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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第37期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。 

３ 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。 

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (千円) ― ― ― ― 5,589,644 

経常損失(△) (千円) ― ― ― ― △375,739 

当期純損失(△) (千円) ― ― ― ― △221,487 

純資産額 (千円) ― ― ― ― 5,587,511 

総資産額 (千円) ― ― ― ― 8,749,901 

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― ― 407.08 

１株当たり当期純損失

(△) 
(円) ― ― ― ― △16.13 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― ― ― 63.9 

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― △3.9 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― ― △427,533

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― ― △37,468

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― ― △71,822

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― ― ― ― 1,449,140

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) ― ― ― ― 
363
[ 35]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第36期以前は、関連会社がないため持分法を適用した場合の投資利益を記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第33期は、ストックオプション制度を採用しておりますが、１株当たり当期純

損失が計上されているため記載しておりません。 

第34期から第36期までの期間においては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

第37期は、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。 

４ 平成13年５月18日付で、株式１株につき1.2株の株式分割を行っております。 

  なお、第33期の１株当たり当期純損失は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

５ 第33期の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失の算定にあたり、分母である株式数から自己株式数を控除してお

ります。 

６ 第34期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

７ 第37期より連結財務諸表を作成しておりますので、第37期の持分法を適用した場合の投資利益、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・フロー及び現金及び現金同等物の期末残

高は記載しておりません。 

  

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (千円) 5,534,121 7,412,892 8,462,683 6,846,623 5,588,582 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △407,506 637,334 692,094 8,169 △348,188

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) △285,721 365,870 422,569 80,203 △227,218

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375 

発行済株式総数 (株) 13,934,592 13,934,592 13,934,592 13,934,592 13,934,592 

純資産額 (千円) 5,400,807 5,687,053 5,958,543 5,890,886 5,594,174 

総資産額 (千円) 8,781,335 9,274,057 9,868,817 9,137,082 8,702,075 

１株当たり純資産額 (円) 392.56 413.09 433.02 429.00 407.57 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
5.00 

(―)

10.00

(―)

10.00

(―)

5.00 

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △20.67 25.78 29.93 5.84 △16.55

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 61.5 61.3 60.4 64.5 64.3 

自己資本利益率 (％) △5.0 6.6 7.3 1.4 △4.0 

株価収益率 (倍) ― 16.1 23.9 99.3 ― 

配当性向 (％) ― 38.8 33.4 85.6 ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △154,506 1,142,971 306,585 △184,380 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △274,504 △151,226 △327,227 △305,603 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 317,542 △328,526 △341,719 236,106 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 1,946,033 2,595,136 2,226,180 1,973,465 ―

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
315 
[ 37]

323
[ 33]

329
[ 35]

340 
[ 35]

338
[ 32]



２ 【沿革】 

  

  

年月 事項 

昭和43年11月 静岡県浜松市曳馬町において、浜松コントロールズを創業、電子応用機器・装置の製造を開始。 

昭和44年11月 資本金50万円で株式会社を設立、商号をパルステック工業株式会社に変更。 

昭和45年12月 静岡県浜松市早出町に本社工場を移転。 

昭和47年６月 エアコン用プリント基板組立の量産を開始。 

昭和50年11月 量産部門を分社化し、北菱電機工業株式会社を設立。 

昭和55年10月 静岡県浜北市尾野に浜北工場を新設。 

昭和58年４月 研究開発体制強化のため開発プロジェクトを発足し、自社製品開発に着手。 

昭和59年３月 プリント基板検査装置(インサーキットテスター)を開発し、販売に着手。 

昭和60年４月 プリント基板自動調整装置を開発し、販売に着手。 

昭和60年11月 光ピックアップ評価装置を開発し、販売に着手。 

昭和61年４月 東京都港区西新橋に東京営業所を開設。 

昭和61年９月 静岡県浜松市東三方町に本社工場を移転。 

昭和63年１月 プリント基板機能検査装置(ファンクションテスター)を開発し、販売に着手。 

昭和63年６月 光ディスクドライブ装置を開発し、販売に着手。 

昭和63年11月 静岡県浜松市早出町に株式会社パステルを設立(現子会社)。 

平成２年12月 静岡県引佐郡細江町中川に細江テクノロジーセンターを新設。 

平成３年４月 大阪府吹田市江坂町に大阪営業所を開設。 

平成４年１月 北菱電機工業株式会社を合併。 

平成６年３月 三次元形状の非接触計測装置の開発(静岡県の「知識融合開発事業」に認定)に着手。 

平成８年２月 DVD評価用光ディスクドライブ装置(業界標準)を開発。 

平成８年４月 米国カリフォルニア州トーランスに現地法人Pulstec USA, Inc.を設立(現子会社)。 

平成８年８月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成９年11月 システム事業部においてISO9001－1994の認証を取得。 

東京都品川区大崎へ東京営業所を移転。 

平成10年２月 SDP(スタンダード・DVD・プレーヤ)を開発し、販売に着手。 

平成10年10月 細江テクノロジーセンター内に新工場を建設。 

平成10年11月 全事業所においてISO9001－1994の認証を取得。 

平成11年４月 相変化光ディスク初期化装置を開発し、販売に着手。 

平成12年１月 英国スウィンドンにヨーロッパ事務所を開設。 

平成12年３月 全工場においてISO14001－1996の認証を取得。 

東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 

平成14年４月 経営判断の迅速化と経営のスリム化を図るため、執行役員制度を導入。 

平成14年10月 オンラインレセプト診療システムの販売及びサポート事業を開始。 

平成14年11月 中国の天津市保税区に現地法人帕路斯（天津）国際貿易有限公司を設立（現子会社）。 

平成16年２月 中国の北京市に現地法人帕路斯（北京）科技有限公司を設立（現連結子会社）。 

平成16年６月 英国ニューポートにヨーロッパ事務所を移転。 

平成18年３月 ナノ加工装置を開発。 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社(パルステック工業株式会社)及び子会社４社により構成されており、その主な事業は、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・データ処理装置等の電子応用機器・装置の製

造及び販売と、業務用及び民生用機器に使用される各種制御用プリント基板組立等の電子部品の組立及び販売を行っ

ております。 

なお、当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

  

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) １ Pulstec USA, Inc.は、米国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。 

２ ㈱パステルは、当社が設計開発した電子回路図に基づき、プリント基板設計からプリント基板の調達までを行っておりま

す。 

３ 帕路斯（天津）国際貿易有限公司は、中国市場における当社製品の販売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。 

４ 帕路斯（北京）科技有限公司は、当社製品の生産及びアジア地域への販売ならびに保守サービス等を行っております。 

  

区分 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、㈱パステル、Pulstec USA, Inc.、帕

路斯（天津）国際貿易有限公司、帕路斯

（北京）科技有限公司 

(会社総数 ５社) 

電子部品組立事業 
製氷機用プリント基板組立、その他のプ

リント基板組立等 

当社、㈱パステル 

(会社総数 ２社) 

その他の事業 損害保険代理店手数料、その他 当社 (会社総数 １社)



４ 【関係会社の状況】 

(注) １ 上記子会社は特定子会社に該当せず、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。 

２ 上記子会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10以下で

あるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。 

３ 債務超過会社で債務超過の額は、平成18年３月末時点で13,946千円となっております。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、嘱託３名及びパートタイマー33名は含まれておりません。 

なお、（  ）内は臨時雇用者数であり、年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、嘱託３名及びパートタイマー30名は含まれておりません。 

なお、（  ）内は臨時雇用者数であり、年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合はパルステック工業労働組合と称し、昭和49年７月１日に結成され、平成18年３月31日現在の組

合員数は281名であります。また、結成以来労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 

連結子会社においては、労働組合は結成されておりません。 

  

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 
帕路斯(北京)科技有限公司 

中国
北京市 

25万US$ 
電子応用機器・装
置の製造及び販売 

100.0

当社製品の生産及びア
ジア地域への販売なら
びに保守サービス等を
行っております。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

電子応用機器・装置事業 327（21） 

電子部品組立事業 13（ 8） 

その他の事業 1（ 0） 

全社（共通） 22（ 6） 

合計 363（35） 

従業員数(人) 平均年令(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

338（32） 36.6 12.7 5,599,211 



第２ 【事業の状況】 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、連結初年度ですので、前年同期との対比は行って

おりません。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資が増加し、ＩＴ関連の在庫調整も回復傾

向で推移するなど景気は回復基調で推移しておりましたが、原油価格高騰の長期化や海外景気の減速により、後半

は企業収益の悪化や個人消費の減速が懸念されるなど、調整局面入りの様相を呈する状況で推移いたしました。 

当業界におきましては、携帯型音楽プレーヤや薄型テレビ、ノート型パソコンなどの需要が好調に推移し、デジ

タル化への進展がさらに進んだものの、価格競争の激化による影響から、開発投資効率の向上や生産性の見直しに

よる大幅なコストダウンが要求されるなど、厳しい対応が求められる環境下で推移いたしました。 

このような環境のなかで当社グループは、さらなる成長発展と経営効率の向上を目指し、グローバルな組織づく

りや人材育成に注力するとともに、次世代ＤＶＤ（Ｂlu－ray、ＨＤ－ＤＶＤ）の本格的な立ち上がりに向けて新製

品の市場投入や販売体制等の強化を図るほか、業務効率の向上や原価低減に努めてまいりましたが、記録型ＤＶＤ

関連設備及び次世代ＤＶＤ関連設備の需要が予想に反し低調であったため、既存の主力製品及び次世代ＤＶＤ向け

の戦略製品ともに極めて厳しい受注環境で推移したことから、当連結会計年度の売上高は55億89百万円となりまし

た。 

また、このような状況に対処するため、研究開発の縮小、人件費及び諸経費の削減等に努めましたが、受注低迷

による影響が大きく、当連結会計年度の損益につきましては、３億75百万円の経常損失、２億21百万円の当期純損

失となりました。 

なお、事業製品別の概要につきましては、次のとおりであります。 

① 電子応用機器・装置 

光ディスク関連機器・装置は、記録型ＤＶＤ関連設備の需要回復と次世代ＤＶＤ関連設備の本格的な立ち上がり

を期待しておりましたが、記録型ＤＶＤ関連設備は、原油高による原材料の値上がり等の影響により緩やかな回復

に止まり、次世代ＤＶＤ関連設備は、規格統一の動きや両陣営による主導権争いの熾烈化等の要因により、当初の

生産立ち上げ時期が大幅に遅れたことから、低調な推移となりました。 

また、その他の特殊機器・装置は、自動車業界の好調に支えられ車両関連装置や３Ｄスキャナの需要が増加した

ものの、温熱電子機器は薬事法改正の影響により最終製品の販売数量が減少したため、当社製品の受注量も減少傾

向の推移となりました。 

この結果、売上高は50億82百万円となりました。 



② 電子部品組立 

製氷機用プリント基板組立の需要に大きな変動がなかったことから、売上高は５億５百万円となりました。 

  

③ その他 

損害保険代理店事業の契約件数に大きな変動がなかったことから、手数料収入は１百万円となりました。 

  

 (2) キャッシュ・フロー 

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、法人税等の還付等による資金の増

加がありましたが、売上高の減少に伴う収益の悪化により税金等調整前当期純損益が３億91百万円の損失となった

ため、当連結会計年度末には14億49百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、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４億27百万円となりました。 

