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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

(注) 当社は、前事業年度まで連結財務諸表を作成しており、21年３月期は記載しておりません。 
 

(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 ％

22年3月期 2,106 △33.8 △197 ― △175 ― △242 ―

21年3月期 3,180 △38.5 △406 ― △414 ― △517 ―

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3月期 △17.72 ― △9.5 △4.2 △9.4

21年3月期 △37.73 ― △17.6 △8.1 △12.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 3,976 2,428 61.1 177.14
21年3月期 4,422 2,670 60.4 194.74

（参考） 自己資本   22年3月期  2,428百万円 21年3月期  2,670百万円

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

22年3月期 △373 88 △220 1,282
21年3月期 ― ― ― ―

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
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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期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 
累計期間

1,133 39.0 22 ― 29 ― 15 ― 1.09

通期 2,500 18.7 25 ― 42 ― 25 ― 1.82
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は、20ページ「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上の基礎となる株式数については、26ページ「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変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 13,934,592株 21年3月期 13,934,592株

② 期末自己株式数 22年3月期  227,828株 21年3月期  223,663株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１ 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因（経済情勢の急激な変化、
 関連業界の動向等）により異なる結果となる可能性がありますのでご注意願います。 
  なお、上記予想の前提条件やその他の関連する事項については、添付資料の３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
２ 当社は、連結対象となる子会社の重要性が乏しくなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。 

－2－

パルステック工業㈱(6894)平成22年３月期決算短信

－2－



① 当事業年度の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、個人所得の減少や厳しい雇用環境は続いているものの、景気浮揚

に向けた経済対策の効果が現われるとともに、一時的に凍結や先送りとなっていた設備投資も徐々に明

るい兆しが見え始めるなど、総じて回復基調で推移いたしました。 

当業界におきましては、地上波デジタル放送への対応やエコポイントの導入効果等により薄型テレビ

やブルーレイレコーダは好調に推移するなど、活気を取り戻しつつある環境となりました。 

このような状況のなかで当社は、光ディスク関連機器・装置を中心とした既存製品の販売に注力する

とともに、画像や文書データ等を長期保存する光ディスクの『特殊記録用ドライブ』や、環境にやさし

い太陽光発電型ＬＥＤ照明灯などを市場投入するほか、リピート受注が期待できる特殊機器・装置の受

注活動を積極展開する一方、さらなる原価低減を図るため、引き続き材料費の見直しや人件費の削減を

含めた経費削減に注力するなど、全社一丸となって取り組んでまいりました。 

受注高につきましては、光ディスク関連機器・装置、ナノ加工装置、専用検査装置は引き合いも活発

化し回復基調で推移いたしましたが、新たに市場投入した『特殊記録用ドライブ』については、受注先

の販売計画が見直され今後の販売見通しが大幅に縮小されることとなり、また、３Ｄスキャナについて

は自動車業界全体の設備投資抑制に伴い苦戦を強いられたことから、25億63百万円（前年同期比1.1％

減）となりました。 

売上高につきましては、期初の受注残高が少なかったことや前半の受注が伸び悩んだことに加え、

『特殊記録用ドライブ』の販売計画見直しによる影響により、21億６百万円（前年同期比33.8％減）と

なりました。 

損益面につきましては、材料費、外注費、その他諸経費の低減により収益性は改善いたしましたが、

売上高の減少による影響と『特殊記録用ドライブ』関連のたな卸資産評価損を計上したことにより、１

億97百万円の営業損失（前年同期は４億６百万円の損失）、１億75百万円の経常損失（同４億14百万円

の損失）となり、遊休資産となっている旧本社工場（浜松市北区）について減損損失を計上したことか

ら、２億42百万円の当期純損失（同５億17百万円の損失）となりました。 

② 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、海外においてはＥＵ経済に懸念材料があるものの、中国、インド、ブ

ラジルなどの新興国が引き続きけん引役となるとともに、米国経済も回復基調で推移するものと予想さ

れます。国内においては個人消費の伸び悩みやデフレ進行の懸念があるものの、凍結や先送りとなって

いた企業の設備投資も動き出しつつあるなど、景気は緩やかながら回復するものと予測しております

が、依然として厳しい経営環境は続くものと思われます。 

このような状況のなかで当社は、「利益体質の強化と継続的な利益の計上」を経営方針に掲げ、受注

確保、原価低減及び諸経費の削減に重点を置いた諸施策を実施することにより、黒字体質への転換に努

めてまいります。 

以上により、現時点における平成23年３月期の個別業績見通しは、次のとおりであります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

第２四半期累計期間 通    期
平成22年 
３月期

平成23年 
３月期

増減額
増減率 
（％）

平成22年 
３月期

平成23年 
３月期

増減額
増減率 
（％）

売上高    (百万円) 814 1,133 318 39.0 2,106 2,500 393 18.7

営業利益  (百万円) △148 22 170 ― △197 25 222 ―

経常利益  (百万円) △137 29 167 ― △175 42 218 ―

当期純利益(百万円) △123 15 138 ― △242 25 267 ―
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産合計は39億76百万円となり、前事業年度末に比べ４億45百万円減少いたしまし

