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（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 ％ 

25年６月期  11,397  △7.6  2,149  △30.4  2,536  △14.7  1,610  △10.5

24年６月期  12,337  △3.0  3,088  26.5  2,974  29.5  1,798  18.5

（注）包括利益 25年６月期 1,753百万円 （ ％） 0.6   24年６月期 1,743百万円 （ ％） 16.2

  
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６月期  71.43  71.33  10.5  12.5  18.9

24年６月期  79.79  79.66  12.8  14.3  25.0

（参考）持分法投資損益 25年６月期 －百万円   24年６月期 －百万円 
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益
を算定しております。

  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６月期  19,911  15,819  79.3  700.31

24年６月期  20,774  14,777  71.0  654.05

（参考）自己資本 25年６月期 15,785百万円   24年６月期 14,741百万円
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産を算定しております。

  
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６月期  602  △137  △1,303  3,967

24年６月期  2,575  △52  △2,168  4,625

  
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 ％ ％

24年６月期 －  0.00 － 53.00 53.00  597 33.2 4.2

25年６月期 －  0.00 － 48.00 48.00  540 33.6 3.5

26年６月期（予想） －  0.00 － 20.00 20.00   31.1  

（注）25年６月期期末配当の内訳 普通配当43円00銭 東証第一部上場記念配当５円00銭 
 当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま
す。なお、当該株式分割は平成25年７月１日を効力発生日としておりますので、平成25年６月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株
式数を基準に配当を実施いたします。

３．平成26年６月期の連結業績予想（平成25年７月１日～平成26年６月30日）
  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  4,500  △31.5  50  △97.2  50  △97.4  30  △97.6  1.33

通期  13,400  17.6  2,250  4.7  2,250  △11.3  1,450  △9.9  64.33
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。連結業績予想の「１株当たり当期純利益」につきましては、当該株式分割後の数値を記載しております。



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  

（参考）個別業績の概要 

平成25年６月期の個別業績（平成24年７月１日～平成25年６月30日） 

  

 
  
（２）個別財政状態 

 
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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   

－ － － －

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
（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（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.14「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計上の見

積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年６月期 23,571,600株 24年６月期 23,571,600株

②  期末自己株式数 25年６月期 1,030,800株 24年６月期 1,032,800株

③  期中平均株式数 25年６月期 22,538,932株 24年６月期 22,534,540株
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ
ております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数(自己株式を含む)、期末自己株式
数及び期中平均株式数を算定しております。

（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 ％ 

25年６月期  10,739  △9.6  1,995  △25.7  2,623  △7.6  1,745  △2.2

24年６月期  11,881  0.3  2,684  39.1  2,840  49.9  1,784  38.9

  
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 

25年６月期  77.44  77.33

24年６月期  79.17  79.04
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益
を算定しております。

  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６月期  19,357  15,305  78.9  677.52

24年６月期  20,151  14,100  69.8  624.02

（参考）自己資本 25年６月期 15,271百万円   24年６月期 14,064百万円
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産を算定しております。

 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連結財
務諸表の監査手続は終了しておりません。

(将来に関する記述等についての注意) 
 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、当社が発表日現在において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って大きく
異なる結果となる可能性があります。 
(決算説明会内容の入手方法について) 
 当社では平成25年８月14日(水)にアナリスト・機関投資家向け説明会を開催します。この説明会で配布する資料については、開催後当社
ホームページに掲載する予定です。
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（１）経営成績に関する分析 