主な増加要因は、減価償却費（２億67百万円）、法人税等の還付（１億16百万円）であり、主な減少要因は、税

金等調整前当期純損失の計上（△３億91百万円）、売上債権の増加（△２億46百万円）、仕入債務の減少（△68百

万円）、賞与引当金の減少（△58百万円）であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は37百万円となりました。 

主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入（90百万円）であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得に

よる支出（△１億24百万円）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71百万円となりました。 

これは主に利益処分による配当金（△68百万円）を支出したことによるものであります。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における事業製品別生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業(損害保険代理店手数料)につきましては、生産高から除いております。 

  

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、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、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業(損害保険代理店手数料)につきましては、受注高及び受注残高から除いております。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度において、主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合が、100分10未満となるため記載を省略

しております。 

区分 金額(千円) 

電子応用機器・装置 4,990,883 

電子部品組立 518,344 

合計 5,509,227 

区分 受注高(千円) 受注残高(千円) 

電子応用機器・装置 4,834,534 945,420 

電子部品組立 494,205 34,281 

合計 5,328,740 979,702 

区分 金額(千円) 

電子応用機器・装置 5,082,416 

電子部品組立 505,316 

その他 1,910 

合計 5,589,644 



３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、景気を牽引していた米国の個人消費や設備投資が鈍化するなかで、世界的な原油高

の影響等の不透明要因もあり、世界経済の減速が懸念されるとともに、国内では内需を中心に緩やかな回復基調が持

続すると思われるものの、金利の上昇や税負担の増加による個人消費の減速も懸念され、市場価格の低下や海外生産

の増加によるコスト競争等の激化により、経営環境はさらに厳しさを増すことが予想されます。 

当業界におきましては、次世代ＤＶＤプレーヤの市場投入やマルチドライブを搭載したパソコン及びデジタルＴＶ

の普及拡大により、設備需要は増加傾向で推移するものと思われますが、市場価格の低下による企業間の競争激化か

ら、低価格・短納期化の顧客要求がさらに厳しさを増すなど、当面は厳しい受注環境で推移するものと予想しており

ます。 

このような環境のなかで当社グループは、技術開発力の向上と低価格化への取組みを強化するとともに、海外販売

網及びＣＳ（カスタマサポート）体制をさらに強化することで、益々高度化・複雑化するユーザーニーズにどこより

も早く対応することにより、関連業界の発展に寄与しつつ収益力の増大に向けて注力してまいります。 

特に、光ディスク関連機器・装置では、次世代ＤＶＤ向け新製品の積極投入と原価低減に注力し収益力を高めると

ともに、３Ｄスキャナでは、フィットネスやアパレル業界をターゲットにした用途開発により新たな事業展開を図り

ます。また、新規事業としては、微細加工を可能にする光応用製品の開発により新たな市場展開を図るなど、光ディ

スク関連以外の事業を強化し、収益力を拡大するよう全社一丸となって取組んでまいります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。 

当社グループの経営成績、財務状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には、以下のようなものがあります。 

  

① 製品構成上の特色 

当社グループは、電子応用機器・装置（光ディスク関連機器・装置、その他の特殊機器・装置）と電子部品組立

（プリント基板の組立）を事業の柱としており、平成11年３月期の売上高構成比は、電子応用機器・装置が41.1％、

電子部品組立が58.9％となっておりましたが、電子部品組立の主力であった液晶モジュールとエアコン基板の組立事

業から撤退したことにより、当連結会計年度の同構成比は90.9％、9.1％となりました。 

電子応用機器・装置は、光ディスク関連分野、自動車関連分野、ＯＡ機器関連分野等の研究開発部門、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のため、人件費

等の固定費負担が高くなる傾向にあります。 

一方の電子部品組立は、現在、製氷機用プリント基板組立を主力としており、安定した受注が確保できる反面、付

加価値が低く成長性、収益性に乏しい傾向にあります。 

  

② 光ディスク関連機器・装置への依存度 

当連結会計年度の売上高のうち、光ディスク関連機器・装置の売上高は全体の73.3％を占めており、今後も増加傾

向にあります。光ディスクはＤＶＤ、Ｂlu－ray、ＨＤ－ＤＶＤ等、様々な規格が提案されてきましたが、それぞれの

規格ごとに評価項目や検査項目が違うため、既存製品の改良や新規開発が必要になります。 

新規格に対して、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グル

ープ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等）が伴う反面、メジャーになれば標準機としての地位と相応の収益が確保できます。 

また、光ディスク関連機器・装置の比率が高まることは、光ディスク業界が成長していく過程においては望ましい

反面、経営資源を集中する割合が高いほど、財務及び業績に与える影響も大きくなる傾向にあります。 

  

③ 業界動向 

当社グループは、さらに拡大発展が見込める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

やナノ加工装置などの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開発投資を行う方針でありますが、今

後の業績は、ＤＶＤやＢlu－ray、ＨＤ－ＤＶＤ等の市場動向及び光応用製品の市場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 

当社グループの主力事業である光ディスク関連機器・装置業界は拡大発展が著しく、新規参入企業も増加傾向にあ

ります。当社は同業界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推進してきましたが、今後、競合先から弊社製品の類似製品や低価格製品が市場投入さ

れ、当社グループの対応が遅れた場合は財務及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 研究開発 

当社グループは、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独自性のある製品を

タイムリーに提供してきたことにより、業容を拡大してまいりました。当連結会計年度の研究開発費の総額は６億34

百万円で、売上高に対する割合は11.4％でありますが、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。 

  

⑥ 新規事業 

当社グループは、安定経営の観点から今後も新規事業への積極的な取組みを進めていく予定ですが、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に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、着手した新規事業が必ずしも計画どおりに推移する保証はなく、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金の回収が困難になるなど、業績に対して相応の影響が生じる可能性があります。 

  

⑦ 災害等による影響 

当社は、地震や火災等の発生に備え、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

と細江テクノロジーセンター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。 

  

⑧ 国際的活動及び海外進出による事業展開 

当社グループは、アジア、北米、ヨーロッパの各地域に生産及び販売拠点を置き、グローバルな事業展開を推進し

ております。 

当連結会計年度における海外売上高は連結売上高の20.4％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 



ｂ. 不利な政策の決定または規制の設定・変更 

ｃ. 予期しない法律または規制の変更 

ｄ. 人材の確保の難しさ 

ｅ. 原材料・部品調達の難しさ、技術水準の程度 

以上の事象は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社グループは、「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。」を企業理念に掲げ、永年

培ったノウハウと先端技術を駆使し、ますます多様化・高度化するユーザーニーズにマッチした顧客満足が得られる

製品提供を目指して積極的な研究開発活動を推進しております。 

当社グループの研究開発活動は、当社の研究開発室と技術本部で行われており、研究開発室は今までにない新製品

の研究開発を中心に活動し、技術本部は既存製品を応用した新製品開発や既存製品の機能向上等の改良開発を中心に

活動しております。また、大規模の研究開発案件や多数の技術者を必要とするテーマについては、研究開発室と技術

本部が協力してプロジェクトチームを編成し、最適な研究開発環境において目的に適したタイムリーな研究開発活動

を行うこととしております。 

なお、当社グループの研究開発専任者は、当連結会計年度の期末日現在で９名(総従業員数の約2.5％)であります。

当連結会計年度における電子応用機器・装置事業の研究開発費の総額は６億34百万円であり、テーマ別研究開発の

目的、主要課題及び研究開発の成果は次のとおりであります。 

  

(1) 光学式調整機の開発 

本装置は、リアルタイムで波面計測を行いながら、光ピックアップの光学系を調整することができる光学式の調

整機で、従来の光干渉計による調整と比較し、同等の計測精度を維持しつつ、調整作業の効率化と低価格化を実現

いたしました。また、本装置は、光ピックアップの特性解析用途にも使用できます。 

 本装置の主な特徴は次のとおりであります。 

① 平行光束と発散光束が計測できるので、光ピックアップのコリメート調整や対物レンズの傾角調整が容易に行

える。 

② 収差によりアライメントエラーの定量化ができる。 

③ リアルタイムに計測できるので、干渉縞や波面（２D、３D画像）、強度分布もレスポンス良くグラフィック表

示できる。 

④ オートコリメータを内蔵したことにより、光ピックアップの取り付けシャフトやカバーガラスなどのアライメ

ントができる。 

⑤ スポット集光状態の観測（オプション機能）ができる。 

⑥ 光ピックアップのアクチュエータ、Ⅹ―Ｙ方向の調整機構部にサーボをかけることにより、調整中に発生する

振動を最小に抑えることができるので、安定した波面計測ができる。 

  

(2) 次世代光ディスク対応型光ピックアップ評価装置（Ｏ－ＰＡＳ８００）の開発 

次世代光ディスク（Ｂlu－ray、ＨＤ ＤＶＤ）に使用される青色レーザを搭載した光ピックアップの諸特性を評

価するための再生評価装置を開発いたしました。 

本装置は、光ピックアップの生産ラインや品質管理用検査装置、開発用実験装置など、多目的に使用することが



できます。 

本装置の主な特徴は次のとおりであります。 

① ＣＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ／±Ｒ／±ＲＷ／±Ｒ ＤＬ、ＢＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＥ、ＨＤ ＤＶ

Ｄ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷの標準速度に対応した光ピックアップの再生評価ができる。 

② ２ヘッド仕様の光ピックアップにも対応できる。 

③ パソコンからの設定（サーボイコライザ特性も設定できる）により、機種切替えが容易にできる。 

④ 各メディアに対応したパラメータ設定と保存が容易にできる。 

⑤ マイコンを追加することにより、各種シリアル通信タイプＬＤドライバに対応できる（オプション機能）。 

⑥ 専用ボードの追加により、ＤＶＤ－ＲＡＭにも対応できる（オプション機能）。 

⑦ 従来機と比較し、小型軽量化を実現した。 

  

(3) コリニアホログラフィックメディア評価システム（ＳＨＯＴ－１０００）の開発 

（株）オプトウエアが特許を保有するコリニア方式のホログラムデータ記録ディスク（Holographic Versatile 

Disc：ＨＶＤと称し、ＤＶＤと同一形状でありながら、１テラバイトの記憶容量が実現できる次々世代の光ディス

クとして国内外で注目されている。）の諸特性を評価するシステムを開発いたしました。 

本システムは、㈱オプトウエアとのライセンス契約により、コリニア方式に関する技術供与を受け、感光材料を

用いたホログラム記録用ディスクに、コリニア方式でページデータを記録・再生することにより、ディスクの諸特

性を評価するシステムで、国内外の材料・メディアメーカや関連メーカにおいて、ホログラム記録用素材の研究や

関連製品の開発・実験用システムとして使用されます。 

本システムの主な評価項目は次のとおりであります。 

① ページデータ・パターンの記録・再生評価 

② ＳＮＲ評価 

③ エラーレート評価 

④ エラーマップ評価 

⑤ 濃淡ヒストグラム評価 

⑥ 記録パワーマージン評価 

⑦ チルトマージン評価 

⑧ デフォーカスマージン評価 

⑨ クロストーク評価 

  

