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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

25年3月期 1,691 △19.5 △53 ― △0 ― 45 ―
24年3月期 2,102 △16.5 △92 ― △77 ― △349 ―

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 ％ ％ ％

25年3月期 11.32 ― 0.7 △0.0 △3.1
24年3月期 △85.21 ― △5.0 △1.0 △4.4
（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3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

25年3月期 7,541 6,831 90.6 1,722.89
24年3月期 7,554 6,742 89.2 1,669.00
（参考） 自己資本  25年3月期  6,831百万円 24年3月期  6,742百万円

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

25年3月期 215 △431 △51 1,197
24年3月期 313 △948 △67 1,468

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 20 ― 0.3
25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 19 44.2 0.3
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％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
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 1,700 0.5 15 ― 30 ― 30 △33.6 7.32



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （注）財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第８条の３の６（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該
当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．15「４．財務諸表 （５）財務諸表に関する注記事項 （会計方針の変更）」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、Ｐ．24「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 5,000,000 株 24年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,035,036 株 24年3月期 960,036 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 3,991,410 株 24年3月期 4,099,226 株

※ 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、財務諸表に対する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 
 本資料に掲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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．２「１．経営成績・財政状態に関する分析 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、欧州における債務危機や中国をはじめとする新興国経済の成長も鈍化傾向が

続いており、これらを背景とした金融資本市場の変動や海外景気の下振れ等によって、わが国の景気が更に下押し

される懸念もありましたが、年末以降の株高・円安等により輸出関連企業には明るい材料も見えてきました。   

 スクリーン印刷用製版業界におきましては、主要顧客である電子部品・デバイス業界において、個人消費の低迷

等の影響により民生用電子機器の国内出荷額が減少傾向にあり、引き続き厳しい状況が続いております。 

  

 このような状況のもと、当社におきましては、引き続き生産設備の稼働率向上、高精度製品の安定生産、売上高

の拡大、経費の見直し等に取り組んでまいりましたが、十分な成果に至りませんでした。 

 売上高につきましては、製品売上高15億94百万円（前事業年度比19.5％減）、商品売上高97百万円（前事業年度

比19.7％減）となり、売上高合計16億91百万円（前事業年度比19.5％減）となりました。 

 利益面におきましては、営業損失53百万円（前事業年度 営業損失92百万円）、経常損失0百万円（前事業年度 経

常損失77百万円）、当期純利益45百万円（前事業年度 当期純損失３億49百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①スクリーンマスク 

 当セグメントにおきましては、売上高は12億44百万円（前事業年度比0.1％増）となり、セグメント利益は、製

造原価低減等の効果により２億72百万円（前事業年度比36.6％増）となりました。 

②フォトマスク 

 当セグメントにおきましては、プラズマＴＶの出荷台数の減少に伴い、大型フォトマスクの売上が低調だった

ため、売上高３億49百万円（前事業年度比52.5％減）、セグメント利益75百万円（前事業年度27.1％減）となり

ました。  

③その他 

 当セグメントにおきましては、スクリーン印刷用資機材の売上が低調だったため、売上高97百万円（前事業年

度比19.7％減）、セグメント利益18百万円（前事業年度比21.7％減）となりました。  

   

  次期の見通しにつきましては、電子部品・デバイス業界における新興国企業との価格競争の激化、量産品の海外

生産の増加等、依然として厳しい状況が続くと予想されます。 

 このような状況のなか、当社といたしましては、国内の顧客の要求にお応えできる高精度製品の安定生産及び、当

社独自製品の拡販のため、営業・技術・製造が一体となって、業績の向上に努める所存であります。 

 業績につきましては、売上高17億円、営業利益15百万円、経常利益30百万円、当期純利益30百万円を見込んでおり

ます。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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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 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比較して、流動資産が２億74百万円減少し、固定資産が２億61百万円

増加した結果、13百万円減少して75億41百万円となりました。純資産は88百万円増加し68億31百万円となり、その

結果自己資本比率は1.4％増加して90.6％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて２億71百万円減少し、11

億97百万円となりました。 

  また当事業年度中における各キャッシュ・フロー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） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、２億15百万円（前事業年度３億13百万円）となりました。

これは主に、減価償却費１億92百万円、売上債権の増加額１億６百万円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） 

 当事業年度において投資活動で使用した資金は、４億31百万円（前事業年度９億48百万円）となりました。これ

は主に、投資有価証券の売却による収入１億65百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出５億89百万

