し、「継続企業の前提に関する注記」の記載には至りませんでした。 

（３）継続企業の前提に関する重要事象等
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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繋がると確信しております。 

  

激動する国内外半導体市況においても安定した経営を目指すべく、成長市場の強化を通して財務体質健全

化を図り、株主資本利益率向上を目指すとともに、中期財務目標として営業利益率10％を掲げてまいりま

す。 

  

当社グループは、中核事業である「プローブカード事業」において、ソリューション実績を通した顧客視

点ナンバーワンを基本方針として掲げてまいります。 

具体的には、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、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。 

  

中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。 

① 海外法人の自律成長基調確立 

台湾を中心としたアジア地域における販売チャネル強化を図るとともに、グループ内連携によるメンテナ

ンス体制及び技術サポート体制の強化により現地化体制の確立を図り、グループ内海外売上比率を高めてま

いります。 

② 新製品の投入サイクルの早期化 

寡占状態にある高機能カンチレバーや、成長著しいCMOSイメージセンサー向けアドバンスカードなど、技

術的優位性のあるカードのどこよりも早い投入の継続により、日本市場及びアジア地域での拡販に向けて評

価品の投入と量産化を加速いたします。 

③ 収益基盤の維持 

顧客常駐対応を含めたテストソリューション提案体制の強化を通した市場占有率の拡大を目指してまいり

ます。 

  

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

（１）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）内部管理体制の整備・運用状況
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,071,222 1,406,256

受取手形及び売掛金 1,171,741 795,093

有価証券 10,613 10,622

商品及び製品 89,729 56,188

仕掛品 43,722 35,264

原材料及び貯蔵品 477,432 476,482

繰延税金資産 14,956 11,164

未収入金 714,767 500,744

その他 83,660 46,089

貸倒引当金 △38,683 △57,887

流動資産合計 4,639,164 3,280,018

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,965,046 1,930,746

減価償却累計額 △1,352,550 △1,392,616

建物及び構築物（純額） 612,496 538,129

機械装置及び運搬具 1,575,574 1,515,062

減価償却累計額 △1,219,650 △1,248,132

機械装置及び運搬具（純額） 355,924 266,929

工具、器具及び備品 814,258 804,717

減価償却累計額 △742,211 △760,585

工具、器具及び備品（純額） 72,047 44,131

土地 519,530 486,742

リース資産 168,216 168,216

減価償却累計額 △65,689 △95,838

リース資産（純額） 102,527 72,378

建設仮勘定 － 2,832

有形固定資産合計 1,662,526 1,411,143

無形固定資産   

電話加入権 6,184 6,184

その他 2,379 5,038

無形固定資産合計 8,564 11,223

投資その他の資産   

投資有価証券 197,693 200,653

会員権 19,158 15,408

長期前払費用 20,268 15,670

繰延税金資産 29,697 21,786

保険積立金 94,484 84,218

その他 157,067 118,335

貸倒引当金 △7,197 △39,292

投資その他の資産合計 511,171 416,780

固定資産合計 2,182,261 1,839,147

資産合計 6,821,425 5,119,166
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 629,435 349,109

短期借入金 2,326,597 2,070,140

未払金 163,740 174,315

未払費用 45,656 38,105

リース債務 31,879 31,877

未払法人税等 22,300 15,852

賞与引当金 76,009 43,734

その他 45,294 37,453

流動負債合計 3,340,912 2,760,589

固定負債   

長期借入金 583,430 430,190

長期未払金 － 59,186

リース債務 76,009 44,394

繰延税金負債 19,738 13,969

退職給付引当金 572,205 283,481

その他 14,525 13,428

固定負債合計 1,265,908 844,650

負債合計 4,606,821 3,605,239

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 △2,888,090 △3,550,567

自己株式 △72,547 △72,547

株主資本合計 2,346,680 1,684,203

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,063 △5,387

為替換算調整勘定 △137,366 △175,536

その他の包括利益累計額合計 △143,429 △180,924

新株予約権 11,353 10,646

純資産合計 2,214,604 1,513,926

負債純資産合計 6,821,425 5,119,166
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（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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