(4) 三次元測定機用高精度３Ｄスキャナ（ＴＤＳ１６２３ＰＨ）の開発 

三次元測定機（ＣＭＭ）に搭載して使用できる高精度の非接触三次元スキャナを開発いたしました。 

本スキャナは、三次元データの非接触・高精度・高速計測を可能にした三次元測定機用の非接触三次元スキャナ

で、三次元測定機の標準接触針（プローブ）と同一のオートジョイント（Renishaw製ＰＨ１０）を採用したことに

より、段取り替えが容易に行えるほか、繰り返し計測精度±０．０２ｍｍ以下と高精度でありながら、毎秒１５０

００ポイントの点群データを取得することができます。 

本スキャナの主な特徴は次のとおりであります。 

① 計測幅（２０～１５８ｍｍ）、計測ピッチ（０．０５～０．４ｍｍ）は、計測対象物に合わせて６つのモード

から選択できる。 

② 光沢のある物や黒色の物もスプレーなしで精度良く計測できる。 

③ 毎秒１５０００ポイントの点群データが取得できる。 

④ 毎秒６０ラインの高速計測ができる。 



⑤ オートジョイントＰＨ１０の採用により、着脱が容易にできる。 

⑥ スキャナ重量４３５グラム、サイズ６２×１２０×９０ｍｍと小型軽量である 

  

(5) ナノ加工装置（ＮＥＯ－５００）の開発 

半導体レーザを用いた可視光レーザリソグラフィ法（半導体デバイス作製で主に使用されるパターンの描画方

法）と熱非線形材料（熱に対して急激に状態が変化する材料）を組み合わせた熱リソグラフィ技術（光を直接使わ

ず、光の生み出す熱分布を利用した微細加工技術）を利用し、低コストで大面積・高速に50nm（1ナノメートルは1

／1,000,000ミリメートル）の微細加工を行うナノ加工装置を開発いたしました。 

本装置は、独立行政法人産業総合研究所（以下、「産総研」という。）の協力を得て、産総研の有する熱リソグ

ラフィ技術と当社のレーザ制御技術を融合させたことにより、従来から利用されている加工装置に比べ、４分の１

から10分の１の低コストで、５インチウエハーサイズ（直径12cm）の大面積な領域に50nmのナノ構造物を高速に作

製することができるもので、真空紫外光などの短波長の光や電子線などの高価格で大型の装置を用いてのみ実現可

能であったナノメータサイズの微細加工が簡単に取扱えるようになりました。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しており、財務諸表

の作成において使用される当社の重要な会計方針は次のとおりであります。 

① 投資の減損 

当社は、時価のある有価証券と時価のない有価証券を有しております。時価のある有価証券については、期末日

の市場価格等に基づいて計上しております。市場価格等が取得原価に比べて30％以上下落した場合は、原則として

減損処理を行うこととしております。時価のない有価証券の減損処理は、純資産額の減少、財政状態及び将来の業

績予想等を総合勘案のうえ評価することとしております。 

  

② 繰延税金資産 

当社は、繰延税金資産について、実現の可能性が高いと考えられる金額へ減額するために評価性引当金を計上し

ております。評価性引当金の計上を検討する際、将来の課税所得と実行可能なタックス・プランニングを考慮して

処理することとしております。 

  

③ 退職給付費用 

当社は、従業員の退職給付費用及び退職給付債務について、数理計算に使用される前提条件に基づいて算定して

おります。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率、昇給率などの重要な見積もりが含まれております。

実際の結果が前提条件と異なる場合や前提条件が変更された場合、その影響は累計され、将来にわたって規則的に

認識されるため、将来の会計期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当連結会計年度における売上高は、光ディスク関連機器・装置は、記録型ＤＶＤ関連設備の需要回復と次世代Ｄ

ＶＤ関連設備の本格的な立ち上がりを期待しておりましたが、記録型ＤＶＤ関連設備は、原油高による原材料の値

上がり等の影響により緩やかな回復に止まり、次世代ＤＶＤ関連設備は、規格統一の動きや両陣営による主導権争

いの熾烈化等の要因により、当初の生産立ち上げ時期が大幅に遅れたことから、低調な推移となりました。 

また、その他の特殊機器・装置は、自動車業界の好調に支えられ車両関連装置や３Ｄスキャナの需要が増加した

ものの、温熱電子機器は薬事法改正の影響により最終製品の販売数量が減少したため、当社製品の受注量も減少傾

向の推移となりました。 

この結果、電子応用機器・装置の売上高は50億82百万円となりました。 

電子部品組立（プリント基板組立）は需要に大きな変動がなかったことから、売上高は５億５百万円となりまし

た。 

また、損害保険代理店事業の契約件数に大きな変動がなかったことから、手数料収入は１百万円となりました。 

以上の結果、売上高合計は55億89百万円となりました。 

損益概況につきましては、研究開発の縮小、人件費及び諸経費の削減等に努めましたが、受注低迷による影響が

大きく、３億75百万円の経常損失、２億21百万円の当期純損失となりました。 

事業製品別売上高は下表のとおりであります。 



                              （単位：千円） 

  

(3) 財政状態の分析 

① 資産・負債及び資本 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、61億16百万円となりました。主因は、受取手形及び売掛金が22億

65百万円、たな卸資産が19億63百万円であります。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、26億33百万円となりました。主因は、建物及び構築物が６億80百

万円、繰延税金資産が４億39百万円、土地が３億89百万円であります。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、18億70百万円となりました。主因は、未払金が６億53百万円、１

年内返済予定長期借入金が４億75百万円、支払手形及び買掛金が３億67百万円であります。 

 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、12億92百万円となりました。主因は、退職給付引当金が８億54百

万円、役員退職慰労引当金が３億58百万円であります。 

（資本） 

当連結会計年度末における資本の残高は、55億87百万円となりました。主因は、資本剰余金が24億１百万円、利

益剰余金が18億47百万円、資本金が14億91百万円であります。 

  

② キャッシュ・フロー 

第２ 事業の状況 １ 業績等の概要（2）キャッシュ・フロー に記載のとおりであります。 

  

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について 

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、さらなる拡大発展を

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。 

区分 当連結会計年度 構成比 

電子応用機器・装置 5,082,416 
％
90.9 

  光ディスク関連機器・装

置 
4,096,671 73.3 

その他の特殊機器・装置 985,744 17.6 

電子部品組立 505,316 9.1 

  製氷機他プリント基板組

立 
505,316 9.1 

その他 1,910 0.0 

合計 5,589,644 100.0 



① 業界における地位の向上 

当社が開発したＤＶＤ用光ディスク評価装置は業界標準機に位置付けられ、現在世界で量産されている大半のデ

ィスクは、当社の検査用プレーヤを搭載した検査装置を使用して品質管理や出荷検査が行われるなど、ＤＶＤの普

及発展に貢献してまいりました。次世代ＤＶＤ（Ｂlu－ray、ＨＤ－ＤＶＤ）につきましても、業界団体に積極的に

参画することにより、他社に先駆けて評価装置を開発するなど、次世代ＤＶＤの研究開発期間の短縮や市場投入の

早期化に貢献しております。 

今後も高い技術力を背景にハイエンドの評価装置メーカーとしてのブランドイメージを大切にするとともに、研

究開発用設備から生産用設備に至るまで、ユーザーニーズに対応した装置をいち早く供給し、さらなる知名度の向

上とシェアアップを目指します。 

三次元非接触形状計測装置（３Ｄスキャナ）については、他社に先駆けて対象物の色や光沢の違いによる影響を

ほとんど受けずに三次元計測ができる３Ｄスキャナを提供してまいりました。今後はさらに高速・高精度を実現す

るための技術開発を推進し、オリジナリティの高い製品を提供することにより、確固たるブランドを築くととも

に、新たな非接触計測市場の創出を目指します。 

  

② 収益力の増大 

光ディスク関連機器・装置については、生産性の向上やさらなる原価低減努力により、一層の収益確保を目指す

とともに、３Ｄスキャナは、性能向上と販路の拡大及び低価格化を推進し新たな市場を創出することにより、収益

の増大を目指してまいります。メディカル事業については、レセプトコンピュータの販売を核に電子カルテや遠隔

画像診断、電子紹介状システム等への積極展開を図ることにより、赤字からの早期脱却を目指します。 

一方、新規事業については、既存の事業で培った技術をもとに、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開発し、収益基盤の一層の強化を目指します。具体的には、光学系の評価に使用する「レ

ーザー基準光源」、レンズの特性を計測する「波面センサ」、光学系の調整に使用する「光学式調整機」、超微細

加工ができる「ナノ加工装置」など、新しい事業領域に向けた新製品を開発し、販売に着手しております。 

  

③ 海外市場への積極展開 

さらなる成長発展と経営効率の向上を目指し、グローバルな組織づくりや人材育成に注力するとともに、海外現

地法人との連携強化により、当社製品の海外展開を積極的に推進してまいります。 

  

④ 活力ある人材の育成 

活力ある人材の育成に向けて、社員個々の教育ニーズを把握し、それぞれの階層や個別のニーズに即した教育体

制の充実強化を図ります。 

  

⑤ ＩＴの積極活用 

営業、技術、製造、調達、人事などの基幹業務に関するＩＴ化を推進するとともに、全体最適を重視した支援シ

ステムの導入により、業務効率の向上及び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。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度は、電子応用機器・装置関連の研究開発を支援する設備及び販売促進を目的とするデモ機を中心に

１億38百万円の設備投資を実施いたしました。 

設備投資の主な内容は、ホログラムディスク評価装置33百万円、ＯＤＵ－１０００ ＨＤ－ＤＶＤ再生仕様11百万

円、ＯＤＵ－１０００ ＢＤ再生仕様デモ機10百万円、青色ＲＯＭ用ＢＣＡカッター10百万円等であります。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 

(1) 提出会社 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。 

２ 上記のほか、主な賃借及びリース設備は以下のとおりであります。 

  

３ 従業員数の[ ]内は、臨時雇用者数を外書きで表示しております。 

４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 在外子会社 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。 

２ 上記のほか、主な賃借及びリース設備は以下のとおりであります。 

  

３ 従業員数の[ ]内は、臨時雇用者数を外書きで表示しております。 

４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容
帳簿価額(千円) 

従業員数
(人) 建物 

及び構築物 
機械装置
及び運搬具 

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

本社工場 
(静岡県浜松市) 

総括業務施設
電子応用機器・
装置製造及び 
販売用設備 

135,501 14,950 197,901 
( 2,137.67)

35,736 384,089 
64

［ 19］

細江テクノロジー
センター 
(静岡県浜松市) 

電子応用機器
・装置製造及
び開発用設備 

544,895 9,209 191,906 
(12,604.47)

352,728 1,098,739 
265
［ 16］

東京営業所 
(東京都品川区) 

開発及び販売
用設備 

386 ― ― 9,092 9,479 
13

［ ―］
大阪営業所 
(大阪府吹田市) 

販売用設備 ― ― ― 655 655 
4

［ ―］
ヨーロッパ事務所 
(英国 
ニューポート) 

電子応用機器
・装置メンテ
ナンス用設備 

― ― ― 6,358 6,358 
2

［ ―］

事業所名 
(所在地) 

事業部門別 
の名称 

設備の内容
従業員数
(人) 

土地の面積 
(㎡) 

賃借料又は 
リース料(千円)

細江テクノロジー
センター 
(静岡県浜松市) 

電 子 応 用 機
器・装置 

基幹システム
サーバー等 

265
［ 16］

― 
年間リース料

9,876 

東京営業所 
(東京都品川区) 