 ① 当期（平成25年６月期）の概況  

当連結会計年度の世界経済は、米国では雇用や住宅等一部の経済指標に改善の兆しが見られるものの、財政不

安の拡大による欧州における景気低迷の長期化、先進国向け輸出の低迷や金融引き締めの影響による中国や他の新

興国における経済成長率の鈍化など、全体としては不透明な状況が続きました。 

日本経済は、平成24年中は世界的な景気減速と円高の継続による輸出の不振から低迷しましたが、年末の政権

交代以降は、新しい経済政策と大胆な金融緩和策による円高是正と株価の上昇が進み、景気回復への期待感が増し

ています。 

当社グループの主要販売先である半導体業界では、ＰＣ需要の不振などからメモリー系デバイスメーカーの投

資抑制が続き、また、前期まで積極的に設備投資していた大手ファウンドリメーカーが投資を抑制し始めたことか

ら、厳しい市況となりました。しかし、今年春頃よりロジック系に加え、メモリー系デバイスの投資にも回復の兆

しが見られました。 

ＦＰＤ業界は、主力のテレビ向け大型液晶パネルの市場が成熟期に入り、かつてのような大型投資は望めない

状況となりました。  

エネルギー・環境関連分野では、太陽電池は供給過剰が続き、金額ベースでの市場の成長は足踏みしました。

一方、リチウムイオン２次電池の市場は電気自動車向けを中心に順調な拡大が続きました。電力制御に使用される

パワーデバイスの市場において、ＳｉＣやＧａＮと呼ばれる新材料を用いたデバイスの市場が、小さいながらも伸

長しました。 

このような状況下、当社グループの連結売上高は113億97百万円（前連結会計年度比7.6％減）となりました。 

製品品目別に見ますと、半導体関連装置が90億86百万円（前連結会計年度比3.2％増）、ＦＰＤ関連装置が２億

29百万円（前連結会計年度比85.3％減）、レーザー顕微鏡が５億46百万円（前連結会計年度比25.3％減）となりま

した。 

また、連結損益につきましては、大きく市場が変化したことから在庫に対する評価損を計上し、営業利益が21

億49百万円（前連結会計年度比30.4％減）、経常利益が25億36百万円（前連結会計年度比14.7％減）、当期純利益

は16億10百万円（前連結会計年度比10.5％減）となりました。 

② 次期（平成26年６月期）の見通し  

今後の世界経済は、米国や日本を中心に緩やかな回復が見込まれますが、欧州の景気低迷の継続と新興国の景

気減速等の不安要因も大きく、引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。 

当社グループの主要販売先である半導体業界では、スマートフォンやタブレット型端末等が需要を牽引し、ロ

ジック系デバイスの投資が継続される一方、メモリー系デバイスの投資が増加することにより、全体として当期以

上の設備投資が見込まれます。 

このような環境において、当社グループは、半導体関連分野に注力することで売上の拡大を図ります。通期の

連結業績につきましては、売上高134億円、営業利益22億50百万円、経常利益22億50百万円、当期純利益14億50百

万円を予測しております。 

    

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末における総資産は199億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億62百万円減少いたしまし

た。これは主に、流動資産のその他が２億６百万円、流動資産の繰延税金資産が１億49百万円増加したものの、現金

及び預金が６億45百万円、受取手形及び売掛金が５億16百万円減少したことによるものであります。 

 負債につきましては、当連結会計年度末残高は40億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億４百万円減少い

たしました。これは主に、長期借入金が７億６百万円、前受金が６億92百万円、未払法人税等が４億43百万円減少し

たことによるものであります。 

 株主資本につきましては、当連結会計年度末残高は158億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億円増加い

たしました。これは主に、剰余金の配当により５億97百万円、レーザーテック・タイワン・インクを連結の範囲に含

めたことにより１億14百万円減少したものの、当期純利益を16億10百万円計上したことによるものであります。 

  株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は158億19百万円となり、また自己資本比

率は79.3％となりました。  

１．経営成績・財政状態に関する分析



② キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億57百万円減少し39億67百万円とな

りました。当連結会計年度におけるキャッシュ・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・フローにつきましては、６億２百万円の収入（前年同期比76.6％減）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益24億91百万円に加え、売上債権の減少額５億56百万円などの収入要因が、法人

税等の支払額14億32百万円、前受金の減少額７億16百万円、仕入債務の減少額２億91百万円などの支出要因を上回っ

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・フローにつきましては、１億37百万円の支出（前年同期比162.7％増）となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出１億22百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、13億３百万円の支出（前年同期比39.9％減）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出７億６百万円及び配当金の支払額５億97百万円などによるものでありま

す。  
  

    なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

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 

 （注１）各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 （注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースにより計算しております。 

 （注３）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。 

 （注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

おります。 

  

（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、従来から安定的な利益還元を行うとともに、業績に応じた弾力的な配当政策を行い、連結での配当性向

30％を目処とすることを利益配分に関する基本方針としております。今後も、企業体質の強化と業績の向上をはかり、

業績に応じた弾力的な配当政策を行うとともに、安定的な利益還元を行ってまいります。 

内部留保については、新技術・新製品の研究開発投資、業容の拡大に伴う設備投資、優秀な人材の獲得などに有効

に活用し、企業体質の一層の強化と長期安定的な経営基盤の確立に役立てていく方針であります。 

なお、当期は、当社の東京証券取引所市場第一部銘柄の指定にあたり、株主の皆様の日頃のご厚情にお応えするた

め、通常の期末配当金43円に記念配当5円を加え、１株当たり48円の配当を予定しております。 

次期配当金については、次期業績の見通しにより１株当たり20円とさせて頂く予定であります。なお、連結配当性

向については31.1％となる見通しです。 

（注） 当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割

合で株式分割を行っております。そのため、平成26年６月期の配当金については、当該株式分割後の数値を

記載しております。  

  