た。これは主に、売掛金が２億58百万円、仕掛品が１億85百万円それぞれ増加し、現金及び預金が５億

11百万円、有形固定資産が１億13百万円、受取手形が93百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。 

負債合計は15億48百万円となり、前事業年度末に比べ２億３百万円減少いたしました。これは主に、

買掛金が73百万円、未払金が42百万円それぞれ増加し、長期借入金が２億19百万円、退職給付引当金が

53百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

純資産合計は24億28百万円となり、前事業年度末に比べ２億41百万円減少いたしました。これは主

に、利益剰余金が２億74百万円増加し、資本剰余金が５億17百万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 

当事業年度末における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５億

11百万円減少し、12億82百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、３億73百万円となりました。主な増加要因は、減損損失の計上74百

万円、ファクタリング債務の増加66百万円、減価償却費の計上64百万円、仕入債務の増加51百万円であ

り、主な減少要因は、税引前当期純損失の計上２億38百万円、売上債権の増加１億64百万円、たな卸資

産の増加１億34百万円、退職給付引当金の減少53百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、88百万円となりました。主な増加要因は、保険積立金の解約による

収入52百万円、差入保証金の回収による収入30百万円、投資有価証券の売却による収入24百万円であ

り、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出27百万円であります。 

（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、２億20百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済に

よる支出２億19百万円であります。 

(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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１ 子会社の重要性が乏しくなったため平成22年３月期より、連結財務諸表は作成しておりません。 

 ２ 平成21年３月期までの各指標は、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。 

 ３ 株式時価総額は、期末株価終値×発行済株式総数（自己株式を除く）により算出しております。 

 ４ 有利子負債は、連結貸借対照表または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 

 ての債務を対象としております。 

 ５ 平成18年３月期、平成20年３月期及び平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタ 

 レスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年 

３月期

平成19年 

３月期

平成20年 

３月期

平成21年 

３月期

平成22年 

３月期

自己資本比率(％) 63.9 54.8 55.0 60.2 61.1 

時価ベースの自己資本比率(％) 77.2 53.6 37.3 9.0 38.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) ― 74.1 ― 0.8 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― 0.7 ― 58.9 ―
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当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、業績に応じて安定的な配当の

継続を行うことを基本方針としております。 

 また、内部留保資金は、新製品・新技術の開発、生産・研究開発設備への投資及び新規事業の創出等、

将来の事業展開に向けた資金に充当することとしております。 

当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ではありますが前期に引き続き赤字計上となりましたので、

無配とさせていただきます。 

また、次期の配当予想につきましては、事業再構築の途上であるため、現時点では無配とさせていただ

く予定であります。全社一丸となって業績回復に努め、早期の復配を目指してまいります。 

当社の事業の展開上、財政状態等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主なリスク要因を記載して

おります。これらのリスクを認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避するための努力を継

続してまいります。 

なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日（平成22年５月14日）現在において当社が

判断したものであります。 

① 製品構成上の特色 

当社の製品は、研究開発部門、品質管理部門、生産部門で使用する検査装置や評価装置が主体である

ため、高付加価値、高収益性、高成長性を有する反面、業界の景気動向や各企業の設備投資動向の影響

を受けるほか、技術者中心による労働集約的な生産体制であるため、人件費等の固定費負担が高くなる

傾向にあります。 

② 光ディスク関連機器・装置への依存度 

当事業年度の光ディスク関連機器・装置の売上高は、全体の68.4％を占めており、依存度が高い状況

にあります。光ディスクはＤＶＤ、Ｂlu－rayなど様々な規格が提案されてきましたが、評価方法や検

査項目はそれぞれの規格によって相違するため、既存製品の改良や新製品の開発が必要になります。新

規格に対応してタイムリーに評価装置を開発することは、光ディスク業界の発展に欠くことのできない

当社の使命と認識しておりますが、常に先駆者としてのリスク（先行投資が必要、高い技術力が必要、

新しい規格が商品化されないこともあるなど）が伴います。 

③ 業界動向 

当社は、光ディスク業界向けの新製品開発に注力するとともに、３Ｄスキャナ、ナノ加工装置及び特

殊機器・装置など、光ディスク関連以外で成長が見込める分野へも積極的に経営資源を投入していく方

針でありますが、今後の業績は、景気回復の状況及び業界の設備投資動向によって大きく変動する可能

性があります。 

④ 他社との競合 

当社は、光ディスク関連機器・装置のリーディングカンパニーであり、今までに培ったノウハウや先

端技術を駆使することにより、競合企業との差別化を図ってまいりましたが、競合先から当社製品の類

似製品や低価格製品が市場投入され、当社の対応が遅れた場合には、財務及び業績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