電 子 応 用 機
器・装置 

営業所設備
13

［ ―］
― 

年間賃借料 
15,257 

大阪営業所 
(大阪府吹田市) 

電 子 応 用 機
器・装置 

営業所設備
4

［ ―］
― 

年間賃借料 
5,443 

ヨーロッパ事務所 
(英国 
ニューポート) 

電 子 応 用 機
器・装置 

事務所設備
2

［ ―］
― 

年間賃借料 
2,503 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容
帳簿価額(千円) 

従業員数
(人) 建物 

及び構築物 
機械装置
及び運搬具 

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

帕路斯（北京）科
技有限公司 
(中国北京市) 

電子応用機器・
装置メンテナン
ス用設備 

― ― ― 3,554 3,554 
25

［  3］

事業所名 
(所在地) 

事業部門別 
の名称 

設備の内容
従業員数
(人) 

土地の面積 
(㎡) 

賃借料又は 
リース料(千円)

帕路斯（北京）科
技有限公司 
(中国北京市) 

電子応用機
器・装置 

工場設備
25

［  3］
― 

年間賃借料 
11,877 



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループの設備計画は、景気予測、業界動向及び投資効率等を総合的に勘案して策定しております。 

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却、売却等の計画は次のとおりであります。 

(1) 新設 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 除却 

該当事項はありません。 

  

(3) 売却 

該当事項はありません。 

  

事業所名 所在地 設備の内容 
投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了 
予定年月 完成後の

増加能力総額 
(千円) 

既支払額
(千円) 

着手 完了 

本社工場 
静岡県 
浜松市 

合理化設備 
販売用設備 

60,000 ― 自己資金
平成18年
４月 

平成19年
３月 

作 業 効
率、Ｐ
Ｒ 効 果
の向上 

細江テクノ
ロジーセン
ター 

〃 
電 子 応 用 機
器・装置及び
開発用設備 

190,000 ― 自己資金 〃 〃 
作 業 効
率 の 向
上 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

なお、平成18年６月22日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、当該定めは削除されました。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 株式分割 2,322,432株 分割比率 １：1.2 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 32,000,000 

計 32,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月23日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 13,934,592 13,934,592
東京証券取引所
(市場第二部) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 13,934,592 13,934,592 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成13年５月18日 
(注)１ 

2,322,432 13,934,592 ─ 1,491,375 ─ 2,401,642



(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式208,844株は、「個人その他」に208単元、「単元未満株式の状況」に844株含まれております。 

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ1単元及び145株含ま

れております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 上記日本トラスティサービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

─ 8 19 35 4 4 2,472 2,542 ―

所有株式数 
(単元) 

─ 1,598 146 476 42 5 11,182 13,449 485,592

所有株式数 
の割合(％) 

─ 11.88 1.09 3.54 0.31 0.04 83.14 100 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

伊 藤 克 己 静岡県浜松市 1,350 9.69 

多賀谷 澄 芳 静岡県浜松市 976 7.01 

日本トラスティサービス信託銀
行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目8-11 902 6.47

坪 井 邦 夫 静岡県浜松市 460 3.30 

桑 原   孝 静岡県浜松市 426 3.06 

竹 内 正 規 静岡県浜松市 411 2.95 

パルステック工業社員持株会 静岡県浜松市東三方町90-3 291 2.09 

木 下 達 夫 静岡県浜松市 237 1.70

内 山   亨 静岡県浜松市 217 1.56 

坂 倉   茂 静岡県浜松市 210 1.51 

計 ― 5,482 39.34 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,000株

(議決権１個)及び145株含まれております。 

２ 単元未満株式数には、当社所有の自己保有株式844株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式)

普通株式  208,000 
―

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式13,241,000 13,241 同上 

単元未満株式 普通株式  485,592 ― 同上 

発行済株式総数      13,934,592 ― ― 

総株主の議決権 ― 13,241 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
パルステック工業株式会社 

静岡県浜松市東三方町 
90－３ 

208,000 ― 208,000 1.49

計 ― 208,000 ― 208,000 1.49 



  

３ 【配当政策】 

当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、安定的な配当の継続を業績に応じて行うこと

を基本方針としております。 

また、内部留保資金につきましては、新製品開発の推進、生産及び研究開発用設備の増強、情報化システムの強

化、海外拠点の整備及び新規事業の創出等に充当する方針であります。 

当期につきましては、厳しい経営環境のもと大きな損失を計上したことを考慮し、誠に遺憾ながら当期の期末配当

金は無配とさせていただきましたが、今後は、業績の回復・収益の向上を図り、早期の復配を目指して最大限の努力

を行ってまいります。 

なお、本年５月１日施行の会社法では、配当の回数に関する制限が撤廃されておりますが、現時点において配当回

数の変更は予定しておりません。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部の公表によるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部の公表によるものであります。 

  

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 1,350 869 1,110 799 600 

最低(円) 295 385 400 507 410 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 560 560 560 552 510 499 

最低(円) 502 510 476 483 410 430 



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長 ― 木 下 達 夫 昭和26年10月24日生

昭和45年４月 

  
昭和49年６月 

昭和60年４月 
昭和63年12月 

平成２年４月 
  

平成４年１月 
平成９年４月 

平成11年４月 
平成11年５月 

平成12年４月 
  

平成12年12月 

遠州製作株式会社(現エンシュウ

株式会社)入社 
当社入社 

当社技術部長 
当社取締役技術部長就任 

当社取締役光技術部長兼技術推進

室長就任 

当社取締役システム事業部長就任 
当社取締役第１営業部長就任 

当社代表取締役社長就任(現任) 
株式会社パステル取締役就任 

Pulstec USA, Inc.代表取締役社

長就任(現任) 

株式会社パステル代表取締役社長

就任(現任) 

237

常務取締役 ― 坂 倉   茂 昭和27年10月26日生

昭和46年４月 

昭和48年４月 
昭和49年６月 

昭和60年４月 
昭和63年11月 

昭和63年12月 
平成２年12月 

  
平成４年１月 

平成12年10月 
平成12年12月 

  
平成13年４月 

  
平成14年４月 

三協電気株式会社入社 

協和電子工業株式会社入社 
当社入社 

当社業務部長 
株式会社パステル監査役就任 

当社取締役製造部長就任 
当社取締役細江テクノロジーセン

ター所長就任 
当社取締役総務部長就任 

当社常務取締役総務部長就任 
株式会社パステル取締役就任（現

任） 
当社常務取締役経営管理本部長就

任 
当社常務取締役就任(現任) 

210



  

  
(注) １ 常勤監査役池永俐、監査役内山吉則の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 

  執行役員は、営業本部長市川康男、メディカル推進本部長小野良和、経営管理本部長鈴木幸博、技術本部長稲垣安則、中

国支援室長平松弘二、製造本部長中村信行の６名で構成されております。 

３ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任

しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

  

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 製造管理本部長 伊 藤 敏 行 昭和25年５月12日生

昭和48年４月 

昭和52年５月 
昭和56年10月 

平成４年１月 
平成９年４月 

平成９年６月 
平成13年４月 

平成14年４月 
平成17年４月 

平成18年４月 

平安鉄工株式会社入社 

プレス技研工業株式会社入社 
当社入社 

当社システム事業部要素技術部長 
当社システム事業部長 

当社取締役システム事業部長就任 
当社取締役製造本部長就任 

当社取締役経営管理本部長就任 
当社取締役就任 

当社取締役製造管理本部長就任

（現任） 

38

取締役 ― 東   孝 一 昭和23年５月18日生

昭和48年４月 

平成７年６月 
平成12年８月 

  
平成15年10月 

平成18年６月 

松下電器産業株式会社入社 

テイチク株式会社取締役 
松下電子工業株式会社ディスプレ

イデバイス事業部事業部長 
当社技術顧問 

当社取締役就任（現任） 

―

常勤監査役 ― 池 永   俐 昭和14年１月23日生

昭和36年４月 

昭和62年６月 

平成元年６月 

平成５年６月 

平成６年12月 

株式会社静岡銀行入行 

同行ささがせ支店長 

同行公務渉外部副部長 

当社常勤監査役就任(現任) 

株式会社パステル監査役就任(現

任) 

―

常勤監査役 ― 竹 内 正 規 昭和19年６月22日生

昭和35年３月 

昭和52年１月 

  

昭和53年12月 

昭和57年12月 

  

平成２年４月 

平成４年１月 

  

平成７年４月 

平成９年４月 

平成11年６月 

矢崎部品株式会社入社 

北菱電機工業株式会社(平成４年

１月当社に吸収合併)入社 

当社監査役就任 

北菱電機工業株式会社(平成４年

１月当社に吸収合併)取締役就任 

同社常務取締役就任 

当社常務取締役マスプロ事業部長

就任 

当社常務取締役営業部長就任 

当社取締役資材部長就任 

当社常勤監査役就任(現任) 

411

監査役 ― 内 山 吉 則 昭和26年５月24日生

昭和49年４月 

昭和63年10月 

  

平成４年１月 

平成５年３月 

渡辺清一郎税理士事務所入所 

天王労務管理事務所開業 

所長就任(現任) 

当社監査役就任(現任) 

株式会社パステル監査役就任 

―

  896

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

監査役 ― 坪 井 成 司 昭和15年７月16日生

昭和34年４月 

平成７年７月 

平成12年９月 

平成18年６月 

株式会社静岡銀行入行 

東洋濾機製造株式会社入社 

日本証券代行株式会社入社 

株式会社ハマキョウレックス 監

査役就任（現任） 

―



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業力の強化及び株主価値向上の観点から、経営の健全性及び透明性の向上とコンプライアンスを経営の

重要事項に位置付けております。 

  

会社の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

当社は、監査役会制度採用会社であります。 

取締役会は、提出日現在社内取締役４名で構成し、経営方針及び経営の重要事項を決定するほか、執行役員の業

務の執行状況を管理・監督する機関として位置付け、毎月１回定例会（必要に応じて臨時会）を開催しておりま

す。なお、社外取締役は選任しておりません。 

監査役会は、提出日現在社内監査役１名、社外監査役２名で構成し、取締役の職務執行状況及びコンプライアン

スを監視しております。 

  
  

 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

当社は、経営の健全性を図るため、平成14年４月１日付で執行役員制を導入し、経営の意思決定と業務執行を明

確に分離いたしました。また、重要な会社情報は、情報開示担当役員に集約し、適時開示はもとより、迅速かつ公

平な情報開示に努めております。 

コンプライアンスにつきましては、社員教育の場で会社諸規程の周知徹底を図るほか、各業務遂行上において必

要となる具体的な倫理基準を「コンダクトガイドライン」として文書化し、電子掲示板に掲示することにより、全

社員がいつでもその内容を確認できる環境を整えております。 

  



(3) 内部監査及び監査役（監査委員会）監査、会計監査の状況 

（内部監査及び監査役監査の状況） 

当社の内部監査室は、社長直轄の組織として設置され、提出日現在１名で構成し内部監査規程に基づき制度監

査・業務監査・会計監査及び関係会社監査を実施し、客観的な立場で内部統制システムの検証をしております。ま

た、内部監査にあたっては、必要に応じて監査役会及び会計監査人と相互に監査の結果に関する情報及び資料を提

供して協力することとし、内部監査実施計画書や内部監査報告書等を社長及び監査役に提出するほか、監査法人に

送付して会計監査人の監査に協力しております。 

各監査役は、取締役会・経営会議及びその他の重要な会議に出席するほか、監査役会で決定した「監査職務の分

担と計画」に基づいて監査を実施し、その結果を監査役会で報告・審議したうえで監査役会監査報告書にとりまと

めております。また、監査役は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことによ

り、効率的な監査を実施するとともに会計監査人の監査に関する相当性の把握に努めております。 

  