  平成22年6月期 平成23年6月期 平成24年6月期 平成25年6月期

自己資本比率(%） 64.1 64.2  71.0 79.3

時価ベースの自己資本比率(%) 54.9 62.0  79.9 142.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年）  －  1.1  0.7  2.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 241.4 101.1  60.8 30.1



  当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントでありますが、当社グループが

営んでいる主な事業内容は、半導体関連装置、ＦＰＤ関連装置及びレーザー顕微鏡等の設計、製造、販売並びにこれら

に係るサービスに区分されます。 

半導体関連装置、ＦＰＤ関連装置及びレーザー顕微鏡等の設計、製造は連結財務諸表提出会社（以下「当社」とい

う）が行っております。 

販売については、国内及びアジア地域に対しては当社が行っており、北米地域及び欧州地域に対しては連結子会社

のレーザーテック・ユー・エス・エー・インクが行っております。 

サービスについては、国内及びアジア地域（韓国と台湾を除く）に対しては当社が行っており、北米地域並びに欧

州地域に対しては連結子会社のレーザーテック・ユー・エス・エー・インク、韓国に対しては連結子会社のレーザーテ

ック・コリア・コーポレーション、台湾に対しては連結子会社のレーザーテック・タイワン・インクが行っておりま

す。 

（注）レーザーテック・タイワン・インクは重要性が増したため、当連結会計年度から連結の範囲に含めておりま

す。  

なお、当社及び各関係会社等の事業を事業系統図によって示すと以下の通りとなります。  

 
  

２．企業集団の状況



  

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」を経営理念に、半導体・ＦＰ

Ｄをはじめとする先端分野の市場に、各種検査・計測システムを提供してまいりました。今後もこの経営理念を堅持

し、「世界中のお客様から何か困ったことが有れば、真っ先に声をかけて頂ける」会社を目指します。そのために、当

社のコア技術である光技術を軸として、精密機械・エレクトロニクス・ソフトウエアの先進複合技術で、どこよりも早

くソリューションを顧客に提供し貢献していくことを会社のミッションとしています。 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、企業の価値を高め続けることが、本来あるべき企業の成長の姿と考えており、この成長により、

株主をはじめとするすべてのステークホルダー（利害関係者）の満足度向上を目指します。 

当社グループが主に関係する半導体業界は、技術革新のスピードが速く、常に 先端に向けた開発投資を継続的に行う

必要があります。成長への投資を継続しつつ確固たる財務基盤を築くために、営業利益率20％以上を目標としておりま

す。 

（３）会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社は、平成22年６月期より９カ年の新中期経営計画を推進中で、次期（平成26年6月期）は、そのフェーズⅠの2

年目になります。フェーズⅠは、コアビジネスの強化と新たな事業の柱を打ち立てる事を経営の基本に置き、成長戦略

を進めてまいります。次期は、下記のような課題に取り組みます。 

① コアビジネスの強化 

  フォトマスク欠陥検査装置やＥＵＶＬ用マスクブランクス検査装置、ＦＰＤ用大型マスク欠陥検査装置などの次世

代機の開発と積極的な販売で、さらに強化を図ります。 

② 新規事業の立ち上げ 

 新たなアプリケーションに適応した半導体ウェハ検査の分野で、当社の強みを発揮できる新規事業を複数立ち上

げます。すでに立ち上がっている新規事業を拡販し、事業の柱に育てます。 

③ 経営体質の強化 

・中長期視点に基づく人材採用と人材育成を強化します。 

・売掛金の早期回収や在庫回転率を早めることで資金効率の向上を図ります。 

・海外現地法人の経営体質を強化します。 

（４）内部管理体制の整備・運用状況 

 有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条の３に規定するコーポレート・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」に記載した内容と重複するため、記載を省略してお

ります。  

３．経営方針



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24年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,673,530 4,027,941

受取手形及び売掛金 3,033,841 2,517,020

仕掛品 3,676,308 3,692,425

原材料及び貯蔵品 444,886 494,111

繰延税金資産 840,577 990,321

その他 590,561 797,075

貸倒引当金 △135,959 △49,161

流動資産合計 13,123,747 12,469,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  3,628,600 ※1  3,593,660