円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） 

 当事業年度において財務活動で使用した資金は、51百万円（前事業年度67百万円）となりました。これは、自己

株式の取得による支出31百万円、配当金の支払額20百万円によるものであります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主に対する利益還元を重要政策の一つと考えており、急速な技術革新に対応した設備投資や製造技術開

発を行い、会社の競争力の維持・強化・収益力の向上を図ることで、配当水準の安定と向上に努める所存でありま

す。 

平成25年３月期の配当は、当事業年度の業績を勘案し、平成25年６月27日開催予定の定時株主総会において１株

につき５円を付議させていただく予定です。次期（平成26年３月期）の配当は、１株につき５円を予定しており

ます。 

また、内部留保については、製品開発、設備投資など将来の成長に向けた有効な投資活動に充当する考えです。

株式会社ソノコム（7902）平成25年３月期　決算短信（非連結）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　    － 3 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　    



  

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えら

れる事項には、主として以下のようなものがあります。 

 なお、当社の事業等においてはこれら以外にも様々な要因によりリスクとなる可能性があり、ここに記載された

ものが全てのリスクではございません。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生

した場合の対応につとめる所存であります。 

①顧客企業の事業撤退について 

 当社の主要顧客である電子部品業界におきましては、技術革新のスピードが速く、製品の価格低下が著しい事

から、顧客企業が当社製品を使う事業から撤退する可能性があります。 

 また、その顧客への売上比率が大きい場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

②製品の瑕疵発生について 

 当社の製品でありますスクリーンマスク、フォトマスク、メタルマスクは全て受注生産であり、顧客仕様に基

づくマスクを１版ごとに製造しております。当社では、生産工程の見直しや作業効率の標準化、各生産段階での

品質のチェックの徹底により、製品における瑕疵を無くすことに努めておりますが、不良品の発生により顧客の

信頼を失う可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③主要原材料の市場変動について 

 当社マスクに使用しております紗やメタル板の原材料はステンレスやニッケルであります。世界的な金属価格

の大きな変動が当社の製造原価に影響を及ぼす可能性があります。よって金属価格が急激に高騰し、速やかに販

売価格への転嫁を実施する等の対応が困難な場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④自然災害について 

 当社の製造工場が地震その他の事情により操業停止を余儀なくされ、製品の製造が困難となった場合には、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

⑤株式市場の変動について 

 当社は、株価に影響を受ける金融商品を保有しております。株式市場が暴落し株価が下落しますと、その影響

を受けますので、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥為替相場の変動について 

 当社は、資金の効率を考慮して一部外貨(米ドル）で運用をしているため、為替変動により業績に影響を及ぼ

す可能性があります。  
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 該当事項はありません。 

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は「ユーザーのニーズに高品質と短納期で応える技術のソノコム」をモットーに事業活動を行ってまいりまし

た。より高度化し、発展していく電機、電子産業を始め、あらゆる業界の需要に応えるため、製造技術の開発及び広

範囲なお客様との信頼関係を築くため、全社を挙げて努力してまいりました。 

 今後も、株主・お客様・社員を当社の企業経営を支えていただく重要な基盤と考え、「信頼性」「収益性」の向上

を図ってまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 現状の収益体質の向上の為、生産設備の充実を図り、当面の目標は売上高30億円を超えることと、営業利益を安定

的に計上できる体制の確立を目指し、経常利益３億円を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の経営方針で掲げております「ユーザーのニーズに高品質と短納期で応える技術のソノコム」を維持し、さら

なる技術革新に努め、より高品質な製品の安定供給をめざし、顧客満足の実現のため、積極的な提案営業を行ってま

いります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社は顧客の要求する高精度な製品をより効率的に生産・販売出来るように取り組んでまいります。 

 ①販売体制につきましては、前期に引続き顧客に近い立場で技術・製造と一体となった販売戦略を築き、顧客ニー

ズを的確に把握し、製品・商品に反映する事で、拡販を図ってまいります。 

 ②生産体制につきましては、生産設備を有効利用し、高精度製品の安定供給を行なってまいります。 

 ③技術体制につきましては、高精度製品の安定供給のための技術サポートと共に他社と差別化できる製品の開発を 

行ってまいります。  

   