（会計監査の状況） 

当社は新日本監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。当社の監査証明に係る業務を執行した公

認会計士は、木下邦彦氏・河西秀治氏の２名で、継続監査年数はともに４年であります。 

また、当社の会計監査業務に係る補助者の構成につきましては、公認会計士10名、会計士補３名及びその他の補

助者９名からなっております。 

  

(4)  役員報酬及び監査報酬の内容 

（役員報酬） 

  

（監査報酬） 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 9,300千円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  

会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外監査役２名と当社の間では、特筆すべき利害関係はありません。 

  

会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組み 

個人情報を含む重要情報漏洩防止の対策処置として、情報の取扱いに関するルールの厳格化を行うとともに、関係

者を対象に説明会を実施しております。 

四半期業績の開示や年２回の決算説明会を実施するなど、適時適切な開示により経営の透明性の向上に努めており

ます。 

取締役の年間報酬総額 93,100千円   

監査役の年間報酬総額 18,896千円 （うち社外監査役 10,076千円） 

計 111,996千円   



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書

きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(3) 当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、初めて連結財務諸表を作成しているため、以

下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については前

連結会計年度との対比は行っておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の

連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで)の財務諸表について、新日本監査法人の監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

    
当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比 
(％) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金     1,463,203   

２ 受取手形及び売掛金     2,265,463   

３ たな卸資産     1,963,946   

４ 繰延税金資産     367,860   

５ 未収還付法人税等     2,259   

６ その他     56,400   

 貸倒引当金     △2,250   

流動資産合計     6,116,883 69.9 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物  ※２ 1,370,135     

  減価償却累計額   689,352 680,783   

(2) 機械装置及び運搬具   114,785     

  減価償却累計額   90,625 24,160   

(3) 土地 ※２   389,885   

(4) 建設仮勘定     75,158   

(5) その他   1,813,487     

  減価償却累計額   1,405,361 408,126   

 有形固定資産合計     1,578,114 18.1 

２ 無形固定資産     46,026 0.5 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１   222,199   

(2) 繰延税金資産     439,180   

(3) その他 ※１   370,477   

貸倒引当金     △309   

投資損失引当金     △22,671   

投資その他の資産合計     1,008,876 11.5 

固定資産合計     2,633,017 30.1 

資産合計     8,749,901 100.0 

      



  

  
  

    
当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比 
(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金     367,390   

２ 一年内返済予定長期借入金 ※２   475,000   

３ 未払金 ※2,4   653,507   

４ 未払消費税等 ※５   41,968   

５ 賞与引当金     140,907   

６ その他     191,521   

流動負債合計     1,870,294 21.4 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金 ※２   25,000   

２ 退職給付引当金     854,077   

３ 役員退職慰労引当金     358,760   

４ その他 ※２   54,258   

固定負債合計     1,292,095 14.7 

負債合計     3,162,389 36.1 

          

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※６   1,491,375 17.0 

Ⅱ 資本剰余金     2,401,642 27.5 

Ⅲ 利益剰余金     1,847,856 21.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     5,828 0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定     51 0.0 

Ⅵ 自己株式 ※７   △159,242 △1.8 

資本合計     5,587,511 63.9 

負債・及び資本合計   8,749,901 100.0 

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

    
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高     5,589,644 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,170,526 74.6 

売上総利益     1,419,117 25.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2   1,828,284 32.7 

営業損失     409,166 △7.3 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   1,016     

２ 受取配当金   305     

３ 為替差益   20,803     

４ その他   19,432 41,557 0.7 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   5,500     

２ その他   2,630 8,131 0.1 

経常損失     375,739 △6.7 

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※３ 8,011     

２ その他   9 8,020 0.1 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※４ 10,586     

２ 投資有価証券評価損   12,622     

３ その他   1,003 24,212 0.4 

税金等調整前当期純損失     391,931 △7.0 

法人税、住民税 
及び事業税 

  5,167   

未払法人税等取崩額   △29,830     

法人税等調整額   △145,780 △170,443 △3.0 

当期純損失     221,487 △4.0 

      



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

    
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,401,642 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     2,401,642 

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     2,138,002 

Ⅱ 利益剰余金減少高       

１ 配当金   68,658   

２ 当期純損失   221,487 290,146 

Ⅲ 利益剰余金期末残高     1,847,856 

      



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 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   △391,931 

減価償却費   267,855 

貸倒引当金の増加額   237 

賞与引当金の減少額   △58,734 

退職給付引当金の増加額   41,629 

役員退職慰労引当金の増加額   10,410 

投資損失引当金の増加額   1,003 

受取利息及び受取配当金   △1,321 

支払利息   5,500 

為替差益   △1,231 

投資有価証券評価損   12,622 

有形固定資産売却益   △8,011 

有形固定資産除却損   9,366 

無形固定資産除却損   1,220 

売上債権の増加額   △246,558 

たな卸資産の増加額   △13,676 

仕入債務の減少額   △68,854 

未払消費税等の増加額   25,019 

その他   △97,177 

  小計   △512,632 

利息及び配当金の受取額   1,365 

利息の支払額   △5,768 

法人税等の支払額   △26,587 

法人税等の還付額   116,089 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △427,533 

Ⅱ 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   △24,303 

定期預金の払戻による収入   24,576 

有形固定資産の取得による支出   △124,912 

有形固定資産の売却による収入   90,080 

無形固定資産の取得による支出   △20,011 

投資事業組合からの分配金による収入   11,722 

貸付金の回収による収入   5,369 

その他   10 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △37,468 

Ⅲ 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   △3,163 

配当金の支払額   △68,658 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △71,822 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   1,484 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △535,339 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,984,480 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,449,140 
    



  
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 
連結子会社の名称 
  帕路斯(北京)科技有限公司 
なお、上記子会社の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。 

  (2) 非連結子会社の名称等 
(株)パステル 
Pulstec USA,Inc. 
帕路斯(天津)国際貿易有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、
売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持
分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項  持分法を適用しない非連結子会社（(株)パステル、
Pulstec USA,Inc.、パルス(天津)国際貿易有限公司）は、当
期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に
及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
ため持分法の適用範囲から除外しております。 

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、12月31日であります。 
 連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸
表を使用しております。ただし、１月１日から３月31日まで
の期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整
を行っております。 

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 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法によ
り算定） 
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（証券取引法第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最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。 

  ② デリバティブ 
時価法 

  ③ たな卸資産 
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 
電子部品組立事業製品は総平均法による原価法 
原材料 
当社は総平均法による原価法を、また、在外連結子会社
は移動平均法による原価法を採用しております。 
貯蔵品 
最終仕入原価法 



  

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

① 有形固定資産 
当社は定率法を、また、在外連結子会社は当該国の会計
基準の規定に基づく定額法を採用しております。 
ただし、当社は平成10年４月１日以降に取得した建物
（付属設備を除く）については、定額法を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物及び構築物    11～47年 
機械装置及び運搬具  ２～15年 
工具器具備品     ２～20年 

  ② 無形固定資産 
当社は定額法を採用し、在外連結子会社は所在地国の会
計基準に基づく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）に基づく定額法を採用しておりま
す。 

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定債権
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。また、在外連結子会社については、個
別の債権の回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上し
ております。 

  ② 投資損失引当金 
当社は関係会社等に対する投資についての発生の見込ま
れる損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、
必要額を計上しております。 

  ③ 賞与引当金 
当社は従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のう
ち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。 

  ④ 退職給付引当金 
当社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度
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、各連結会計年度の発生時に
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翌連結会計
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。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 
当社は役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は
負債の本邦通貨への換算
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、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円
貨に換算し、為替差額は資本の部における為替換算調整勘定
に含めて計上しております。 

(5) 重要なリース取引の処理
方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。 



  

  

追加情報 

  

  

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 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。 

  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 

  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。 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 
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。 

(7) その他の連結財務諸表作
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。 

５ 連結子会社の資産及び負 
  債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法
によっております。 

６ 利益処分項目等の取扱いに
関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分または損失処理
について、連結会計年度中に確定した利益処分または損失処
理に基づいて作成しております。 

７ 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ヵ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。 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま
す。 
これによる損益に与える影響はありません。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

  投資有価証券（株式） 65,820 千円 

  その他の投資その他の資産（出資金） 24,640   

※２ 担保資産 

(1)担保に供している資産     

  建物及び構築物 174,673 千円 

  土地 346,636   

   計 521,309   

(2)担保資産に対応する債務   

  一年内返済予定長期借入金 475,000 千円 

  未払金 17,266   

  長期借入金 25,000   

  その他の固定負債 54,258   

   計 571,524   

 ３ 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６行と当座貸越契約を締結して
おります。借入枠としては1,208,000千円ありますが、当連結会計年度末日における実行
残高はありません。 

※４ ファクタリング方式により振替えた仕入債務の未払額 

    479,841 千円 

※５ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未払消費税等」として表示しておりま
す。 

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式13,934,592株であります。 

※７ 当社が保有する自己株式の数は、208,844株であります。 



(連結損益計算書関係) 

  

  

  

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※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。 

  給与手当 351,808 千円 

  賞与引当金繰入額 27,910   

  退職給付費用 26,912   

  役員退職慰労引当金繰入額 10,410   

  貸倒引当金繰入額 237   

  研究開発費 634,510   

※２ 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 

    634,510 千円 

※３ 固定資産売却益の内訳 

  建物及び構築物 7,502 千円 

  工具器具備品 484   

  土地 24   

   計 8,011   

※４ 固定資産除却損の内訳  

  工具器具備品 9,366 千円 

  ソフトウェア 1,220   

   計 10,586   



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

  （平成18年３月31日現在）   

現金及び預金勘定 1,463,203 千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △ 14,063   

現金及び現金同等物 1,449,140   

      



(リース取引関係) 

  
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 １ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取
引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累計額
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

その他の有形
固定資産 

27,900 9,765 18,135

無形固定資産 21,480 7,518 13,962

合計 49,380 17,283 32,097

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に
占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 
未経過リース料期末残高相当額 
１年内 9,876 千円   
１年超 22,221     

  合計 32,097     
（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しておりま
す。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 9,876 千円   
減価償却費相当額 9,876 千円   

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

２ オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 
１年内 1,170 千円   
１年超 1,072     

  合計 2,242     
（減損損失について） 
リース資産に配分された減損損失はありません。 



(有価証券関係) 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

 ２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  

  

  

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えるも
の 

(1) 株式 4,076 13,750 9,673

(2) 債券   

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 4,076 13,750 9,673

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの 

(1) 株式 － － －

(2) 債券   

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 4,076 13,750 9,673

 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

その他有価証券       

非上場株式   71,745   

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資   70,883   

    142,628   



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

当社は為替予約取引を利用していますが、すべてヘッジ会計を適用していることから該当事項はありませ

ん。 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容 
  当社は、為替予約取引を利用しています。 

(2) 取引に関する取組方針 
当社は、デリバティブ取引の利用をリスクヘッジ目的に限っており、投機的な取引は行わ
ない方針であります。 
(3) 取引の利用目的 
当社は、外貨建金銭債権の為替変動リスクを回避する目的で利用しております。 
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 
（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。 
（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 
（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。 
（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) 取引に係るリスクの内容 
為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。 
なお、この取引の契約先は信用度の高い国内の銀行に限っているため、相手先の契約不履
行によるリスクはほとんどないと認識しております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 
デリバティブ取引の執行及び管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ル
ールに従い、経理課財務係が決裁権限者の承認を得て行っております。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 
当連結会計年度末において、外貨建金銭債権に振り当てたデリバティブ取引のほかに、す
べてヘッジ会計を適用していることから、２において取引の時価等を記載しておりません。 