減価償却累計額 △1,351,888 △1,463,041

建物及び構築物（純額） 2,276,711 2,130,618

機械装置及び運搬具 ※1  147,371 ※1  147,371

減価償却累計額 △125,329 △131,030

機械装置及び運搬具（純額） 22,042 16,340

工具、器具及び備品 764,477 838,243

減価償却累計額 △646,149 △671,009

工具、器具及び備品（純額） 118,327 167,234

土地 ※1  4,254,773 ※1  4,254,773

有形固定資産合計 6,671,855 6,568,967

無形固定資産 561 577

投資その他の資産   

投資有価証券 338,947 359,901

長期未収入金 ※2  366,670 ※2  293,336

繰延税金資産 190,191 137,816

その他 83,965 81,335

貸倒引当金 △1,645 △286

投資その他の資産合計 978,128 872,103

固定資産合計 7,650,545 7,441,648

資産合計 20,774,292 19,911,383



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 772,491 774,642

1年内返済予定の長期借入金 ※1  706,000 ※1  706,000

未払法人税等 873,791 430,767

前受金 1,120,801 428,484

役員賞与引当金 116,300 111,000

製品保証引当金 358,976 360,959

その他 554,073 530,506

流動負債合計 4,502,434 3,342,360

固定負債   

長期借入金 ※1  1,179,000 ※1  473,000

退職給付引当金 282,903 244,606

その他 32,190 31,887

固定負債合計 1,494,094 749,493

負債合計 5,996,529 4,091,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 13,940,437 14,838,857

自己株式 △981,843 △979,942

株主資本合計 14,969,953 15,870,274

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,859 66,499

為替換算調整勘定 △238,257 △151,190

その他の包括利益累計額合計 △228,397 △84,690

新株予約権 36,208 33,945

純資産合計 14,777,763 15,819,528

負債純資産合計 20,774,292 19,911,383



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 12,337,483 11,397,278

売上原価 ※1  5,787,414 ※1  6,042,754

売上総利益 6,550,068 5,354,523

販売費及び一般管理費 ※2  3,461,342 ※2  3,205,164

営業利益 3,088,726 2,149,358

営業外収益   

受取利息 6,851 4,805

受取配当金 4,260 3,252

為替差益 － 372,638

固定資産賃貸料 1,737 1,895

その他 3,158 25,275

営業外収益合計 16,007 407,867

営業外費用   

支払利息 41,969 19,922

為替差損 67,914 －

固定資産賃貸費用 20,791 －

その他 － 675

営業外費用合計 130,676 20,597

経常利益 2,974,057 2,536,629

特別損失   

固定資産処分損 4,157 －

和解金 － ※3  45,000

特別損失合計 4,157 45,000

税金等調整前当期純利益 2,969,900 2,491,629

法人税、住民税及び事業税 1,147,352 1,007,958

法人税等調整額 24,468 △126,424

法人税等合計 1,171,821 881,533

少数株主損益調整前当期純利益 1,798,079 1,610,095

当期純利益 1,798,079 1,610,095



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,798,079 1,610,095

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 ※  1,134 ※  56,640

為替換算調整勘定 ※  △55,280 ※  87,066

その他の包括利益合計 ※  △54,146 ※  143,707

包括利益 1,743,932 1,753,802

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,743,932 1,753,802

少数株主に係る包括利益 － －



（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23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 931,000 931,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 931,000 931,000

資本剰余金   

当期首残高 1,080,360 1,080,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,080,360 1,080,360

利益剰余金   

当期首残高 12,602,591 13,940,437

当期変動額   

剰余金の配当 △461,865 △597,278

当期純利益 1,798,079 1,610,095

連結範囲の変動 － △114,759

自己株式の処分 1,631 362

当期変動額合計 1,337,845 898,420

当期末残高 13,940,437 14,838,857

自己株式   

当期首残高 △990,220 △981,843

当期変動額   

自己株式の取得 △179 －

自己株式の処分 8,556 1,901

当期変動額合計 8,376 1,901

当期末残高 △981,843 △979,942

株主資本合計   

当期首残高 13,623,730 14,969,953

当期変動額   

剰余金の配当 △461,865 △597,278

当期純利益 1,798,079 1,610,095

連結範囲の変動 － △114,759

自己株式の取得 △179 －

自己株式の処分 10,188 2,264

当期変動額合計 1,346,222 900,321

当期末残高 14,969,953 15,870,274



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30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 8,725 9,859