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,103,697 1,224,478

受取手形 ※1  56,666 ※1  76,764

売掛金 474,537 347,893

有価証券 1,815,373 1,567,894

商品及び製品 9,185 4,949

仕掛品 40,770 35,710

原材料及び貯蔵品 79,830 47,277

前払費用 11,576 10,768

その他 6,934 9,981

貸倒引当金 △53 △1,826

流動資産合計 3,598,519 3,323,892

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  2,524,159 ※2  2,524,611

減価償却累計額 △1,600,865 △1,661,304

建物（純額） ※2  923,294 ※2  863,307

構築物 78,768 78,768

減価償却累計額 △64,826 △66,851

構築物（純額） 13,942 11,916

機械及び装置 2,932,840 2,934,770

減価償却累計額 △2,564,389 △2,673,494

機械及び装置（純額） 368,450 261,275

車両運搬具 34,429 32,591

減価償却累計額 △30,389 △30,111

車両運搬具（純額） 4,040 2,480

工具、器具及び備品 333,918 335,182

減価償却累計額 △316,131 △314,374

工具、器具及び備品（純額） 17,787 20,807

土地 ※2  1,586,056 ※2  1,586,056

建設仮勘定 5,717 －

有形固定資産合計 2,919,287 2,745,843

無形固定資産   

電話加入権 2,543 2,543

ソフトウエア 3,770 2,494

無形固定資産合計 6,313 5,038

投資その他の資産   

投資有価証券 736,281 1,204,735

出資金 832 832

保険積立金 275,480 242,822

その他 18,160 18,364

投資その他の資産合計 1,030,755 1,466,754

固定資産合計 3,956,356 4,217,637

資産合計 7,554,875 7,541,529
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※1  167,096 ※1  142,304

買掛金 65,873 25,294

未払金 37,477 25,649

未払費用 72,853 68,685

未払法人税等 8,534 9,651

未払消費税等 24,576 2,455

前受金 149 390

預り金 6,741 5,953

賞与引当金 23,669 9,377

設備関係支払手形 ※1  3,713 ※1  346

流動負債合計 410,684 290,107

固定負債   

繰延税金負債 － 25,029

退職給付引当金 49,466 45,383

役員退職慰労引当金 352,035 349,811

固定負債合計 401,502 420,224

負債合計 812,187 710,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 925,750 925,750

資本剰余金   

資本準備金 1,405,550 1,405,550

資本剰余金合計 1,405,550 1,405,550

利益剰余金   

利益準備金 190,106 190,106

その他利益剰余金   

別途積立金 5,100,000 4,800,000

繰越利益剰余金 △204,161 120,814

利益剰余金合計 5,085,944 5,110,920

自己株式 △625,247 △656,224

株主資本合計 6,791,997 6,785,996

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49,308 45,200

評価・換算差額等合計 △49,308 45,200

純資産合計 6,742,688 6,831,196

負債純資産合計 7,554,875 7,541,529
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

製品売上高 1,980,700 1,594,116

商品売上高 121,741 97,716

売上高合計 2,102,441 1,691,833

売上原価   

製品売上原価   

当期製品製造原価 1,642,408 1,243,335

他勘定振替高 ※1  9,766 ※1  6,176

製品売上原価 1,632,642 1,237,158

商品売上原価   

商品期首たな卸高 15,281 9,185

当期商品仕入高 92,199 75,132

合計 107,481 84,317

商品期末たな卸高 9,185 4,949

商品売上原価 98,295 79,368

売上原価合計 1,730,937 1,316,527

売上総利益 371,503 375,305

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 3,229 2,734

荷造及び発送費 38,537 33,825

貸倒損失 － 6,267

貸倒引当金繰入額 － 1,772

役員報酬 51,570 50,386

給料及び手当 109,768 109,498

賞与及び手当 4,471 3,045

賞与引当金繰入額 5,074 1,979

退職給付費用 12,770 10,125

役員退職慰労引当金繰入額 9,679 9,231

法定福利費 18,499 18,074

福利厚生費 9,332 8,700

旅費及び交通費 23,758 24,037

減価償却費 10,981 11,068

支払報酬 22,344 22,334

試験研究費 ※2  82,410 ※2  62,532

その他 61,374 52,980

販売費及び一般管理費合計 463,803 428,596

営業損失（△） △92,299 △53,290

株式会社ソノコム（7902）平成25年３月期　決算短信（非連結）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　    － 8 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　    