(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 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。 

 なお、適格退職年金制度については、昭和59年１月から従業員の定年退職者について採用しておりましたが、平

成16年10月に廃止し、確定拠出年金制度に移行いたしました。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

(注) 「(6) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

 

  当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

(1) 退職給付債務（千円） △  827,486 

(2) 年金資産（千円） － 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △  827,486 

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） 43,570 

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） △  70,160 

(6) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) （千円） △  854,077 

(7) 前払年金費用（千円） － 

(8) 退職給付引当金 (6)－(7) （千円） △  854,077 

  当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

(1) 勤務費用（千円） 53,074 

(2) 利息費用（千円） 16,780 

(3) 過去勤務債務の費用処理額（千円） △  5,197 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 6,875 

(5) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4) （千円） 71,534 

(6) その他（千円） 70,133 

  合計 (5)＋(6) （千円） 141,667 

  当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

(1) 割引率（％） 2.0

(2) 期待運用収益率（％） 2.5

(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



(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 

  

  

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 

 当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

税金等調整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。 

    
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

繰延税金資産（流動資産）         

賞与引当金 56,010 千円     

税務上の欠損金 110,559     

たな卸資産評価損 78,637     

未払社会保険料 6,467     

役員退職慰労引当金 83,475     

保険積立金評価損 13,259     

その他 19,450 367,860 千円 

繰延税金資産（固定資産）     

退職給付引当金 339,495 千円     

役員退職慰労引当金 59,132     

投資有価証券評価損 12,844     

保険積立金評価損 5,834     

減価償却費 32,969     

投資損失引当金 19,553     

その他 699 470,529 千円 

繰延税金資産小計 833,389   

評価性引当額 △   27,503   

繰延税金資産合計 810,886   

      

繰延税金負債（固定負債）     

その他有価証券評価差額金 △    3,845 △    3,845   

繰延税金負債合計 △    3,845   

        

繰延税金資産の純額   807,040 千円 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

電子応用機器・装置事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合

計及び全セグメントの資産金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

（注）１ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア：台湾、韓国、中国、インド、アラブ首長国連邦、マレーシア、シンガポール 

（2）北米：アメリカ、カナダ 

（3）ヨーロッパ：オーストリア、スウェーデン、イギリス、オランダ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

【関連当事者との取引】 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

 
 

アジア
 

北米
 

ヨーロッパ
 

計
 

Ⅰ 海外売上高（千円）
 

750,266
 

237,339
 

154,021
 

1,141,628
 

Ⅱ 連結売上高（千円）
 

 
 

 
 

 
 

5,589,644
 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

13.4 4.2 2.8 20.4 



(１株当たり情報) 

  

(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。 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 407.08円 

１株当たり当期純損失金額 16.13円 

  

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。 

  
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純損失（千円） 221,487 

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） 221,487 

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,729 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ その他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりでありま

す。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

区分 
当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 475,000 0.6   

長期借入金(１年以内に返済予定のも
のを除く。) 

25,000 0.6 平成19年 

その他の有利子負債       

１年内返済予定建物等未払金 10,210 2.7   

建物等未払金(１年超返済) 40,850 2.7 平成19年～22年 

１年内返済予定土地未払金 7,056 3.3   

土地未払金(１年超返済) 13,408 3.3 平成19年～20年 

合計 571,524 ―   

区分 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 25,000 ― ― ― 

建物等未払金 10,210 10,210 10,210 10,220 

土地未払金 7,056 6,352 ― ― 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18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
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     1,987,801     1,362,027   

２ 受取手形     370,012     578,826   

３ 売掛金 ※４   1,683,329     1,782,088   

４ 製品     33,932     14,877   

５ 原材料     437,997     424,370   

６ 仕掛品     1,425,524     1,439,051   

７ 貯蔵品     3,965     4,284   

８ 前渡金     ―     83,485   

９ 前払費用     11,610     6,087   

10 繰延税金資産     145,240     372,666   

11  未収還付法人税等     83,019     2,259   

12 その他     26,274     19,229   

 貸倒引当金     △2,103     △16,305   

流動資産合計     6,206,606 67.9   6,072,950 69.8 

Ⅱ 固定資産               

(1) 有形固定資産               

１ 建物 ※１ 1,328,793     1,275,756     

減価償却累計額   612,806 715,987   606,585 669,170   

２ 構築物 ※１ 98,565     94,379     

減価償却累計額   83,638 14,926   82,766 11,612   

３ 機械装置   115,470     113,785     

減価償却累計額   86,362 29,107   89,689 24,096   

４ 車両運搬具   1,000     1,000     

減価償却累計額   920 79   936 63   

５ 工具器具備品   1,730,395     1,809,248     

減価償却累計額   1,299,386 431,008   1,404,677 404,571   

６ 土地 ※１   460,646     389,885   

７ 建設仮勘定     134,032     75,158   

有形固定資産合計     1,785,788 19.6   1,574,559 18.1 



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18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
(％) 

(2) 無形固定資産               

１ ソフトウェア     40,517     41,704   

２ 電話加入権     3,984     3,984   

無形固定資産合計     44,501 0.5   45,688 0.5 

(3) 投資その他の資産             

１ 投資有価証券     178,497     156,378   

２ 関係会社株式     65,820     65,820   

３ 出資金     8,000     7,990   

４ 関係会社出資金     51,160     51,160   

５ 破産債権、再生債権、 
  更生債権その他 
  これらに準ずる債権 

 309 309  

６ 長期前払費用     38,779     24,776   

７ 繰延税金資産     515,568     439,180   

８ 保険積立金     113,637     156,504   

９ 長期預け金     101,140     107,000   

10 その他     49,249     49,257   

貸倒引当金     △309     △309   

投資損失引当金     △21,667     △49,191  

投資その他の資産合計     1,100,185 12.0   1,008,876 11.6

固定資産合計     2,930,476 32.1   2,629,125 30.2

資産合計     9,137,082 100.0   8,702,075 100.0 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

 １ 支払手形     46,130     53,459   

２ 買掛金     260,753     283,672   

３ 一年内返済予定 
長期借入金 

※１  ─ 475,000  

４ 未払金 ※1,6   761,311     632,946   

５ 未払費用     159,374     152,398   

６ 未払消費税等     16,338     45,356   

７ 前受金     58,288     18,428   

８ 預り金     11,572     13,396   

９ 賞与引当金     199,641     140,907   

10 その他     464     240   

流動負債合計     1,513,875 16.6   1,815,806 20.9 

                



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18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
(％) 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金 ※１   500,000     25,000   

２ 土地未払金 ※１   20,464     13,408   

３ 建物等未払金 ※１   51,060     40,850   

４ 退職給付引当金     812,447     854,077   

５ 役員退職慰労引当金     348,350     358,760   

固定負債合計     1,732,321 18.9   1,292,095 14.9 

負債合計     3,246,196 35.5   3,107,901 35.7 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※２   1,491,375 16.3   1,491,375 17.1 

Ⅱ 資本剰余金               

 １ 資本準備金   2,401,642     2,401,642     

   資本剰余金合計     2,401,642 26.3   2,401,642 27.6 

Ⅲ 利益剰余金               

 １ 利益準備金   187,000     187,000     

 ２ 任意積立金               

    別途積立金   1,813,000     1,813,000     

３ 当期未処分利益又は当期

未処理損失(△) 
  150,447     △145,429     

   利益剰余金合計     2,150,447 23.6   1,854,570 21.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     3,499 0.0   5,828 0.1 

Ⅴ 自己株式 ※３   △156,078 △1.7   △159,242 △1.8 

資本合計     5,890,886 64.5   5,594,174 64.3 

負債・資本合計     9,137,082 100.0   8,702,075 100.0 

      



② 【損益計算書】 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     6,846,623 100.0   5,588,582 100.0 

Ⅱ 売上原価               

 １ 製品期首たな卸高   36,270     33,932     

 ２ 当期製品製造原価   4,571,845     4,166,356     

    合計   4,608,115     4,200,289     

 ３ 製品期末たな卸高   33,932 4,574,182 66.8 14,877 4,185,411 74.9 

売上総利益     2,272,441 33.2   1,403,171 25.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2   2,275,806 33.2   1,773,704 31.7 

営業損失（△）  △3,365 △0.0 △370,533 △6.6

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   508     779     

２ 受取配当金   292     305     

３ 為替差益   776     8,087     

４ 法人税等還付加算金   ─     3,204     

５ 販売支援料 ※３ 10,406     7,919     

６ その他   6,908 18,893 0.2 9,569 29,864 0.5 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   3,431     5,500     

２ 投資損失   3,906     2,014     

３ その他   20 7,358 0.1 4 7,519 0.1 

経常利益又は経常損失
（△） 

    8,169 0.1   △348,188 △6.2 



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益               

１ 固定資産売却益 ※４ ─     8,011     

２ 貸倒引当金戻入益   708     ─     

３ 退職給付引当金取崩益   182,580 183,289 2.7 ─ 8,011 0.1 

Ⅶ 特別損失               

１ 固定資産除却損 ※５ 2,463     10,586     

２ 投資有価証券評価損   7,377     12,622     

３ 投資損失引当金繰入額   21,667   0.5 27,523     

４ 貸倒引当金繰入額   ─ 31,508   13,946 64,679 1.2 

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失(△) 

    159,949 2.3   △404,855 △7.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

27,526 5,167   

未払法人税等取崩額   ─     △29,830     

法人税等調整額   52,220 79,746 1.1 △152,975 △177,637 △3.2 

当期純利益又は当期純損
失(△) 

    80,203 1.2   △227,218 △4.1 

前期繰越利益     70,244     81,788   

当期未処分利益又は当期
未処理損失(△) 

    150,447     △145,429   

     



製造原価明細書 

  

  

(脚注) 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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   2,612,796 48.2 2,141,184 45.1 

Ⅱ 労務費   1,787,012 32.9 1,822,016 38.3 

  (うち賞与引当金繰入額)   ( 137,622)   (   109,920)   

  (うち退職給付費用)   ( 107,910)   (  111,067)   

Ⅲ 経費   1,025,722 18.9 790,517 16.6 

  (うち外注加工費)   ( 391,748)   (  295,254)   

  (うち減価償却費)   ( 188,373)   (  177,364)   

当期総製造費用   5,425,532 100.0 4,753,717 100.0 

期首仕掛品たな卸高   1,237,851   1,425,524   

計   6,663,384   6,179,242   

他勘定振替高 ※２ 666,014   573,834   

期末仕掛品たな卸高   1,425,524   1,439,051   

当期製品製造原価   4,571,845   4,166,356   

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

同左 

  

※２ 他勘定振替高の内訳 

建設仮勘定 165,948千円

研究開発費 500,065 

計 666,014 

※２ 他勘定振替高の内訳 

建設仮勘定 114,354千円

研究開発費 459,480 

計 573,834 



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

(注) 当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しておりますので、当事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書は作成