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,134 56,640

当期変動額合計 1,134 56,640

当期末残高 9,859 66,499

為替換算調整勘定   

当期首残高 △182,976 △238,257

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,280 87,066

当期変動額合計 △55,280 87,066

当期末残高 △238,257 △151,190

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △174,251 △228,397

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54,146 143,707

当期変動額合計 △54,146 143,707

当期末残高 △228,397 △84,690

新株予約権   

当期首残高 46,391 36,208

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,183 △2,263

当期変動額合計 △10,183 △2,263

当期末残高 36,208 33,945

純資産合計   

当期首残高 13,495,871 14,777,763

当期変動額   

剰余金の配当 △461,865 △597,278

当期純利益 1,798,079 1,610,095

連結範囲の変動 － △114,759

自己株式の取得 △179 －

自己株式の処分 10,188 2,264

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64,330 141,444

当期変動額合計 1,281,892 1,041,765

当期末残高 14,777,763 15,819,528



（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23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６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利益 2,969,900 2,491,629

減価償却費 256,603 226,722

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120,193 △88,397

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 46,000 △5,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） 166,826 △9,703

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,760 △39,274

受取利息及び受取配当金 △11,112 △8,058

支払利息 41,969 19,922

為替差損益（△は益） 13,078 △76,995

有形固定資産処分損益（△は益） 4,157 －

長期未収入金の増減額（△は増加） 73,334 73,334

売上債権の増減額（△は増加） 172,951 556,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △626,908 △46,273

仕入債務の増減額（△は減少） 132,725 △291,196

前受金の増減額（△は減少） 369,531 △716,570

その他 194,844 △38,557

小計 3,912,336 2,047,580

利息及び配当金の受取額 11,064 8,195

利息の支払額 △42,374 △20,021

法人税等の支払額 △1,305,570 △1,432,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,575,455 602,932

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △13,760 －

有形固定資産の取得による支出 △52,694 △122,522

投資有価証券の取得による支出 △57,000 －

貸付けによる支出 △81,304 －

差入保証金の回収による収入 176,726 －

その他 △24,477 △15,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,510 △137,962

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,706,000 △706,000

自己株式の取得による支出 △179 －

自己株式の売却による収入 4 1

配当金の支払額 △461,865 △597,278

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,168,040 △1,303,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64,439 118,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,465 △719,751

現金及び現金同等物の期首残高 4,334,904 4,625,370

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）

－ 61,982

現金及び現金同等物の期末残高 ※  4,625,370 ※  3,967,601



 該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

 当社の連結子会社は次の３社であります。 

 レーザーテック・ユー・エス・エー・インク 

 レーザーテック・コリア・コーポレーション 

 レーザーテック・タイワン・インク 

 前連結会計年度まで当社の持分法非適用の非連結子会社であったレーザーテック・タイワン・インクは重要

性が増したため、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。  

 当社は全ての子会社を連結することとなったため、非連結子会社はありません。  

２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

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 

(イ）有 価 証 券 

 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） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(ロ）た な 卸 資 産 

① 仕掛品 

  個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）  

② 原材料及び貯蔵品 

  先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）  

  （貯蔵品は 終仕入原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成12年７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。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物    ５～50年 

工具、器具及び備品  ２～15年 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(ロ）役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(ハ）製品保証引当金 

無償サービス保証期間内における保守、修繕費用等の支出に備えるため、過去の無償サービス費用の

実績に基づいて発生見込額を計上しております。 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員に対する退職給付に備えるため、期末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき

計上しております。 

（５）連結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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）



(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社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として計上しております。 

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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は税抜方式によっております。 

   

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年７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。 

 なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）



  

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  

※２ 長期未収入金 

(1) 長期未収入金の概要       

 横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第10条及び第11条に基づき、平成20年12月12日に

報告した確定投下資本額について、平成21年１月15日に認定を受けた助成金の交付額の総額 千円を10年間

に分割して交付されることになりました。当連結会計年度末までに受領済の交付金６回分 千円を除いた残

額 千円を長期未収入金として計上しております。  

  なお、各年の助成金交付額は毎年当社の申請により横浜市の予算状況により決定されるものであります。 

(2) 認定の内容       

  認定の年月日及び番号      

      平成21年１月15日経観誘国第407号  

(3) 認定事業者の条件       

 横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第13条により、認定事業者は、企業立地等に係る

事業を開始した日から原則として10年を経過する日までの間、当該企業立地等に係る事業を継続しなければならな

いとされています。   

(4) 当連結会計年度末において当助成金の適用を受けて有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額 

   