売上高 4,455,402 3,160,217

売上原価 2,971,604 2,200,014

売上総利益 1,483,798 960,202

販売費及び一般管理費 1,702,011 1,535,082

営業損失（△） △218,212 △574,879

営業外収益   

受取利息 669 401

受取配当金 1,682 1,463

受取家賃 2,056 3,990

受取保険金 690 －

補助金収入 45,080 －

負ののれん償却額 33,566 －

機械賃貸料 14 7

償却債権取立益 － 25,742

その他 53,386 26,705

営業外収益合計 137,145 58,310

営業外費用   

支払利息 78,953 66,747

為替差損 33,621 6,737

シンジケートローン手数料 1,497 750

持分法による投資損失 37,070 51,328

その他 5,840 7,423

営業外費用合計 156,984 132,987

経常損失（△） △238,052 △649,557

特別利益   

固定資産売却益 46 1,553

保険解約返戻金 6,753 －

退職給付制度移行益 － 125,932

その他資産譲渡益 15,000 －

その他 － 7,721

特別利益合計 21,799 135,207

特別損失   

固定資産除却損 869 1,087

投資有価証券評価損 19,950 －

減損損失 － 119,297

子会社整理損 8,722 －

会員権等評価損 1,050 2,550

役員退職慰労金 54,600 －

その他 118 1,167

特別損失合計 85,310 124,102

税金等調整前当期純損失（△） △301,563 △638,451

法人税、住民税及び事業税 25,194 17,954

法人税等調整額 9,235 6,070

法人税等合計 34,429 24,025

少数株主損益調整前当期純損失（△） △335,993 △662,476
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期純損失（△） △335,993 △662,476

少数株主損益調整前当期純損失（△） △335,993 △662,476

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,414 675

為替換算調整勘定 △29,777 △27,785

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,075 △10,384

その他の包括利益合計 △33,437 △37,494

包括利益 △369,431 △699,971

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △369,431 △699,971

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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 △2,553,062 △2,888,090

当期変動額   

当期純損失（△） △335,993 △662,476

その他 965 －

当期変動額合計 △335,028 △662,476

当期末残高 △2,888,090 △3,550,567

自己株式   

当期首残高 △72,532 △72,547

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 △72,547 △72,547

株主資本合計   

当期首残高 2,681,724 2,346,680

当期変動額   

当期純損失（△） △335,993 △662,476

自己株式の取得 △15 －

その他 965 －

当期変動額合計 △335,043 △662,476

当期末残高 2,346,680 1,684,203
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 △7,477 △6,063

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,414 675

当期変動額合計 1,414 675

当期末残高 △6,063 △5,387

為替換算調整勘定   

当期首残高 △102,514 △137,366

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,852 △38,169

当期変動額合計 △34,852 △38,169

当期末残高 △137,366 △175,536

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △109,992 △143,429

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,437 △37,494

当期変動額合計 △33,437 △37,494

当期末残高 △143,429 △180,924

新株予約権   

当期首残高 9,736 11,353

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,617 △706

当期変動額合計 1,617 △706

当期末残高 11,353 10,646

純資産合計   

当期首残高 2,581,468 2,214,604

当期変動額   

当期純損失（△） △335,993 △662,476

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） △31,820 △38,200

当期変動額合計 △366,863 △700,677

当期末残高 2,214,604 1,513,926
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24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（△） △301,563 △638,451

減価償却費 166,926 167,718

減損損失 － 119,297

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53,374 51,492

受取利息及び受取配当金 △2,351 △1,864

支払利息 78,953 66,747

持分法による投資損益（△は益） 37,070 51,328

有形固定資産売却損益（△は益） △46 △1,553

売上債権の増減額（△は増加） 361,370 349,056

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,549 31,735

仕入債務の増減額（△は減少） △53,364 △307,605

投資有価証券売却損益（△は益） 86 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,152 △32,275

