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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年３月18日付をもって提出した第44期（自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20日）の有価証券報告書の記載事項の

うち一部に誤りがありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

注記事項 

（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   線で示しております。 

 



第一部【企業情報】 

  

第５【経理の状況】 

  

１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

注記事項 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

  （訂正前） 

前連結会計年度（自 平成14年12月21日 至 平成15年12月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性を基に、当社グループの事業実態に合わせて区分しておりま

す。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は412,433千円であり、その主なものは役員報酬及び管

理部門に係る費用等であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,167,773千円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券、保険積立金等）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(３)ホに記載のとおり、当連結会計年度より、役員退職慰労引

当金を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、消去又は全社の項目について営業利

益が17,512千円少なく計上されております。 

 

  
電子基板等
事業 
（千円） 

基板検査機
事業 
（千円） 

鏡面研磨機
事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 4,333,997 471,194 281,604 5,086,795 － 5,086,795

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

11,602 813 － 12,415 (12,415) －

計 4,345,599 472,007 281,604 5,099,210 (12,415) 5,086,795

営業費用 2,857,385 484,607 247,247 3,589,240 408,833 3,998,074

営業利益又は営業損失
（△） 

1,488,214 △12,600 34,356 1,509,970 (421,249) 1,088,721

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

  

資産 2,159,363 386,903 489,886 3,036,153 2,167,773 5,203,927

減価償却費 106,313 1,944 4,532 112,790 16,270 129,061

資本的支出 140,136 － 9,894 150,031 53,643 203,674

  事業区分 主要製品

  電子基板等事業 フレキシブルプリント配線板、エレクトロフォーミング加工品 

  基板検査機事業 
プリント基板通電検査機、プリント基板機能検査機 
プリント基板外観検査機 

  鏡面研磨機事業 円筒鏡面研磨機



当連結会計年度（自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性を基に、当社グループの事業実態に合わせて区分しておりま

す。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は414,067千円であり、その主なものは役員報酬及び管

理部門に係る費用等であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,629,620千円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券、保険積立金等）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  次へ 

  
電子基板等
事業 
（千円） 

基板検査機
事業 
（千円） 

鏡面研磨機
事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 4,897,540 620,464 484,747 6,002,752 － 6,002,752

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

11,250 － － 11,250 (11,250) －

計 4,908,790 620,464 484,747 6,014,002 (11,250) 6,002,752

営業費用 3,130,809 639,762 355,595 4,126,168 410,467 4,536,635

営業利益又は営業損失
（△） 

1,777,980 △19,297 129,151 1,887,834 (421,717) 1,466,116

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

  

資産 2,718,422 421,799 520,823 3,661,045 2,629,620 6,290,665

減価償却費 127,325 1,909 4,268 133,502 24,863 158,365

資本的支出 392,313 4,087 2,004 398,405 176,229 574,634

  事業区分 主要製品

  電子基板等事業 フレキシブルプリント配線板、エレクトロフォーミング加工品 

  基板検査機事業 
プリント基板通電検査機、プリント基板機能検査機 
プリント基板外観検査機 

  鏡面研磨機事業 円筒鏡面研磨機



  （訂正後） 

前連結会計年度（自 平成14年12月21日 至 平成15年12月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性を基に、当社グループの事業実態に合わせて区分しておりま

す。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は412,433千円であり、その主なものは役員報酬及び管

理部門に係る費用等であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,313,368千円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券、保険積立金等）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(３)ホに記載のとおり、当連結会計年度より、役員退職慰労引

当金を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、消去又は全社の項目について営業利

益が17,512千円少なく計上されております。 

 

  
電子基板等
事業 
（千円） 

基板検査機
事業 
（千円） 

鏡面研磨機
事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 4,333,997 471,194 281,604 5,086,795 － 5,086,795

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

11,602 813 － 12,415 (12,415) －

計 4,345,599 472,007 281,604 5,099,210 (12,415) 5,086,795

営業費用 2,857,385 484,607 247,247 3,589,240 408,833 3,998,074

営業利益又は営業損失
（△） 

1,488,214 △12,600 34,356 1,509,970 (421,249) 1,088,721

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

  

資産 2,159,363 386,903 344,291 2,890,558 2,313,368 5,203,927

減価償却費 106,313 1,944 4,532 112,790 16,270 129,061

資本的支出 140,136 － 9,894 150,031 53,643 203,674

  事業区分 主要製品

  電子基板等事業 フレキシブルプリント配線板、エレクトロフォーミング加工品 

  基板検査機事業 
プリント基板通電検査機、プリント基板機能検査機 
プリント基板外観検査機 

  鏡面研磨機事業 円筒鏡面研磨機



当連結会計年度（自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性を基に、当社グループの事業実態に合わせて区分しておりま

す。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は414,067千円であり、その主なものは役員報酬及び管

理部門に係る費用等であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,775,215千円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券、保険積立金等）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  

  
電子基板等
事業 
（千円） 

基板検査機
事業 
（千円） 

鏡面研磨機
事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 4,897,540 620,464 484,747 6,002,752 － 6,002,752

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

11,250 － － 11,250 (11,250) －

計 4,908,790 620,464 484,747 6,014,002 (11,250) 6,002,752

営業費用 3,130,809 639,762 355,595 4,126,168 410,467 4,536,635

営業利益又は営業損失
（△） 

1,777,980 △19,297 129,151 1,887,834 (421,717) 1,466,116

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

  

資産 2,718,422 421,799 375,228 3,515,450 2,775,215 6,290,665

減価償却費 127,325 1,909 4,268 133,502 24,863 158,365

資本的支出 392,313 4,087 2,004 398,405 176,229 574,634

  事業区分 主要製品

  電子基板等事業 フレキシブルプリント配線板、エレクトロフォーミング加工品 

  基板検査機事業 
プリント基板通電検査機、プリント基板機能検査機 
プリント基板外観検査機 

  鏡面研磨機事業 円筒鏡面研磨機
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