しておりません。 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 159,949 

減価償却費 282,697 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △119,517 

役員退職慰労引当金の増加額 10,410 

賞与引当金の増減額（減少：△） △130,234 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △708 

投資損失引当金の増加額 21,667 

受取利息及び受取配当金 △801 

支払利息 3,431 

為替差損益（差益：△） △1,303 

投資有価証券評価損 7,377 

有形固定資産除却損 2,463 

売上債権の増減額（増加：△） 753,441 

たな卸資産の増加額 △269,668 

仕入債務の増減額（減少：△） △537,069 

未払消費税等の増減額（減少：△） 66,368 

役員賞与の支払額 △11,420 

その他 △54,389 

 小計 182,694 

利息及び配当金の受取額 801 

利息の支払額 △4,129 

法人税等の支払額 △363,746 

営業活動によるキャッシュ・フロー △184,380 

Ⅱ 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 △24,771 

定期預金の払戻による収入 25,044 

有形固定資産の取得による支出 △298,970 

有形固定資産の売却による収入 3,685 

無形固定資産の取得による支出 △4,000 

投資有価証券の取得による支出 △10,000 

投資事業組合からの分配金による収入 3,407 

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,603 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入 500,000 

長期借入金の返済による支出 △125,000 

自己株式の取得による支出 △1,552 

配当金の支払額 △137,341 

財務活動によるキャッシュ・フロー 236,106 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,164 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △252,714 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,226,180 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,973,465 
    



④ 【利益処分計算書及び損失処理計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度 

(平成17年６月23日)   
当事業年度 

(平成18年６月22日) 

区分 金額(千円) 区分 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   150,447 Ⅰ 当期未処理損失   145,429 

Ⅱ 利益処分額     Ⅱ 損失処理額     

配当金 68,658   任意積立金取崩額     

 （１株当たり配当金） （普通配当 5円） 68,658 別途積立金取崩額 146,000 146,000 

Ⅲ 次期繰越利益   81,788 Ⅲ 次期繰越利益   570 

        



重要な会計方針 

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社及び関連会社株式 

  総平均法による原価法 

(1) 子会社及び関連会社株式 

同左 

  (2) 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(評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定) 

(2) 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(証券取

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

て入手可能な最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 

 電子部品組立事業製品は総平均法

による原価法 

(1) 製品・仕掛品 

同左 

  (2) 原材料 

  移動平均法による原価法 

(2) 原材料 

総平均法による原価法 

  (3) 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

(3) 貯蔵品 

同左 

  

  ─────── （会計方針の変更） 
 原材料の評価方法は、従来、移動平
均法を採用しておりましたが、当事業
年度から総平均法に変更いたしまし
た。 
 この変更は、基幹業務統合パッケー
ジシステム（ＥＲＰシステム）の導入
を機に、事務処理の合理化を図るとと
もに、原材料の払出原価の平均化によ
り、期間損益をより適正に算定するこ
とを目的として行ったものでありま
す。 
なお、この変更により、前事業年度

と同一の基準によった場合に比べ売上
原価が12,411千円減少し、営業損失、
経常損失及び税引前当期純損失がそれ
ぞれ同額減少しております。 



  

  

 
項目 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

  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 

同左 

  

  

  

  

 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 

  (2) 無形固定資産 

 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 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  定額法 

─────── 

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) 投資損失引当金 

関係会社等に対する投資について

の発生の見込まれる損失に備えるる

ため、当該会社の財政状態等を勘案

し、必要額を計上しております。 

(追加情報） 

当事業年度において、関係会社等

への投資に係る損失に備える必要が

生じたため、当該会社の財政状態等

を勘案して必要額を計上しておりま

す。 

(2) 投資損失引当金 

同左 
  
  
  
  
  
  

─────── 

  (3) 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期に負担すべき

額を計上しております。 

(3) 賞与引当金 

同左 



  

  

 
項目 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 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。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

  （追加情報） 

当社は、確定拠出年金法の施行に

伴い、平成16年10月に適格退職年金

制度から確定拠出年金制度及び退職

金前払い制度へ移行し、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を

適用しております。なお、本移行に

伴う影響額としては、182,580千円

の特別利益が発生しております。 

─────── 

  (5) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

８ 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 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 



  

(注) 当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しておりますので、当事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書は作成しており

ません。 

  

会計処理方法の変更 

  

 
項目 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

  

(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 

９ 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。 

─────── 

10 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 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

─────── （固定資産の減損に係る会計基準） 
 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており
ます。 
これによる損益に与える影響はありません。 



    
表示方法の変更 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年

12月１日より適用となること及び「金融商品会計に関

する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成

17年２月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度

から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）を投資有価証券として表示する方法に変

更いたしました。 

なお、当事業年度末の「投資有価証券」に含まれる

当該出資額は、85,255千円であり、前事業年度末にお

ける固定資産（投資その他の資産）の「出資金」に含

まれている当該出資額は、92,105千円であります。 

───────

  

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「保険積立金」及び「長期預

け金」は、当事業年度において資産の総額の100分の１

を超えたため区分掲記いたしました。 

なお、前事業年度末における「保険積立金」及び

「長期預け金」は、それぞれ 74,465千円、95,280千

円であります。 

  

  

（損益計算書） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「受取賃貸

料」（当事業年度 1,533千円）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」に含めて表示することにいたしました。 

  



追加情報 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割（当事業年度 17,805千

円）については、販売費及び一般管理費に計上してお

ります。この結果、従来と同一の基準によった場合に

比べ、営業損失が 17,805千円増加し、経常利益及び税

引前当期純利益が 17,805千円それぞれ減少しておりま

す。 

─────── 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18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 184,884千円

構築物 2,085 

土地 346,636 

計 533,606 

※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 172,763千円

構築物 1,909 

土地 346,636 

計 521,309 

 (ロ)上記に対応する債務 

 上記には、静岡県の制度融資に基づく売買予約・

使用貸借による建物61,979千円、構築物2,085千

円、土地148,735千円が含まれており、対応債務は

未払金17,266千円、土地未払金20,464千円、建物等

未払金51,060千円であります。 

未払金 17,266千円

長期借入金 500,000 

土地未払金 20,464 

建物等未払金 51,060 

計 588,790 

 (ロ)上記に対応する債務 

 ─────── 

未払金 17,266千円

一年内返済予定長期借入金 475,000 

長期借入金 25,000 

土地未払金 13,408 

建物等未払金 40,850 

計 571,524 

 ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式についてこれに相当

する株式数を減ずることとなっております。 

※２ 会社が発行する株式の総数 

            普通株式

 

32,000,000株

   発行済株式の総数 普通株式 13,934,592株

同左 

※２ 会社が発行する株式の総数 

            普通株式

 

32,000,000株

   発行済株式の総数 普通株式 13,934,592株

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

202,822株であります。 

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

208,844株であります。 

※４ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

流動資産 

    売掛金 

 

101,427千円

※４ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

流動資産 

    売掛金 

 

138,286千円

 ５ 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６行と当座貸越契約を締結しております。借

入枠としては1,208,000千円ありますが、当事業年

度末日における実行残高はありません。 

 ５ 当座貸越契約 

同左 

※６ ファクタリング方式により振替えた仕入債務の未

払額 

607,450千円

※６ ファクタリング方式により振替えた仕入債務の未

払額 

479,841千円

７ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は3,499千

円であります。 

７ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は5,828千

円であります。 



(損益計算書関係) 

  

  

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

(注) 当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しておりますので、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 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25％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

75％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 101,844千円

役員報酬 132,472 

給与手当 330,726 

賞与引当金繰入額 43,301 

退職給付費用 27,323 

役員退職慰労引当金繰入額 10,410 

減価償却費 60,021 

研究開発費 985,355 

※１ 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31％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

69％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 135,417千円

役員報酬 111,996 

給与手当 346,333 

賞与引当金繰入額 27,910 

退職給付費用 26,912 

役員退職慰労引当金繰入額 10,410 

減価償却費 76,023 

研究開発費 631,217 

※２ 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 

985,355千円

※２ 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 

631,217千円

※３ 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。 

販売支援料 6,456千円

※３ 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。 

販売支援料 7,919千円

※４       ─────── ※４ 固定資産売却益の内訳 

建物 7,502千円

工具器具備品 484 

土地 24 

計 8,011 

※５ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 2,463千円

※５ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 9,366千円

ソフトウェア 1,220 

計 10,586 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※現金及び現金同等物の当事業年度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 

(平成17年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,987,801千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △14,336 

現金及び現金同等物 1,973,465 



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

27,900 4,185 23,715

ソフトウェ
ア 

21,480 3,222 18,258

合計 49,380 7,407 41,973 

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

27,900 9,765 18,135 

ソフトウェ
ア 

21,480 7,518 13,962 

合計 49,380 17,283 32,097 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

１年内 9,876千円

１年超 32,097 

合計 41,973 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

同左 

１年内 9,876千円

１年超 22,221 

合計 32,097 

(3) 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 8,156千円

減価償却費相当額 8,156千円

(3) 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 9,876千円

減価償却費相当額 9,876千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,170千円

１年超 2,242 

合計 3,412 

１年内 1,170千円

１年超 1,072 

合計 2,242 

─────── （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 



(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

当事業年度(平成18年３月31日現在) 

当事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  種類 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(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 4,076 8,875 4,798 

(2) 債券       

 ① 国債・
   地方債等 

─ ─ ─

 ② 社債 ─ ─ ─ 

 ③ その他 ─ ─ ─ 

(3) その他 ─ ─ ─ 

小計 4,076 8,875 4,798 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの 

(1) 株式 ─ ─ ─ 

(2) 債券       

 ① 国債・
   地方債等 

─ ─ ─

 ② 社債 ─ ─ ─ 

 ③ その他 ─ ─ ─ 

(3) その他 ─ ─ ─ 

小計 ─ ─ ─ 

合計 4,076 8,875 4,798 

  貸借対照表計上額(千円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
  子会社株式 65,820 

(2) その他の有価証券 
  非上場株式 
  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 

  

84,367

85,255

計 169,622



(デリバティブ取引関係) 

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、連結財務諸表における注記事項として記載してお

ります。 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

当社は為替予約取引を利用していますが、すべてヘッジ会計を適用していることから該当事項はありません。 

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(1) 取引の内容 

当社は、為替予約取引を利用しています。 

(2) 取引に関する取組方針 

当社は、デリバティブ取引の利用をリスクヘッジ目的に限っており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

当社は、外貨建金銭債権の為替変動リスクを回避する目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

(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。 

(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 

(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。 

(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) 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。 

なお、この取引の契約先は信用度の高い国内の銀行に限っているため、相手先の契約不履

行によるリスクはほとんどないと認識しております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行及び管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ル

ールに従い、経理課財務係が決裁権限者の承認を得て行っております。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

当期末において、外貨建金銭債権に振り当てたデリバティブ取引のほか、すべてヘッジ会

計を適用していることから、２において取引の時価等を記載しておりません。 



(退職給付関係) 

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、連結財務諸表における注記事項として記載してお

ります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

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。 

なお、適格退職年金制度については、昭和59年１月から従業員の定年退職者について採用しておりましたが、平

成16年10月に廃止し、確定拠出年金制度に移行いたしました。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に伴う影響額は、次のとおりであります。 