⑤ 検査装置の内製化 

当社は、様々な規格に対応した光ディスク関連機器・装置を開発し市場投入してまいりましたが、先

行投資が必要であるため、当社製品の価格は高額になる傾向にあります。検査対象製品の品質が安定す

る局面では、検査コストを 小にしたいとの目的から、技術力のある得意先では検査装置を内製化する

場合があり、検査装置の市場規模が縮小する可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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⑥ 研究開発 

当社は、研究開発型企業として先端技術を駆使し、多様化する顧客ニーズに対応した製品をタイムリ

ーに提供することにより、業容を拡大してまいりました。当事業年度における研究開発費の総額は86百

万円となり、売上高に対する割合は4.1％であります。完了した研究開発テーマについて、そのすべて

が経営成績に寄与する保証はありません。 

⑦ 新規事業 

当社は、安定経営の観点から今後も新規事業の創出に取り組んでいく方針ですが、その内容によって

は、研究開発費や設備費、人材の採用等について、新たな支出を必要とする可能性があるほか、新規事

業を開始しても、安定的な収益を計上できるようになるまでは一定の期間が必要であるため、結果とし

て、その期間は全体の利益率を低下させる可能性があります。 

 また、市場環境や顧客動向の変化等によっては、利益計画の見直しや投下資本の回収が困難になるな

ど、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 災害等による影響 

当社は、地震や火災に備え、避難訓練や安全対策、各種資産の保全対策等を講じておりますが、本社

工場を静岡県浜松市内に設置しているため、今後予想される東南海沖地震等の大規模な地震が発生した

場合は、事業活動に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 国際的活動及び海外進出による事業展開 

当社は、北米、ヨーロッパの各地域に販売及びメンテナンス拠点を置き、グローバルな事業展開を推

進しております。当事業年度における海外売上高は売上高の36.5％を占めており、これらの海外市場で

の事業展開には、次に掲げるようなリスクが内在しておりますが、一旦これらのリスクが顕在化した場

合には、安定的な製品供給ができなくなる可能性があります。 

 ａ 政治・経済の混乱、テロ、戦争、伝染病、自然災害 

 ｂ 当社の事業展開に不利な政策の決定、法律または規制の制定や変更等 

 ｃ 人材確保の難しさ 

当社は、当事業年度において５期連続となる当期純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせる事象が存在しております。 

早期に当該事象を解消し事業の健全化を図るため、「利益体質の強化と継続的な利益の計上」に重点を

置き、次の諸施策を実施いたします。 

 ａ 受注の確保（技術者を営業部門に異動させ、技術提案力、営業力の強化） 

  ｂ 品質の向上（設計品質向上による品質ロスの低減） 

  ｃ 制度や仕組みの見直し（財務・会計、生産管理、人事制度等の主要システムの見直し） 

  ｄ 新分野の開拓（他企業や大学との連携・協業の推進） 

  ｅ スピード経営（製品別に人的資源の適正配置、製品の継続・中止の迅速な判断） 

 また、継続して実施しているコスト削減策の主な内容は次のとおりであります。 

  ａ 役員報酬の減額（ 大60％） 

  ｂ 基本給の減額（ 大20％） 

  ｃ 役職手当の減額（一律30％） 

  ｄ 退職金ポイントの積立凍結 

  ｅ 一時帰休の実施（年間11日の一斉一時帰休と月２日程度の個別一時帰休） 

なお、経営資金は十分に確保されておりますので、受注確保とさらなるコスト低減により黒字体質への

転換を図り、当該疑義を早期に解消できるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。 

  

(5) 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（パルステック工業及び子会社３社）は、光ディスク・光ピックアップ等の検査装置及び

評価装置、各種計測・制御・データ処理等の電子応用機器・装置の製造及び販売を行っております。 

なお、当社グループの事業内容及び関係会社の位置付けは次のとおりであります。 

 
 （注）１ 帕路斯（北京）科技有限公司及び帕路斯（天津）国際貿易有限公司の２社は、現在清算手続きを行って 

 おります。 

 ２ ㈱パステルは、平成21年７月31日付で清算結了しております。 

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
（注）Pulstec USA,Inc.は、北米市場における当社製品の販売支援及び保守サービスならびに技術情報提供サービス

等を行っております。 

当社は、「創意と工夫をもって新たな価値を創造し、社会の発展に貢献する。」を経営理念の基本に掲

げ、ますます多様化・高度化する顧客ニーズに対応するため、電子技術、精密機械技術、光学技術、ソフ

トウェア技術等の先端技術を駆使し、「研究開発型モノづくり企業」として産業社会の発展に貢献できる

新製品を創出するとともに、当社を取り巻くすべての人々と誠意をもって協調し、会社の繁栄と全員の幸

福との一致を追求することを経営の基本方針としております。 

当社は、株主重視の基本方針に基づき、株主価値の増大を図ることが経営の重要課題の一つであるとの

認識から、収益性の改善、資本効率の向上及びキャッシュ・フロー創出力の向上を目指した経営活動を推

進することとしております。 

以上の観点から、経営指標としましては、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）10％以上の確保を当面の目

標としておりますが、厳しい経営環境のなか５期連続で当期純損失を計上しており、目標に程遠い状況と

なっておりますので、まずは黒字転換に向けて一層の努力を傾注してまいります。 

2. 企業集団の状況

事業の種類 主要製品 会社名

電子応用機器・装置事業
光ディスク関連機器・装置

その他の特殊機器・装置等   

当社、Pulstec USA,Inc.