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成25年６月30日） 

建物及び構築物 千円 2,071,780 千円 1,940,583

機械装置及び運搬具  18,555  13,916

土地  3,730,766  3,730,766

計  5,821,102  5,685,266

  
前連結会計年度 

（平成24年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成25年６月30日） 

１年内返済予定の長期借入金 千円 706,000 千円 706,000

長期借入金  1,179,000  473,000

計  1,885,000  1,179,000

732,566

439,230

293,336

認定された投下資本額 千円7,325,667

助成金の交付予定額 千円732,566

土地   400,000千円 

建物及び構築物   324,566  

機械装置及び運搬具   8,000  

圧縮記帳額合計   732,566  



※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

   

※２ （1）販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

（2）研究開発費は全て一般管理費に含まれております。  

  

※３ 和解金 

納入装置不具合による損害に係る和解金であります。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年６月30日） 

千円 △114,692 千円 660,742

  
前連結会計年度 

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年６月30日） 

販売手数料 千円 77,326 千円 33,761

広告宣伝費   55,011  55,734

貸倒引当金繰入額   120,193  △87,038

役員報酬   180,300  196,500

給料及び賞与   793,617  912,331

役員賞与引当金繰入額   116,300  111,000

退職給付引当金繰入額   28,343  15,154

福利厚生費   145,386  183,125

旅費交通費   138,462  151,846

減価償却費   80,576  79,217

支払手数料   262,489  275,888

研究開発費   1,331,182  1,003,492



※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年６月30日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 625 千円 87,543

組替調整額  －  －

税効果調整前  625  87,543

税効果額  508  △30,902

その他有価証券評価差額金  1,134  56,640

為替換算調整勘定：     

当期発生額  △55,280  87,066

その他の包括利益合計  △54,146  143,707



     前連結会計年度（自 平成23年７月１日 至 平成24年６月30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）１.普通株式の自己株式の株式数の増加108株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少4,500株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

       

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項   

     ３．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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

摘要 

発行済株式           

普通株式  11,785,800  －  －  11,785,800   

合計  11,785,800  －  －  11,785,800      

自己株式           

普通株式  520,792  108  4,500  516,400 （注）１.２.  

合計  520,792  108  4,500  516,400      

 区分  新株予約権の内訳  

新株予約権 
の目的とな 
る株式の種

類  

 新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

 当連結会計
年度期首  

 当連結会計
年度増加  

 当連結会計 
年度減少  

 当連結会計 
年度末  

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
  －    －  －  －  －  36,208

合計 －   －  －  －  －  36,208

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９月28日 

定時株主総会 
  普通株式  461,865  41 平成23年６月30日 平成23年９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24年９月26日 

定時株主総会 
 普通株式  597,278 利益剰余金  53 平成24年６月30日 平成24年９月27日



     当連結会計年度（自 平成24年７月１日 至 平成25年６月30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減少1,000株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

  

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項   

     ３．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  

（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を実施しております。当該株式分割は平成25年７月１日を効力発生日としておりますので、平成25年６

月30日を基準日とする配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

摘要 

発行済株式           

普通株式  11,785,800  －  －  11,785,800   

合計  11,785,800  －  －  11,785,800      

自己株式           

普通株式  516,400  －  1,000  515,400 （注） 

合計  516,400  －  1,000  515,400      

 区分  新株予約権の内訳  

新株予約権 
の目的とな 
る株式の種

類  

 新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

 当連結会計
年度期首  

 当連結会計
年度増加  

 当連結会計 
年度減少  

 当連結会計 
年度末  

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
  －    －  －  －  －  33,945

合計 －   －  －  －  －  33,945

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９月26日 

定時株主総会 
  普通株式  597,278  53 平成24年６月30日 平成24年９月27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９月26日 

定時株主総会 
 普通株式  540,979 利益剰余金  48 平成25年６月30日 平成25年９月27日



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

   

前連結会計年度（自 平成23年７月１日 至 平成24年６月30日） 

  当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、記載

を省略しております。  

  

当連結会計年度（自 平成24年７月１日 至 平成25年６月30日） 

  当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、記載

を省略しております。  

   

（注）１．当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割

合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株

当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。  

   ２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

   

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年６月30日） 

現金及び預金勘定 4,673,530千円 4,027,941千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △48,160  △60,340  

現金及び現金同等物 4,625,370  3,967,601  

（セグメント情報等）

 （セグメント情報）

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年６月30日）

１株当たり純資産額       円05銭 654       円 銭 700 31

１株当たり当期純利益 円 銭 79 79 円 銭 71 43

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 銭  79 66 円 銭  71 33

  
前連結会計年度 

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年６月30日）

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円）  1,798,079  1,610,095

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（千円）  1,798,079  1,610,095

普通株式の期中平均株式数（株）  22,534,540  22,538,932

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  36,414  31,856

（うち新株予約権付社債）  －  －

（うち新株予約権）  (36,414)  (31,856)