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 1,048 804

有価証券利息 19,318 24,898

受取配当金 1,044 1,124

投資有価証券売却益 － 32,691

雑収入 2,295 2,192

営業外収益合計 23,707 61,710

営業外費用   

有価証券償還損 3,980 －

為替差損 3,537 4,101

保険解約損 － 4,155

固定資産除却損 1,138 466

雑損失 426 319

営業外費用合計 9,082 9,041

経常損失（△） △77,675 △621

特別利益   

保険解約返戻金 － 28,008

受取弁済金 － 22,389

特別利益合計 － 50,397

特別損失   

投資有価証券売却損 79,373 －

減損損失 ※3  179,233 －

特別退職金 8,411 －

特別損失合計 267,018 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △344,693 49,776

法人税、住民税及び事業税 4,600 4,600

法人税等合計 4,600 4,600

当期純利益又は当期純損失（△） △349,293 45,175
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原価計算の方法  

 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。  

（脚注） 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３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    514,340  31.3  360,308  29.1

Ⅱ 外注加工費    36,240  2.2  26,772  2.2

Ⅲ 労務費 ※１  496,006  30.2  433,736  35.0

Ⅳ 経費 ※２  597,790  36.3  417,457  33.7

当期総製造費用    1,644,378  100.0  1,238,275  100.0

期首仕掛品たな卸高    38,800    40,770   

合計    1,683,179    1,279,046   

期末仕掛品たな卸高    40,770    35,710   

当期製品製造原価  ※３  1,642,408    1,243,335   

            

前事業年度 当事業年度 

※１ 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 ※１ 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 

賃金 312,127千円 

雑給 47,323千円 

賞与手当 13,034千円 

賞与引当金繰入額 15,522千円 

賃金 276,772千円 

雑給 36,397千円 

賞与手当 11,298千円 

賞与引当金繰入額 6,956千円 

※２ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

減価償却費 338,280千円 

消耗品費 90,180千円 

減価償却費 179,798千円 

消耗品費 78,010千円 

※３ 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次のたな卸 

資産評価損が、当期製品製造原価に含まれておりま

す。                千円 1,083

※３ 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次のたな卸 

資産評価損が、当期製品製造原価に含まれておりま

す。                千円 1,744
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 925,750 925,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 925,750 925,750

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,405,550 1,405,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,405,550 1,405,550

資本剰余金合計   

当期首残高 1,405,550 1,405,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,405,550 1,405,550

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 190,106 190,106

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 190,106 190,106

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 5,100,000 5,100,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △300,000

当期変動額合計 － △300,000

当期末残高 5,100,000 4,800,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 173,962 △204,161

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 300,000

剰余金の配当 △28,830 △20,199

当期純利益又は当期純損失（△） △349,293 45,175

当期変動額合計 △378,124 324,975

当期末残高 △204,161 120,814

利益剰余金合計   

当期首残高 5,464,069 5,085,944

当期変動額   

剰余金の配当 △28,830 △20,199

当期純利益又は当期純損失（△） △349,293 45,175
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当期変動額合計 △378,124 24,975

当期末残高 5,085,944 5,110,920

自己株式   

当期首残高 △586,621 △625,247

当期変動額   

自己株式の取得 △38,626 △30,976

当期変動額合計 △38,626 △30,976

当期末残高 △625,247 △656,224

株主資本合計   

当期首残高 7,208,748 6,791,997

当期変動額   

剰余金の配当 △28,830 △20,199

当期純利益又は当期純損失（△） △349,293 45,175

自己株式の取得 △38,626 △30,976

当期変動額合計 △416,751 △6,000

当期末残高 6,791,997 6,785,996

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △109,661 △49,308

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60,352 94,508

当期変動額合計 60,352 94,508

当期末残高 △49,308 45,200

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △109,661 △49,308

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60,352 94,508

当期変動額合計 60,352 94,508

当期末残高 △49,308 45,200

純資産合計   

当期首残高 7,099,087 6,742,688

当期変動額   

剰余金の配当 △28,830 △20,199

当期純利益又は当期純損失（△） △349,293 45,175

自己株式の取得 △38,626 △30,976

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60,352 94,508

当期変動額合計 △356,398 88,508

当期末残高 6,742,688 6,831,196
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △344,693 49,776

減価償却費 353,873 192,335

減損損失 179,233 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,420 △14,291

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,679 △2,223

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,520 △4,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 1,772