(会社総数 ２社)

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
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当社は、関連業界における地位の向上、新規事業による収益力の増大、海外市場への積極展開、活力あ

る人材の育成及びＩＴの積極活用による経営の効率化等に主眼を置いた諸施策を実施することにより、収

益力の向上と成長発展を目指します。具体的な取組み内容は次のとおりであります。 

① 業界における地位の向上 

光ディスクで培った高い技術力を背景に、ハイエンドの評価装置メーカとしてのブランドイメージを

維持しつつ、研究開発用設備から生産用設備に至るまで、顧客ニーズにマッチした新製品をタイムリー

に供給し、品質・価格・納期のいずれにおいても顧客満足が得られるよう活動するとともに、光ディス

ク以外の分野においても、顧客との良好な関係を構築し、顧客にとって価値のある製品及びサービスの

提供に努めてまいります。 

② 収益力の向上 

コア技術をもとに、新しい事業領域でトップシェアを目指すことができる高付加価値製品を模索する

とともに、さらなるコスト削減に注力し、適正利潤の確保を目指します。また、相乗効果が得られる他

企業との連携につきましても積極的に取り組んでまいります。 

③ 環境調和型製品の積極的推進 

新しい製品開発及び技術導入に際しては、環境負荷の軽減を優先した設計及び部品選定を行い、梱包

資材についても再利用可能な素材を選定するなど、環境調和型製品を展開してまいります。 

④ 海外市場への積極展開 

海外市場への積極展開に向けて、海外子会社及び海外代理店との連携を強化するとともに、経営効率

の向上とさらなる成長発展を目指し、海外拠点については、タイムリーに総合的な評価を行い、増強・

継続・撤退を決断してまいります。 

⑤ 活力ある人材の育成  

活力ある人材の育成に向けて、将来の幹部社員や経営者を育成することを目的として、経験豊富な外

部講師を招聘し、定期的な研修会を実施してまいります。 

⑥ ＩＴの積極活用 

業務効率の向上に向けて基幹業務に関するＩＴ化を推進するとともに、新たに全体 適を重視した支

援システムを導入し、事務処理の合理化及び経営の意思決定の迅速化を図り、経営環境の変化に迅速か

つ柔軟に対応できる経営体制を構築してまいります。 

当社は、黒字転換を図るため、経営陣の刷新、大規模なコスト削減、不採算事業からの撤退、業績不振

の子会社の清算などの諸施策を実施し、収益性の改善に取り組んでおりますが、黒字への転換には至って

おりません。引き続き、黒字体質への転換を 重要課題とし、受注の確保、原価低減及び諸経費の削減に

重点を置いた諸施策を実施することにより、ステークホルダーの皆様に支持される顧客価値創造企業への

早期転換を目指してまいります。 

該当事項はありません。  

(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) その他、会社の経営上重要な事項
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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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 943,983 432,387

受取手形 145,063 51,754

売掛金 774,353 1,032,505

有価証券 850,000 850,000

商品及び製品 4,731 －

仕掛品 266,390 451,426

原材料及び貯蔵品 119,294 73,842

前渡金 1,109 9,239

前払費用 5,866 1,471

未収消費税等 27,269 18,274

その他 41,859 42,396

貸倒引当金 △10,809 △9,855

流動資産合計 3,169,113 2,953,444

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 1,142,616 ※1 1,069,824

減価償却累計額 △687,146 △708,626

建物（純額） 455,470 361,197

構築物 ※1 87,135 ※1 87,135

減価償却累計額 △85,736 △86,196

構築物（純額） 1,398 939

機械及び装置 50,872 50,860

減価償却累計額 △49,586 △49,976

機械及び装置（純額） 1,286 884

車両運搬具 702 702

減価償却累計額 △697 △698

車両運搬具（純額） 5 3

工具、器具及び備品 1,107,289 1,128,315

減価償却累計額 △1,033,041 △1,066,263

工具、器具及び備品（純額） 74,248 62,051

土地 ※1 284,060 ※1 284,060

建設仮勘定 13,322 7,506

有形固定資産合計 829,790 716,642

無形固定資産

電話加入権 207 207

無形固定資産合計 207 207
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 58,486 35,333