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 

────── ────── 



  （株式分割及び定款の一部変更） 

当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で株式分割及び定款の一部変更

を行っております。 

(1)株式分割及び定款の一部変更の目的 

当社株式の流動性を高めて、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡

大を図ることを目的としております。 

(2)分割の方法 

平成25年６月30日（日曜日）を基準日（ただし、前日及び当日は当社株主名簿管理人の休業日につき

実質的には平成25年６月28日（金曜日））として、同日 終の株主名簿に記録された株主の所有する当社

普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割しております。 

(3)分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数    ： 11,785,800 株 

今回の分割により増加する株式数  ： 11,785,800 株 

株式分割後の発行済株式総数    ： 23,571,600 株 

株式分割後の発行可能株式総数   ： 64,000,000 株 

(4)株式分割の効力発生日 

平成25年７月１日（月曜日） 

(5)１株当たり情報に及ぼす影響 

「１株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しており、

これによる影響については、当該箇所に記載しております。 

  

 リース取引、関連当事者情報、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、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記については、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。  

（重要な後発事象）

（開示の省略）



 （１）品目別生産実績 

     当連結会計年度における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

   （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

      ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 （２）品目別受注高及び受注残高 

     当連結会計年度における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。  

   （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

      ２．受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。 

      ３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

 （３）品目別販売実績 

     当連結会計年度における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

   （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（ご参考資料）

品      目 生   産   高 前 年 同 期 比 

               千円           ％ 

製 半導体関連装置  7,155,054  59.5

  ＦＰＤ関連装置  239,077  31.4

品 レーザー顕微鏡  677,838  99.6

  小計  8,071,971  59.9

サービス  1,535,646  123.9

合計  9,607,618  65.3

品      目 
受   注   高 受  注  残  高 

      金    額 前年同期比       金    額 前年同期比 

    千円 ％ 千円 ％ 

製 半導体関連装置  6,443,645  52.1  4,043,202  60.5

  ＦＰＤ関連装置  209,036  145.2  3,816  16.0

品 レーザー顕微鏡  515,429  71.1  98,644  76.1

  小計  7,168,111  54.2  4,145,662  60.6

サービス  1,597,066  123.2  248,065  132.9

合計  8,765,178  60.3  4,393,728  62.5

品      目 販   売   高 前 年 同 期 比 

                千円              ％ 

製 半導体関連装置  9,086,178  103.2

  ＦＰＤ関連装置  229,020  14.7

品 レーザー顕微鏡  546,432  74.7

  小計  9,861,631  88.9

サービス  1,535,646  123.9

合計  11,397,278  92.4



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当事業年度 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,149,565 3,165,643

受取手形 97,316 215,556

売掛金 2,796,878 2,514,565

仕掛品 3,677,770 3,695,844

原材料及び貯蔵品 419,755 446,783

前渡金 54,844 56,729

前払費用 27,502 27,805

繰延税金資産 882,048 1,023,182

未収入金 366,644 622,916

その他 81,338 53,920

貸倒引当金 △135,006 △48,674

流動資産合計 12,418,658 11,774,272

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,568,541 3,532,191

減価償却累計額 △1,316,428 △1,421,489

建物（純額） 2,252,113 2,110,701

構築物 52,217 51,644

減価償却累計額 △31,864 △34,648

構築物（純額） 20,352 16,996

機械及び装置 147,371 147,371

減価償却累計額 △125,329 △131,030

機械及び装置（純額） 22,042 16,340

工具、器具及び備品 736,912 798,494

減価償却累計額 △621,965 △636,900

工具、器具及び備品（純額） 114,947 161,594

土地 4,254,773 4,254,773

有形固定資産合計 6,664,229 6,560,407

無形固定資産 494 494

投資その他の資産   

投資有価証券 272,358 359,901

関係会社株式 147,729 147,729

長期未収入金 366,670 293,336

破産更生債権等 1,645 286

繰延税金資産 215,729 162,102

その他 65,498 59,067

貸倒引当金 △1,645 △286

投資その他の資産合計 1,067,985 1,022,137

固定資産合計 7,732,709 7,583,039

資産合計 20,151,367 19,357,312



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当事業年度 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 720,309 771,255