受取利息及び受取配当金 △21,411 △26,826

保険解約返戻金 － △28,008

受取弁済金 － △22,389

為替差損益（△は益） 3,537 4,101

投資有価証券売却損益（△は益） 79,373 △32,691

有形固定資産除却損 1,138 466

売上債権の増減額（△は増加） 54,286 106,342

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,422 41,849

仕入債務の増減額（△は減少） △33,181 △65,371

その他 20,355 △26,852

小計 296,667 173,903

利息及び配当金の受取額 21,974 24,964

弁済金の受取額 － 22,389

法人税等の支払額 △7,847 △8,579

法人税等の還付額 2,690 2,714

営業活動によるキャッシュ・フロー 313,485 215,392

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 △300,000 △600,000

定期預金の払戻による収入 350,000 600,000

有価証券の取得による支出 △950,000 △351,175

有価証券の償還による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △290,346 △26,734

投資有価証券の取得による支出 △252,420 △589,740

投資有価証券の償還による収入 25,539 13,954

投資有価証券の売却による収入 482,316 165,411

保険積立金の解約による収入 － 65,636

その他 △13,956 △9,126

投資活動によるキャッシュ・フロー △948,868 △431,773

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △38,992 △31,295

配当金の支払額 △28,909 △20,297

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,901 △51,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,537 △3,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △706,822 △271,029

現金及び現金同等物の期首残高 2,175,647 ※  1,468,825

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,468,825 ※  1,197,796
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 該当事項はありません。  

  

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 その他有価証券 

 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、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 （１）商品、原材料 

 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。 

 （２）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。 

 （３）貯蔵品  

 最終仕入原価法による原価法（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。 

３．固定資産の減価償却の方法 

 (1）有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（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、取得価額が 万円以上 万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却 

 主な耐用年数は、以下のとおりであります。 

建物     ３～38年 

機械及び装置 ４～７年 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

４．引当金の計上基準 

 (1）貸倒引当金 

 債権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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業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。  

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退任時に支給される慰労金の支払に備えるため、社内規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

５．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ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

６．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。    

(5)財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（重要な会計方針）

10 20
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（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

※１ 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をしております。なお、当事業年度末

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。 

  

※２ 担保に供している資産 

 上記資産は、当座借越契約（極度額 千円）の担保として設定しております。 

なお、期末現在当座借越残高はありません。  

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 

（会計方針の変更）

（貸借対照表関係）

  
 前事業年度 

（平成24年３月31日）  

 当事業年度 

（平成25年３月31日）  

 受取手形 

 支払手形 

 設備関係支払手形  

 8,043千円 

 36,584  

 923  

 6,762千円 

 46,034  

 346  

  
 前事業年度 

（平成24年３月31日）  

 当事業年度 

（平成25年３月31日）  

 建物 

 土地 

 3,619千円 

 42,376  

 3,600千円 

 42,376  

   計  45,995   45,976  

500,000

（損益計算書関係）

  

 前事業年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）  

 当事業年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日）  

 試験研究費 

 販売促進費 

 その他  

 3,077千円 

 6,307  

 381  

 3,033千円 

 3,012  

 131  

   計  9,766   6,176  

  
 前事業年度 

（平成24年３月31日）  

 当事業年度 

（平成25年３月31日）  

   82,410千円  62,532千円 
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※３ 減損損失 

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。 

 当社は、事業用資産については管理会計上の収益管理単位でグルーピングしております。 

 当事業年度において、大型フォトマスクの生産量が減少したことにより、関連する製造設備について、帳簿価

額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（ 千円）として特別損失に計上しました。その内訳

は、機械及び装置 千円、工具、器具及び備品 千円であります。なお、当該資産の回収可能額は使用

価値により測定しており、使用価値は零と算定しております。 

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加78,700株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度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 

  

場所 用途  種類  

千葉県松戸市  製造設備  
機械及び装置 

工具、器具及び備品  

179,233

173,543 5,689

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首株
式数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  5,000,000  －  －  5,000,000

合計  5,000,000  －  －  5,000,000

自己株式         

普通株式（注）  881,336  78,700  －  960,036

合計  881,336  78,700  －  960,036

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  28,830  7 平成23年３月31日 平成23年６月30日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  20,199 利益剰余金  5 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加75,000株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度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 

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 

  

  前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  
当事業年度期首株
式数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  5,000,000  －  －  5,000,000