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,797 △17,419

投資有価証券評価損益（△は益） 19,950 －

固定資産除却損 869 1,087

退職給付制度移行益 － △125,932

役員退職慰労金 54,600 －

未収入金の増減額（△は増加） 63,020 209,522

その他の流動資産の増減額（△は増加） 53,965 18,570

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,503 △17,905

その他 △7,806 △48,702

小計 554,303 △125,152

利息及び配当金の受取額 2,360 1,869

利息の支払額 △78,699 △62,274

法人税等の支払額 △109,909 △23,977

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 313,455 △209,534

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 △64,760 △50,164

有形固定資産の売却による収入 630 2,391

投資有価証券の売却による収入 193 －

定期預金の預入による支出 △31,128 △6,034

定期預金の払戻による収入 211,956 －

子会社の清算による収入 41,533 －

事業譲渡による収入 173,592 －

保険積立金の解約による収入 47,149 －

その他 16,346 15,032

投資活動によるキャッシュ・フロー 395,514 △38,775
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３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） △298,975 △41,987

長期借入れによる収入 755,100 －

長期借入金の返済による支出 △1,111,780 △367,710

その他 △15 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △655,670 △409,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,074 △12,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,225 △670,991

現金及び現金同等物の期首残高 2,004,413 2,043,638

現金及び現金同等物の期末残高 2,043,638 1,372,646
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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
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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、MEMS型プローブカード等を販売しており、「電子部品事業」は蒸着用素子、CRT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、既に当社が公表している「連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」における記載内容と概ね同一であり、また、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、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 
  

（６）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額プローブ 
カード事業

電子部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 3,685,886 769,516 4,455,402 ― 4,455,402

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

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

㈱東京カソード研究所（6868）平成24年３月期決算短信

-15-



  
当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
  

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額プローブ 
カード事業

電子部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,770,109 390,107 3,160,217 ― 3,160,217

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 2,770,109 390,107 3,160,217 ― 3,160,217

セグメント利益又は損失(△) △232,029 2,353 △229,675 △345,204 △574,879

セグメント資産 3,771,442 279,983 4,051,425 1,067,740 5,119,166

その他の項目

減価償却額 158,040 5,978 164,019 3,699 167,718

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

53,327 ― 53,327 3,400 56,727
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額の差異の調整 

 
  

 
(注)  全社費用は、主に親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

 
(注)  全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の余剰運用資産及び管理部門に係る資産であります。 

  

 
(注) １  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。 

(注) ２  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。 

  

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,455,402 3,160,217

セグメント間取引消去 ― ―

連結財務諸表の売上高 4,455,402 3,160,217

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 178,627 △229,675

セグメント間取引消去 ― ―

全社費用(注) △396,840 △345,204

連結財務諸表の営業損失 △218,212 △574,879

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,912,700 4,051,425

全社資産(注) 1,908,725 1,067,740

連結財務諸表の資産合計 6,821,425 5,119,166

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 163,325 164,019 3,600 3,699 166,926 167,718

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

90,712 53,327 937 3,400 91,650 56,727
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

２．１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。 

 
  

３．１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22年４月１日 
  至  平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
 至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 386円30銭 263円58銭

１株当たり当期純損失金額(△) △58円91銭 △116円16銭

項目
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり当期純損失金額(△)

当期純損失(△)(千円) △335,993 △662,476

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) △335,993 △662,476

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,703 5,703

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まれなかっ
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。 
 

項目
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,214,604 1,513,926

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

（うち新株予約権） 11,353 10,646

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,203,250 1,503,279

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(千株)

5,703 5,703
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販売権譲受けと重要な子会社株式の一部譲渡 

 当社は、平成24年４月１日、山一電機株式会社との間で、業務提携及び台湾における販売権譲渡契

約を締結し、両社のテストソリューション事業の強化を目指した業務提携を行うとともに、本業務提

携の一環として、山一電機株式会社のテストソリューション事業製品の台湾市場における販売権を当

社が譲り受け、その対価として当社子会社の東京探針股份有限公司の株式の一部を山一電機株式会社

へ譲渡いたしました。 

  