1年内返済予定の長期借入金 706,000 706,000

未払金 500,328 464,830

未払費用 62,539 64,149

未払法人税等 853,079 422,305

前受金 1,093,869 400,891

預り金 98,741 96,127

役員賞与引当金 116,300 111,000

製品保証引当金 325,184 271,101

その他 84,481 1,171

流動負債合計 4,560,832 3,308,831

固定負債   

長期借入金 1,179,000 473,000

退職給付引当金 279,042 238,589

その他 31,504 31,044

固定負債合計 1,489,547 742,633

負債合計 6,050,380 4,051,465

純資産の部   

株主資本   

資本金 931,000 931,000

資本剰余金   

資本準備金 1,080,360 1,080,360

資本剰余金合計 1,080,360 1,080,360

利益剰余金   

利益準備金 159,038 159,038

その他利益剰余金   

別途積立金 9,212,000 9,212,000

繰越利益剰余金 3,654,366 4,802,946

利益剰余金合計 13,025,404 14,173,984

自己株式 △981,843 △979,942

株主資本合計 14,054,920 15,205,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,859 66,499

評価・換算差額等合計 9,859 66,499

新株予約権 36,208 33,945

純資産合計 14,100,987 15,305,846

負債純資産合計 20,151,367 19,357,312



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高   

製品売上高 10,988,664 9,649,226

サービス売上高 892,891 1,090,669

売上高合計 11,881,556 10,739,896

売上原価   

製品売上原価   

当期製品製造原価 5,111,452 5,094,569

サービス売上原価 722,434 762,326

売上原価合計 5,833,886 5,856,895

売上総利益 6,047,669 4,883,000

販売費及び一般管理費 3,363,372 2,887,347

営業利益 2,684,297 1,995,653

営業外収益   

受取利息 1,417 1,592

受取配当金 263,987 269,945

為替差益 － 350,824

固定資産賃貸料 1,737 1,895

その他 4,241 24,641

営業外収益合計 271,383 648,899

営業外費用   

支払利息 41,969 19,922

為替差損 52,557 －

固定資産賃貸費用 20,791 －

その他 － 675

営業外費用合計 115,318 20,597

経常利益 2,840,362 2,623,955

特別損失   

固定資産処分損 3,036 －

和解金 － 45,000

特別損失合計 3,036 45,000

税引前当期純利益 2,837,326 2,578,955

法人税、住民税及び事業税 1,064,132 951,870

法人税等調整額 △10,928 △118,410

法人税等合計 1,053,204 833,459

当期純利益 1,784,122 1,745,495



（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７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 931,000 931,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 931,000 931,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,080,360 1,080,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,080,360 1,080,360

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 159,038 159,038

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 159,038 159,038

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 9,212,000 9,212,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,212,000 9,212,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,330,477 3,654,366

当期変動額   

剰余金の配当 △461,865 △597,278

当期純利益 1,784,122 1,745,495

自己株式の処分 1,631 362

当期変動額合計 1,323,889 1,148,580

当期末残高 3,654,366 4,802,946

利益剰余金合計   

当期首残高 11,701,515 13,025,404

当期変動額   

剰余金の配当 △461,865 △597,278

当期純利益 1,784,122 1,745,495

自己株式の処分 1,631 362

当期変動額合計 1,323,889 1,148,580

当期末残高 13,025,404 14,173,984



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

自己株式   

当期首残高 △990,220 △981,843

当期変動額   

自己株式の取得 △179 －

自己株式の処分 8,556 1,901

当期変動額合計 8,376 1,901

当期末残高 △981,843 △979,942

株主資本合計   

当期首残高 12,722,655 14,054,920

当期変動額   

剰余金の配当 △461,865 △597,278

当期純利益 1,784,122 1,745,495

自己株式の取得 △179 －

自己株式の処分 10,188 2,264

当期変動額合計 1,332,265 1,150,481

当期末残高 14,054,920 15,205,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 8,725 9,859

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,134 56,640

当期変動額合計 1,134 56,640

当期末残高 9,859 66,499

新株予約権   

当期首残高 46,391 36,208

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,183 △2,263

当期変動額合計 △10,183 △2,263

当期末残高 36,208 33,945

純資産合計   

当期首残高 12,777,771 14,100,987

当期変動額   

剰余金の配当 △461,865 △597,278

当期純利益 1,784,122 1,745,495

自己株式の取得 △179 －

自己株式の処分 10,188 2,264

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,049 54,377

当期変動額合計 1,323,216 1,204,859

当期末残高 14,100,987 15,305,846



  該当事項はありません。  

  

  退任予定取締役 米澤 良（現 常務取締役） 

（４）個別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）

６．その他

役員の異動（平成25年９月26日付）
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