合計  5,000,000  －  －  5,000,000

自己株式         

普通株式（注）  960,036  75,000  －  1,035,036

合計  960,036  75,000  －  1,035,036

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  20,199  5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成25年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  19,824 利益剰余金  5 平成25年３月31日 平成25年６月28日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円 1,103,697 千円 1,224,478

預入期間が３ヶ月を越える定期預金  △300,000  △300,000

有価証券勘定に含まれる現金同等物  665,127  273,317

現金及び現金同等物  1,468,825  1,197,796

（リース取引関係）
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１．その他有価証券 

前事業年度（平成24年３月31日） 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額22,000千円）については、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

当事業年度（平成25年３月31日） 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額22,000千円）については、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

（有価証券関係）

  種類 貸借対照表計上額
（千円） 

取得原価
（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 

（１）株式  8,451  7,479  972

（２）債券 

  ①国債・地方債等 

  ②社債 

  ③その他 

 

 

 

 

－

100,246

49,470

 

 

 

 

－

99,950

49,000

 

 

 

 

－

296

470

（３）その他  168,502  120,718  47,783

小計  326,670  277,147  49,523

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 

（１）株式  72,213  93,865  △21,652

（２）債券 

  ①国債・地方債等 

  ②社債 

  ③その他 

 

 

 

 

－

85,508

144,163

 

 

 

 

－

107,690

147,610

 

 

 

 

－

△22,182

△3,447

（３）その他  1,901,099  1,952,649  △51,549

小計  2,202,984  2,301,816  △98,831

合計  2,529,655  2,578,964  △49,308

  種類 貸借対照表計上額
（千円） 

取得原価
（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 

（１）株式  38,761  31,659  7,101

（２）債券 

  ①国債・地方債等 

  ②社債 

  ③その他 

 

 

 

 

－

384,339

52,658

 

 

 

 

－

324,692

47,610

 

 

 

 

－

59,647

5,047

（３）その他  149,701  88,900  60,801

小計  625,460  492,863  132,597

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 

（１）株式  46,434  71,000  △24,566

（２）債券 

  ①国債・地方債等 

  ②社債 

  ③その他 

 

 

 

 

－

194,577

195,749

 

 

 

 

－

208,865

200,150

 

 

 

 

－

△14,288

△4,400

（３）その他  1,688,408  1,707,520  △19,111

小計  2,125,169  2,187,536  △62,366

合計  2,750,629  2,680,399  70,230
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２．売却したその他有価証券 

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  

３．減損処理を行った有価証券  

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

 前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

 当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。  

種 類  売却額
（千円） 

売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

（１）株式  

（２）債券 
－ － －

 ①国債・地方債等 318,534 － 42,309

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

（３）その他 165,356 － 37,064

合計 483,891 － 79,373

種 類  売却額
（千円） 

売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

（１）株式  

（２）債券 
－ － －

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

（３）その他 165,411 32,691 －

合計 165,411 32,691 －

（デリバティブ取引関係）
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 前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、確定給付年金制度と厚生年金基金制度（東京写真製版厚生年金基金）を

併用しております。 

 この他、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合があります。   

 ２．退職給付債務に関する事項 

 なお、当社は、退職給付に係る会計基準を適用するにあたっては、簡便法を採用しております。 

 ３．退職給付費用の内訳 

  （注）上記の退職給付費用以外に特別退職金 千円を特別損失に計上しております。 

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

（退職給付関係）

  
 前事業年度 

（平成24年３月31日）  

 当事業年度 

（平成25年３月31日）  

 退職給付債務 

 年金資産 

 未積立退職給付債務 

 退職給付引当金  

 △181,004千円 

 131,537  

 △49,466

△49,466
  

 △187,730千円 

 142,347  

 △45,383

△45,383
  

  

 前事業年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）  

 当事業年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日）  

 勤務費用 

         （注） 

 44,556千円 

      

 46,401千円 

8,411
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 ４．厚生年金基金制度 

 当社は複数事業主制度の東京写真製版厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産

の額を合理的に計算することができないため、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しており

ます。また同基金の年金資産残高のうち当社の加入員比により按分された当社の年金資産残高は「２.退職給付

債務に関する事項」の年金資産には含まれておりません。 

（１）制度全体の積立状況に関する事項 

  

（２）制度全体に占める当社の加入人数割合 

前事業年度  ％（平成24年３月31日） 

当事業年度  ％（平成25年３月31日）  

  