１．本業務提携の目的 

 東アジア及びアセアン地域で集中・拡大を続ける半導体関連企業への製品・サービス強化を進め、

当社グループ及び山一電機株式会社のテストソリューション事業拡大を目指してまいります。 

２．本契約の効力発生日 

  平成24年４月１日 

３．譲受ける販売権の内容 

 ①本販売権の内容 

  台湾市場における山一電機株式会社が保有するテストソリューション事業製品の販売 

 ②取得価額 

  100,394千円 

４．譲渡する株式の内容 

 ①本株式の数 

    608,000株（発行済株式総数の15.2％） 

 ②譲渡価額 

  100,394千円 

  

(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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,512,890 646,164

受取手形 32,990 21,701

売掛金 967,740 811,955

有価証券 10,613 10,622

商品及び製品 82,434 47,531

仕掛品 13,651 8,504

原材料及び貯蔵品 318,250 365,248

前払費用 4,560 4,429

短期貸付金 16,829 2,106

未収入金 722,168 518,374

その他 27,531 29,692

貸倒引当金 △36,122 △55,750

流動資産合計 3,673,538 2,410,581

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,532,496 1,500,168

減価償却累計額 △1,044,790 △1,073,579

建物（純額） 487,705 426,589

構築物 97,053 96,475

減価償却累計額 △86,252 △87,905

構築物（純額） 10,800 8,570

機械及び装置 607,548 576,792

減価償却累計額 △544,354 △550,138

機械及び装置（純額） 63,193 26,654

車両運搬具 1,498 1,498

減価償却累計額 △1,483 △1,490

車両運搬具（純額） 15 8

工具、器具及び備品 628,981 621,749

減価償却累計額 △585,320 △598,663

工具、器具及び備品（純額） 43,661 23,085

土地 428,061 398,094

リース資産 168,216 168,216

減価償却累計額 △65,689 △95,838

リース資産（純額） 102,527 72,378

建設仮勘定 － 2,832

有形固定資産合計 1,135,965 958,212

無形固定資産   

電話加入権 5,534 5,534

ソフトウエア 1,803 4,629

無形固定資産合計 7,337 10,163
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 185,468 185,641

関係会社株式 343,732 338,345

出資金 10 10

関係会社出資金 284,806 247,305

関係会社長期貸付金 178,888 171,851

長期差入保証金 4,651 2,430

会員権 11,058 7,308

敷金 2,198 2,256

長期前払費用 2,368 6,045

その他 － 1

貸倒引当金 △95,986 △79,457

投資その他の資産合計 917,195 881,738

固定資産合計 2,060,498 1,850,114

資産合計 5,734,037 4,260,695

負債の部   

流動負債   

支払手形 690,007 421,854

買掛金 272,496 270,248

短期借入金 1,949,497 1,907,510

1年内返済予定の長期借入金 336,540 122,070

リース債務 31,879 31,877

未払金 59,451 111,717

未払費用 12,084 5,710

未払法人税等 13,974 13,921

前受金 499 －

預り金 16,955 24,629

賞与引当金 29,200 －

その他 2,087 774

流動負債合計 3,414,673 2,910,314

固定負債   

長期借入金 451,810 339,130

長期未払金 － 59,186

リース債務 76,009 44,394

退職給付引当金 535,428 261,111

その他 4,374 4,374

固定負債合計 1,067,622 708,196

負債合計 4,482,296 3,618,511
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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   

株式償却積立金 124,499 124,499

別途積立金 1,450,000 1,450,000

繰越利益剰余金 △6,040,984 △6,650,541

利益剰余金合計 △3,988,359 △4,597,916

自己株式 △72,547 △72,547

株主資本合計 1,246,411 636,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,024 △5,317