関係会社株式 56,337 53,292

出資金 1,490 1,490

関係会社出資金 1,968 1,968

従業員に対する長期貸付金 4,925 2,819

破産更生債権等 21,164 －

長期前払費用 3,802 4,274

保険積立金 128,235 75,544

長期預け金 124,535 124,535

その他 44,019 7,781

貸倒引当金 △21,718 △525

投資その他の資産合計 423,246 306,513

固定資産合計 1,253,244 1,023,363

資産合計 4,422,358 3,976,808

負債の部

流動負債

支払手形 25,961 4,094

買掛金 54,611 127,613

1年内返済予定の長期借入金 ※1 219,996 ※1 219,996

未払金 ※1, ※3 274,095 ※1, ※3 316,183

未払費用 81,657 75,104

未払法人税等 4,259 8,052

前受金 7,266 1,443

預り金 5,940 3,910

その他 27 80

流動負債合計 673,817 756,480

固定負債

長期借入金 ※1 383,348 ※1 163,352

長期設備関係未払金 ※1 10,220 －

退職給付引当金 651,301 597,702

役員退職慰労引当金 13,942 13,942

その他 19,691 17,286

固定負債合計 1,078,503 792,283

負債合計 1,752,320 1,548,764
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,375 1,491,375

資本剰余金

資本準備金 1,859,930 1,342,533

資本剰余金合計 1,859,930 1,342,533

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △517,397 △242,880

利益剰余金合計 △517,397 △242,880

自己株式 △162,132 △162,463

株主資本合計 2,671,776 2,428,564

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,738 △520

評価・換算差額等合計 △1,738 △520

純資産合計 2,670,037 2,428,043

負債純資産合計 4,422,358 3,976,808
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 3,180,688 2,106,933

売上原価

製品期首たな卸高 24,527 4,731

当期製品製造原価 2,542,150 1,652,589

合計 2,566,678 1,657,321

製品期末たな卸高 4,731 －

売上原価合計 ※1 2,561,946 ※1 1,657,321

売上総利益 618,741 449,611

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,025,194 ※2, ※3 646,871

営業損失（△） △406,452 △197,259

営業外収益

受取利息 1,505 392

受取配当金 507 277

受取賃貸料 ※4 12,229 －

助成金収入 4,978 63,451

その他 8,704 4,040

営業外収益合計 27,924 68,160

営業外費用

支払利息 13,664 8,398

投資事業組合運用損 13,849 9,122

減価償却費 － 4,392

遊休資産管理費用 － 9,801

為替差損 7,929 15,099

その他 63 1

営業外費用合計 35,507 46,815

経常損失（△） △414,035 △175,914

特別利益

固定資産売却益 ※5 540 －

投資有価証券売却益 － 12,654

貸倒引当金戻入額 － 981

特別利益合計 540 13,636

特別損失

固定資産売却損 ※6 251 －

固定資産除却損 ※7 7,839 ※4 833

投資有価証券評価損 31,827 －

関係会社株式評価損 9,482 －

関係会社出資金評価損 38,195 －

減損損失 － ※5 74,792

その他 11,831 149

特別損失合計 99,428 75,775

税引前当期純損失（△） △512,923 △238,053

法人税、住民税及び事業税 4,474 4,826

法人税等合計 4,474 4,826

当期純損失（△） △517,397 △242,880
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【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 1,078,041 43.6 887,767 45.6

Ⅱ 労務費 915,469 37.1 795,844 40.8

  (うち退職給付費用) ( 70,780) (  43,521)

Ⅲ 経費 475,667 19.3 265,238 13.6

  (うち外注加工費) ( 253,449) ( 64,649)

  (うち減価償却費) ( 35,586) (  43,205)

当期総製造費用 2,469,179 100.0 1,948,849 100.0

期首仕掛品たな卸高 634,228 266,390

計 3,103,408 2,215,240

期末仕掛品たな卸高 266,390 451,426

他勘定振替高 ※２ 294,866 111,223

当期製品製造原価 2,542,150 1,652,589

(脚注)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 １ 原価計算の方法

 当社の原価計算の方法は、特注品については個別

原価計算を、量産品については組別総合原価計算を

採用しております。

 １ 原価計算の方法

 当社の原価計算の方法は、個別原価計算を採用し

ております。

※２ 他勘定振替高の内訳

建設仮勘定 29,648千円

研究開発費 265,217

 計 294,866

※２ 他勘定振替高の内訳

建設仮勘定 17,464千円

研究開発費 93,759

計 111,223
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,491,375 1,491,375

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,491,375 1,491,375

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,210,645 1,859,930

当期変動額

資本準備金の取崩 △350,714 △517,397

当期変動額合計 △350,714 △517,397

当期末残高 1,859,930 1,342,533

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 350,714 517,397

欠損填補 △350,714 △517,397

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 2,210,645 1,859,930

当期変動額

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 △350,714 △517,397

当期変動額合計 △350,714 △517,397

当期末残高 1,859,930 1,342,533

利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △350,714 △517,397

当期変動額

当期純損失（△） △517,397 △242,880

欠損填補 350,714 517,397

当期変動額合計 △166,683 274,517

当期末残高 △517,397 △242,880

利益剰余金合計

前期末残高 △350,714 △517,397

当期変動額

当期純損失（△） △517,397 △242,880

欠損填補 350,714 517,397

当期変動額合計 △166,683 274,517

当期末残高 △517,397 △242,880
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △161,584 △162,132