（３）補足説明 

前事業年度（平成24年３月31日）  

 上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高 千円、資産評

価調整加算額 千円、繰越不足分 千円及び当年度不足金 千円であります。本制

度における過去勤務債務の償却方法は期間 年の定率償却であります。 

当事業年度（平成25年３月31日）  

 上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高 千円、繰越不

足分 千円及び当年度不足金 千円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法

は期間 年の定率償却であります。 

 該当事項はありません。 

  
 前事業年度 

（平成24年３月31日）  

 当事業年度 

（平成25年３月31日）  

年金資産の額 

年金財政計算上の給付債務の額 

 9,082,307千円 

14,727,755  

 9,430,874千円 

14,119,909  

差引額 △5,645,447  △4,689,034  

5.72

6.11

1,892,749

841,284 1,183,481 1,727,633

20

1,836,150

2,911,114 1,304,498

20

（ストック・オプション等関係）
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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、取締役会が、

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

す。 

 当社は、製品別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「スクリーンマスク」、「フォト

マスク」の２つを報告セグメントとしております。 

 「スクリーンマスク」は、主にコンデンサー（※１）や太陽電池向け等の受動部品用やＦＰＣ（※２）、

半導体パッケージ（※３）等の接続部品用に生産しております。「フォトマスク」は、主にＰＤＰ向け等

の表示素子用に生産しております。 

※１ コンデンサー 

  電荷を蓄える部品。対向した電極をもち、電極間に誘電体を介在する部品 

※２ ＦＰＣ 

  ＦＰＣ（フレキシブル基板）は、柔軟性があり大きく変形させることが可能なプリント基板 

※３ 半導体パッケージ 

  回路基板を収納する容器。その内容物を保護し、他の回路に接続するための端子を蓄えている 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であ

ります。 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによるセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日） 

                                        （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「スクリーン印刷

用資機材」等を含んでおります。 

   ２．当社は、各セグメントに属する製品を同一の設備において生産しているため、資産及び負債を

セグメントごとに分類することは困難であります。 

 また、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績の評価を行うための対象としているものでは

ありませんので、セグメントごとの資産及び負債の状況については、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

  

報告セグメント その他 

（注）１ 
合計 

スクリーンマスク フォトマスク 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  

  

   

   

1,243,775

－

  

  

   

736,925

－

  

   

   

1,980,700

－

  

    

  

121,741

－

  

   

   

2,102,441

－

計    1,243,775    736,925    1,980,700    121,741    2,102,441

セグメント利益   199,172    103,104    302,276    23,445    325,722

その他の項目 

減価償却費     129,836    212,932   342,769   －   342,769
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当事業年度（自 平成24年４月１日  至 平成25年３月31日） 

                                        （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「スクリーン印刷

用資機材」等を含んでおります。 

   ２．当社は、各セグメントに属する製品を同一の設備において生産しているため、資産及び負債を

セグメントごとに分類することは困難であります。 

 また、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績の評価を行うための対象としているものでは

ありませんので、セグメントごとの資産及び負債の状況については、記載を省略しております。

４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。 

（単位：千円）

  

  

  

報告セグメント その他 

（注）１ 
合計 

スクリーンマスク フォトマスク 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  

  

   

   

1,244,427

－

  

  

   

349,689

－

  

   

   

1,594,116

－

  

    

  

97,716

－

  

   

   

1,691,833

－

計    1,244,427    349,689    1,594,116    97,716    1,691,833

セグメント利益   272,104    75,143    347,248    18,347    365,596

その他の項目 

減価償却費     105,875    74,457   180,333   －   180,333

利益 前事業年度  当事業年度  

報告セグメント計  

「その他」の区分の利益  

全社費用（注）  

   

     

   

302,276

23,445

△418,021

   

     

   

347,248

18,347

△418,885

財務諸表の営業損失（△）    △92,299    △53,290

その他の項目 
報告セグメント計 その他 調整額 財務諸表計上額 

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度

減価償却費 342,769 180,333 －  － 11,104  12,002 353,873  192,335
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,669.00円 

１株当たり当期純損失金額（△） △85.21円 

１株当たり純資産額 1,722.89円 

１株当たり当期純利益金額 11.32円 

 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り、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △349,293  45,175

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 △349,293  45,175

期中平均株式数（株）  4,099,226  3,991,410

（重要な後発事象）
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