評価・換算差額等合計 △6,024 △5,317

新株予約権 11,353 10,646

純資産合計 1,251,741 642,184

負債純資産合計 5,734,037 4,260,695
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（２）損益計算書 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

製品売上高 3,547,070 2,483,599

商品売上高 137,361 89,633

売上高合計 3,684,431 2,573,232

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 140,397 66,873

当期製品仕入高 1,130,702 723,533

当期製品製造原価 1,648,848 1,251,637

合計 2,919,948 2,042,044

他勘定振替高 29,918 28,424

製品期末たな卸高 66,873 32,204

製品売上原価 2,823,156 1,981,416

商品売上原価   

商品期首たな卸高 30,947 15,560

当期商品仕入高 86,210 68,312

合計 117,158 83,872

商品期末たな卸高 15,560 15,327

商品売上原価 101,598 68,545

売上原価合計 2,924,754 2,049,961

売上総利益 759,677 523,270

販売費及び一般管理費 1,312,313 1,127,694

営業損失（△） △552,636 △604,423

営業外収益   

受取利息 6,273 4,811

有価証券利息 10 11

受取配当金 1,676 9,863

機械賃貸料 19 7

経営指導料 36,904 41,815

受取家賃 15,340 17,274

償却債権取立益 － 25,742

補助金収入 45,080 －

雑収入 30,469 11,172

営業外収益合計 135,775 110,697

営業外費用   

支払利息 72,994 63,560

シンジケートローン手数料 1,497 750

為替差損 6,045 160

雑支出 195 43

営業外費用合計 80,733 64,514

経常損失（△） △497,594 △558,240
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 46 1,507

退職給付制度移行益 － 125,932

その他資産譲渡益 15,000 －

特別利益合計 15,046 127,439

特別損失   

固定資産除却損 763 －

投資有価証券評価損 19,950 －

関係会社株式評価損 － 5,386

関係会社出資金評価損 － 37,501

減損損失 － 119,297

子会社整理損 13,131 －

その他 118 2,550

特別損失合計 33,964 164,735

税引前当期純損失（△） △516,513 △595,535

法人税、住民税及び事業税 13,456 14,021

法人税等合計 13,456 14,021

当期純損失（△） △529,969 △609,557
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

株式償却積立金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 △5,511,014 △6,040,984

当期変動額   

当期純損失（△） △529,969 △609,557

当期変動額合計 △529,969 △609,557

当期末残高 △6,040,984 △6,650,541

利益剰余金合計   

当期首残高 △3,458,390 △3,988,359

当期変動額   

当期純損失（△） △529,969 △609,557

当期変動額合計 △529,969 △609,557
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期末残高 △3,988,359 △4,597,916

自己株式   

当期首残高 △72,532 △72,547

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 △72,547 △72,547

株主資本合計   

当期首残高 1,776,396 1,246,411

当期変動額   

当期純損失（△） △529,969 △609,557

自己株式の取得 △15 －

当期変動額合計 △529,984 △609,557

当期末残高 1,246,411 636,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △7,446 △6,024

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,422 706

当期変動額合計 1,422 706

当期末残高 △6,024 △5,317

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △7,446 △6,024

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,422 706

当期変動額合計 1,422 706

当期末残高 △6,024 △5,317

新株予約権   

当期首残高 9,736 11,353

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,617 △706

当期変動額合計 1,617 △706

当期末残高 11,353 10,646

純資産合計   

当期首残高 1,778,685 1,251,741

当期変動額   

当期純損失（△） △529,969 △609,557

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） 3,040 △0

当期変動額合計 △526,944 △609,557

当期末残高 1,251,741 642,184
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役員の異動 

 （１）代表者の異動 

    該当事項はありません。 

 （２）その他の役員の異動（平成24年６月26日付予定） 

   １．新任監査役候補 

    常勤監査役 川上 栄伸（現 当社顧問） 

   ２．退任予定監査役 

    常勤監査役 後藤 人三 

５．その他

㈱東京カソード研究所（6868）平成24年３月期決算短信

-27-