当期変動額

自己株式の取得 △548 △331

当期変動額合計 △548 △331

当期末残高 △162,132 △162,463

株主資本合計

前期末残高 3,189,721 2,671,776

当期変動額

当期純損失（△） △517,397 △242,880

自己株式の取得 △548 △331

欠損填補 － －

当期変動額合計 △517,945 △243,211

当期末残高 2,671,776 2,428,564

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,716 △1,738

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,455 1,218

当期変動額合計 △5,455 1,218

当期末残高 △1,738 △520

純資産合計

前期末残高 3,193,438 2,670,037

当期変動額

当期純損失（△） △517,397 △242,880

自己株式の取得 △548 △331

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,455 1,218

当期変動額合計 △523,401 △241,993

当期末残高 2,670,037 2,428,043
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △238,053

減価償却費 64,989

減損損失 74,792

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,146

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53,599

受取利息及び受取配当金 △1,789

支払利息 8,398

為替差損益（△は益） 5,940

投資事業組合運用損益（△は益） 9,122

投資有価証券売却損益（△は益） △12,654

有形固定資産除却損 833

売上債権の増減額（△は増加） △164,843

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,852

仕入債務の増減額（△は減少） 51,134

ファクタリング債務の増減額（△は減少） 66,844

未払又は未収消費税等の増減額 8,994

その他 △25,749

小計 △362,637

利息及び配当金の受取額 1,769

利息の支払額 △8,271

法人税等の支払額 △5,129

法人税等の還付額 815

営業活動によるキャッシュ・フロー △373,453

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 △27,966

投資有価証券の売却による収入 24,900

投資事業組合の分配による収入 2,986

子会社の清算による収入 3,048

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 3,615

差入保証金の回収による収入 30,000

保険積立金の解約による収入 52,542

投資活動によるキャッシュ・フロー 88,126

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 △219,996

自己株式の取得による支出 △331

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △511,595

現金及び現金同等物の期首残高 1,793,983

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,282,387
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 該当事項はありません。 
  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

  償却原価法（定額法）

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 子会社及び関連会社株式 

 総平均法による原価法

(2) 子会社及び関連会社株式

同左

(3) 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、売却原価は総平均法によ

り算定)

(3) その他有価証券

  時価のあるもの 

同左

  時価のないもの

  総平均法による原価法

 なお、投資事業有限責任組合及び 

 それに類する組合への出資（金融商 

 品取引法第２条第２項により有価証 

 券とみなされるもの）については、 

 組合規約に規定される決算報告日に 

 応じて入手可能な 近の決算書を基 

 礎とし、持分相当額を純額で取り込 

 む方法によっております。

  時価のないもの

同左

２ デリバティブの評価

基準及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基

準及び評価方法

(1) 製品・仕掛品

 電子応用機器・装置事業製品は個別

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）

 電子部品組立事業製品は総平均法に

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）

(1) 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）

(2) 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）

(2) 原材料

同左

 

(3) 貯蔵品

 終仕入原価法（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）

(3) 貯蔵品

同左

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。 

 これにより、営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ32,895千

円増加しております。

───────
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 固定資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(付属設備は除く)について

は、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 11～47年

機械装置 ２～15年

工具器具備品 ２～20年

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(付属設備は除く)について

は、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ８～47年

機械及び装置 ２～15年

工具、器具及び備品 ２～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

 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

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

(3) リース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引にかかる方法

に準じた会計処理によっております。

(3) リース資産

同左

５ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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。

同左

６ 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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(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の見

込額に基づき計上しております。

  また、数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(15年)に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理する

こととし、過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(15年)による定額法

により費用処理することとしておりま

す。

(3) 退職給付引当金

同左
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項目

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

  平成19年６月26日開催の定時株主総

会において、役員退職慰労金制度の廃

止及び同日までの役員退職慰労金につ

いては、打ち切り支給することが決議

されました。 

 当事業年度末の役員退職慰労引当金

残高は、役員退職慰労金制度適用期間

中から在任している役員に対する支給

見込み額であります。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

  

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 為替予約取引について振当処理を採

用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

 外貨建金銭債権

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

 外貨建金銭債権に係る将来の為替レ

ート変動リスクを回避する目的で包括

的な為替予約取引を行っております。

為替予約取引は、通常の外貨建営業取

引に係る輸出実績等を踏まえ、必要な

範囲で実施しております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 為替予約により、その後の為替相場

の変動による相関関係は完全に確保さ

れ、ヘッジ効果が当然に認められるこ

とから、ヘッジ有効性の評価は特に行

っておりません。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８ キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲

――――――  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。

９ その他財務諸表作成

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。

消費税等の会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

(会計方針の変更)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より「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（企業会計審議会第一部会）、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、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

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

理を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税引前当期純

損失に与える影響はありません。 

―――――――

 

――――――― （退職給付に係る会計基準）

 当事業年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31

日）を適用しております。 

 これによる影響はありません。

(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

――――――― （損益計算書） 

 前事業年度において独立掲記しておりました「受取賃

貸料」（当事業年度600千円）は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

 (イ)担保に供している資産

建物 122,239千円

構築物 255

土地 249,535

 計 372,030

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

 (イ)担保に供している資産

建物 39,580千円

構築物 170

土地 249,535

計 289,286

 (ロ)上記に対応する債務

未払金 10,210千円

１年内返済予定の長期借入金 219,996

長期借入金 383,348

長期設備関係未払金 10,220

 計 623,774
 

 (ロ)上記に対応する債務

未払金 10,220千円

１年内返済予定の長期借入金 219,996

長期借入金 163,352

計 393,568

 ２ 当座貸越契約

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。借

入枠としては950,000千円ありますが、当事業年度

末日における実行残高はありません。

 ２ 当座貸越契約

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。借

入枠としては850,000千円ありますが、当事業年度

末日における実行残高はありません。

※３ ファクタリング方式により振替えた仕入債務の未

払額

157,040千円

※３ ファクタリング方式により振替えた仕入債務の未

払額

224,341千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ たな卸資産の収益性の低下による期末簿価切下額

105,788千円

※１ たな卸資産の収益性の低下による期末簿価切下額

118,366千円

※２ 販売費及び一般管理費

   販売費に属する費用のおおよその割合は29％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

71％であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

支払手数料 52,667千円

役員報酬 59,748

給与手当 347,993

退職給付費用 29,846

貸倒引当金繰入 5,162

旅費交通費 59,417

減価償却費 39,937

研究開発費 266,081

厚生費 59,313

管理諸費 64,643
 

※２ 販売費及び一般管理費

   販売費に属する費用のおおよその割合は34％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

66％であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

支払手数料 37,264千円

役員報酬 53,892

給与手当 239,313

退職給付費用 13,994

旅費交通費 45,530

減価償却費 17,391

研究開発費 86,405

厚生費 43,353

管理諸費 34,720

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究 

開発費の総額

266,081千円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究 

開発費の総額

86,405千円

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取賃貸料 12,120千円

───────

※５ 固定資産売却益の内訳

機械及び装置 72千円

工具、器具及び備品 468

 計 540

───────

※６ 固定資産売却損の内訳

機械及び装置 251千円

───────

 

※７ 固定資産除却損の内訳

機械及び装置 21千円

工具、器具及び備品 7,818

 計 7,839

───────
 

 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物 51千円

機械及び装置 9

工具、器具及び備品 772

計 833

※５ 減損損失

   以下の資産グループについて減損損失を計上して

おります。

用途 種類 場所
金額

（千円）

遊休資産 建物
静岡県浜松市 
旧本社工場

74,792

   減損損失の算定にあたり、遊休資産の旧本社工場

をグループ化しております。 

 当該遊休資産については、今後の有効活用と見通

しを勘案し、将来的に売却することに備え回収可能

価額まで減額しております。

   なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、主として「不動産鑑定

評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等

を用いて調整を行なったものを含む。）でありま

す。
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
２ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

   増加数の主な内訳は、単元未満株式の買取りによる増加５千株であります。 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

２ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

   増加数の主な内訳は、単元未満株式の買取りによる増加４千株であります。 

  

 
  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、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。 
  

  

(株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 13,934 ― ― 13,934

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株） 217 5 ― 223

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 13,934 ― ― 13,934

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株） 223 4 ― 227

(キャッシュ・フロー計算書関係)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日  

 至 平成22年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金 432,387千円

有価証券 850,000

現金及び現金同等物 1,282,387

(開示の省略)
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社で

あるため、記載を省略しております。 

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。 
  

   

 
  

(持分法投資損益関係)

１ 関連会社に関する事項

２ 開示対象特別目的会社に関する事項

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

繰延税金資産(流動資産) 繰延税金資産(流動資産)

 税務上の欠損金 1,066,659千円  税務上の欠損金 1,188,834千円

 未払事業税 394  未払事業税 1,902

 たな卸資産評価損 42,050  たな卸資産評価損 89,101

 たな卸資産処分損 53,058  貸倒引当金 3,917

 貸倒引当金 4,296  その他 9,113

 繰延税金資産（流動資産）計 1,166,459千円  繰延税金資産（流動資産）計 1,292,869千円

繰延税金資産（固定資産） 繰延税金資産（固定資産）

 退職給付引当金 258,892千円  退職給付引当金 237,586千円

 減損損失 132,462  減損損失 148,800

 役員退職慰労引当金 5,542  役員退職慰労引当金 5,542

 投資有価証券評価損 5,093  投資有価証券評価損 5,093

 保険積立金評価損 8,147  保険積立金評価損 4,007

 減価償却費 12,409  減価償却費 1,324

 貸倒引当金 8,633  投資事業組合投資損失 11,307

 投資事業組合投資損失 9,856  関係会社出資金評価損 42,900

 関係会社出資金評価損 42,900  その他 1,941

 その他 5,090  繰延税金資産（固定資産）計 458,503千円

 繰延税金資産（固定資産）計 489,027千円 繰延税金資産小計 1,751,372

繰延税金資産小計 1,655,487 評価性引当額 △1,751,372

評価性引当額 △1,655,487 繰延税金資産合計 ─千円

繰延税金資産合計 ―千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

税引前当期純損失を計上したため、当該事項の記載

を省略しております。

同左
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 当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を併用しております。 
  

 

   

 
  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

当事業年度
(平成22年３月31日)

(1) 退職給付債務（千円） △589,712

(2) 年金資産（千円） ―

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △589,712

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） 27,260

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） △35,250

(6) 連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) （千円） △597,702

(7) 前払年金費用（千円） ―

(8) 退職給付引当金 (6)－(7) （千円） △597,702
 
３ 退職給付費用に関する事項

当事業年度
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

(1) 勤務費用（千円） ─

(2) 利息費用（千円） 12,501

(3) 過去勤務債務の費用処理額（千円） △3,710

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 1,544

(5) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4) （千円） 10,335

(6) 確定拠出年金の掛金支払額（千円） 47,180

合計 (5)＋(6) （千円） 57,515

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当事業年度
(平成22年３月31日)

(1) 割引率（％） 2.0

(2) 期待運用収益率（％） ―

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の処理年数（年） 15

(5) 数理計算上の差異の処理年数（年） 15
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 当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（追加情報） 

当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20

年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第23号 平成20年11月28日）を適用しております。 
  

静岡県浜松市の旧本社工場（土地を含む。）が遊休状態となっております。平成22年３月期における

当該賃貸等不動産に関する費用は、14,193千円（営業外費用に計上）であります。 

 なお、貸借対照表計上額及び決算日における時価並びに当該時価の算定方法は以下のとおりでありま

す。 

 
 (注) １ 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

 ２ 時価の算定方法は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行 

 なったものを含む。）であります。 

 
(注) 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。 

 

(賃貸等不動産)

貸借対照表計上額 決算日における時価

109,927千円 109,927千円

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 194円74銭 177円14銭

１株当たり当期純損失（△） △37円73銭 △17円72銭

 なお、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。

同左

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失（△）（千円） △517,397 △242,880

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） △517,397 △242,880

期中平均株式数（千株） 13,714 13,708

(重要な後発事象)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

 当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、

「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」につ

いて決議を行い、平成21年６月25日開催の第40回定時株

主総会において付議することにいたしました。

 １ 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

繰越利益剰余金の損失補填を行い、財務体質を改善

するとともに早期の復配を実現することを目的として

おります。

 ２ 減少する資本準備金の額および減額方法

会社法第448条１項の規定に基づき、資本準備金

1,859,930,952円のうち517,397,484円を減少させ、そ

の他資本剰余金を同額増加させます。 

 また、会社法第452条の規定に基づき、資本準備金

の減少により増加するその他資本剰余金で、繰越利益

剰余金の損失補填を行います。

 当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、

「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」につ

いて決議を行い、平成22年６月24日開催の第41回定時株

主総会において付議することにいたしました。

 １ 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

繰越利益剰余金の損失補填を行い、財務体質を改善

するとともに早期の復配を実現することを目的として

おります。

 ２ 減少する資本準備金の額および減額方法

会社法第448条１項の規定に基づき、資本準備金

1,342,533,468円のうち242,880,253円を減少させ、そ

の他資本剰余金を同額増加させます。 

 また、会社法第452条の規定に基づき、資本準備金

の減少により増加するその他資本剰余金で、繰越利益

剰余金の損失補填を行います。
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該当事項はありません。 

当事業年度における生産実績を示すと次のとおりであります。 

 
（注）生産高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注状況を示すと、次のとおりであります。 

 
（注）受注高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１ 近２事業年度の主な輸出先、輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

   なお、( )内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

 
２ 近２事業年度の主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

①生産実績

生産高（千円） 前年同期比（％）

2,388,196 102.0

②受注状況

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

2,563,465 98.9 716,995 275.3

③販売実績

販売高（千円） 前年同期比（％）

2,106,933 66.2

輸出先

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日）

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

北米 203,057 21.1 188,283 24.5

アジア 675,395 70.0 544,411 70.9

ヨーロッパ 85,723 8.9 35,422 4.6

計
964,177
(30.3％)

100.0
768,117
(36.5％)

100.0

相手先

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日）

（自 平成21年４月１日
  至 平成22年３月31日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

WORLD VANTAGE CO.,LTD ― ― 408,139 19.4

菱電商事株式会社 380,102 11.7 ― ―
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