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 

(1) 退職給付債務（千円） △839,024 

(2) 年金資産（千円） ─ 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △839,024 

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） 101,935 

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） △75,357

(6) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)（千円） △812,447

(7) 前払年金費用（千円） ─

(8) 退職給付引当金 (6)－(7)（千円） △812,447

退職給付債務の減少 172,772千円 

未認識数理計算上の差異 △33,841千円 

未認識過去勤務債務 43,649千円 

退職給付引当金の減少 182,580千円 



３ 退職給付費用に関する事項 

  

（注）「(8)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 

(1) 勤務費用（千円） 91,148 

(2) 利息費用（千円） 30,372 

(3) 期待運用収益（千円） △9,464 

(4) 過去勤務債務の費用処理額（千円） △4,629 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 2,998 

(6) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)（千円） 110,425 

(7) 確定拠出年金制度への移行に伴う損益（千円） △182,580 

(8) その他（千円） 34,570 

合計 (6)＋(7)＋(8)（千円） △37,584 

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 

(1) 割引率（％） 2.0 

(2) 期待運用収益率（％） 2.5 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数（年） 15 

(5) 数理計算上の差異の処理年数（年） 15 



(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17年３月31日) 

当事業年度
(平成18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)   

賞与引当金否認 79,357千円 賞与引当金 56,010千円 

たな卸資産評価損 57,144 税務上の欠損金 110,559 

貸倒引当金損金限度超過額 836 たな卸資産評価損 78,637 

社会保険料損金限度超過額 8,781 貸倒引当金 6,481 

その他 6,119 未払社会保険料 6,467 

繰延税金資産（流動資産）計 152,239千円 役員退職慰労引当金 83,475 

繰延税金資産（固定資産）   保険積立金評価損 13,259 

退職給付引当金損金限度超過額 303,322千円 その他 17,775 

役員退職慰労引当金損金限度超過額 138,469 繰延税金資産（流動資産）計 372,666千円 

投資有価証券評価損 7,827 繰延税金資産（固定資産）   

保険積立金評価損 19,094 退職給付引当金 339,495千円 

減価償却限度超過額 49,793 役員退職慰労引当金 59,132 

投資損失引当金否認 8,612 投資有価証券評価損 12,844 

その他 1,902 保険積立金評価損 5,834 

繰延税金資産（固定資産）計 529,021千円 減価償却費 32,969 

繰延税金資産小計 681,260 投資損失引当金 19,553 

評価性引当額 △11,545 その他 699 

繰延税金資産合計 669,715 繰延税金資産（固定資産）計 470,529千円 

繰延税金負債（流動負債）   繰延税金資産小計 843,195 

損金経理していない納付事業税 △14,075 評価性引当額 △27,503 

外形標準課税の事業税 7,077 繰延税金資産合計 815,692 

繰延税金負債（流動負債）計 △6,998 繰延税金負債（固定負債）   

繰延税金負債（固定負債）   その他有価証券評価差額金 △3,845 

その他有価証券評価差額金 △1,907 繰延税金負債合計 △3,845 

繰延税金負債合計 △8,905 繰延税金資産の純額 811,846千円 

繰延税金資産の純額 660,809千円     

        



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 

（単位：％） 

  
                                

当事業年度(自 平成17年４月3１日 至 平成18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。 

  

(持分法損益等) 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

法定実効税率 39.8 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。  （調整）   

交際費 1.3 

住民税均等割額等 4.1 

試験研究費・ＩＴ投資税額控除 △ 4.3 

投資損失引当金繰入・投資有価証券評

価損否認 

7.2 

その他 1.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.9 

    



【関連当事者との取引】 

当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しておりますので、連結財務諸表における注記事項として記載して

おります。 

  

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

(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。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 429円00銭 407円57銭 

１株当たり当期純利益又は当期純損

失（△） 

5円84銭 △16円55銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、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。 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 

80,203 △227,218 

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） 

80,203 △227,218 

期中平均株式数（千株） 13,732 13,729 

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 

ストックオプション
（新株予約権） 
普通株式 288千株 
これらの詳細については、第４提
出会社の状況１株式等の状況
（２）新株予約権等の状況に記載
のとおりであります。 
ストックオプション 
（自己株式譲渡方式） 
普通株式 173千株 
これらの詳細については、第４
提出会社の状況１株式等の状況
（７）ストックオプション制度の
内容に記載のとおりであります。 

  
────── 

  
  
  
  
  

  
  
  

  



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【その他】 

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

投資有価証券 その他有価証券 

遠州開発（株） 3,000 19,500 

萩原電気（株） 6,250 13,750 

（株）ネットホスピタル 300 12,245 

（株）日本コンピュータ 200 40,000 

（株）オプトウエア 250 0 

計 10,000 85,495 

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(千円) 

投資有価証券 その他有価証券 
ティ・エイチ・シー・フェ
ニックス・ジャパン投資事
業有限責任組合 

2 70,883 

計 2 70,883 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産               

 建物 1,328,793 273 53,309 1,275,756 606,585 37,268 669,170 

 構築物 98,565 ─ 4,185 94,379 82,766 2,618 11,612 

 機械装置 115,470 ─ 1,684 113,785 89,689 4,926 24,096 

 車両運搬具 1,000 ─ ─ 1,000 936 15 63 

 工具器具備品 1,730,395 177,474 98,620 1,809,248 1,404,677 191,717 404,571 

 土地 460,646 ─ 70,761 389,885 ─ ─ 389,885 

 建設仮勘定 134,032 266,044 324,918 75,158 ─ ─ 75,158 

有形固定資産計 3,868,903 443,792 553,480 3,759,214 2,184,654 236,546 1,574,559 

無形固定資産               

 ソフトウェア 78,414 20,011 9,413 89,012 47,307 17,604 41,704 

 電話加入権 3,984 ─ ─ 3,984 ─ ─ 3,984 

無形固定資産計 82,398 20,011 9,413 92,996 47,307 17,604 45,688 

長期前払費用 71,803 ─ 7,641 64,162 39,386 12,510 24,776 

工具器具備品 ＳＨＯＴ－２０００基準機 33,671 千円

  ＯＤＵ－１０００ ＨＤ－ＤＶＤ再生仕様 11,850 千円

  青色ＲＯＭ用ＢＣＡカッター 10,495 千円

  ＯＤＵ－１０００ ＢＤ再生仕様デモ機 10,180 千円

建設仮勘定 ＳＨＯＴ－２０００基準機 33,671 千円

  ＯＤＵ－１０００ ＨＤ－ＤＶＤ再生仕様 11,850 千円

  青色ＲＯＭ用ＢＣＡカッター 10,495 千円

  ＯＤＵ－１０００ ＢＤ再生仕様デモ機 10,180 千円

工具器具備品 ＤＤＵ－１０００デモ機 10,419 千円

  ＤＤＵ実験機 10,147 千円

  初期化装置 8,596 千円

  ＤＶＤテスター 7,865 千円



【資本金等明細表】 

  

(注) 当期末における自己株式は208,844株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 1,491,375 ─ ─ 1,491,375 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 注 (株) ( 13,934,592) (    ─) (    ─) ( 13,934,592) 

普通株式 (千円) 1,491,375 ─ ─ 1,491,375 

計 (株) ( 13,934,592) (    ─) (    ─) ( 13,934,592)

計 (千円) 1,491,375 ─ ─ 1,491,375 

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金) 
株式払込剰余金 

(千円) 2,401,642 ─ ─ 2,401,642

計 (千円) 2,401,642 ─ ─ 2,401,642 

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金)  (千円) 187,000 ─ ─ 187,000 

(任意積立金) 
別途積立金 

(千円) 1,813,000 ─ ― 1,813,000

計 (千円) 2,000,000 ─ ― 2,000,000 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 2,413 16,305 ─ 2,103 16,615 

投資損失引当金 21,667 27,523 ─ ─ 49,191 

賞与引当金 199,641 140,907 199,641 ─ 140,907 

役員退職慰労引当金 348,350 10,410 ─ ─ 358,760 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

1) 現金及び預金 

  

  

2) 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

区分 金額(千円) 

現金 1,647 

預金の種類   

当座預金 220,770 

普通預金 270,206 

定期預金 864,063 

別段預金 5,339 

小計 1,360,379 

合計 1,362,027 

相手先 金額(千円) 

（株）小坂研究所 107,510 

菱電商事（株） 106,124 

新日本特機（株） 100,650 

日本電計（株） 90,339 

コペル工業（株） 55,280 

その他 118,920 

合計 578,826 

期日別 金額(千円) 

平成18年４月 111,759 

     ５月   111,605 

     ６月   149,099 

    ７月 157,691 

    ８月 43,422 

    ９月 5,248 

合計 578,826 



3) 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

4) 製品 
  

  

5) 原材料 
  

  

相手先 金額(千円) 

帕路斯（北京）科技有限公司 107,091 

（株）リコー 102,564 

（株）日立製作所 93,754 

アリマデバイス（株） 93,364 

シャープ（株） 86,625 

その他 1,298,688 

合計 1,782,088 

前期繰越高 
(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(千円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(千円) 
  
(Ｃ) 

次期繰越高
(千円) 
  
(Ｄ) 

回収率
(％) 
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間 
(日) 

  (Ａ)＋(Ｄ)   
  ２   
  (Ｂ)   
  365   

1,683,329 5,808,715 5,709,956 1,782,088 76.2 108.8 

区分 金額(千円) 

その他の特殊機器・装置 6,612 

プリント基板組立 8,265 

合計 14,877 

区分 金額(千円) 

電子機器 45,823 

電子部品 237,882 

機構部品 140,664 

合計 424,370 



6) 仕掛品 
  

  

7) 貯蔵品 

  

  

  

区分 金額(千円) 

光ディスク関連機器・装置 1,250,368 

その他の特殊機器・装置 135,495 

プリント基板組立 53,187 

合計 1,439,051 

区分 金額(千円) 

機械消耗品 296 

その他 3,988 

合計 4,284 



② 負債の部 

1) 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  
(ロ)期日別内訳 

  

  

2) 買掛金 
  

  

3) 未払金 
  

  

相手先 金額(千円) 

（株）山岸エーアイシー 21,074 

ハルキ産業（株） 15,058 

伯東（株） 4,198 

ダイワボウ情報システム（株） 3,580 

浜松ホトニクス（株） 3,071 

その他 6,476 

合計 53,459 

期日別 金額(千円) 

平成18年４月 8,369 

     ５月   14,578 

     ６月   14,652 

    ７月 11,596 

    ８月 4,262 

合計 53,459 

相手先 金額(千円) 

菱電商事（株） 66,065 

（株）デザインテック 35,632 

（株）東芝 7,350 

（株）パステル 6,217 

（有）八木製作所 5,893 

その他 162,512 

合計 283,672 

区分 金額(千円) 

ファクタリング債務 479,841 

支払手数料 24,003 

退職金 23,628 

その他 105,472 

合計 632,946 



4) １年内返済予定長期借入金 
  

  
5) 長期借入金 

  

  
6) 退職給付引当金 

  

  
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

区分 金額(千円) 

（株）静岡銀行 275,000 

商工組合中央金庫 200,000 

合計 475,000 

区分 金額(千円) 

（株）静岡銀行 25,000 

合計 25,000 

区分 金額(千円) 

未積立退職給付債務 △827,486 

未認識数理計算上の差異 43,570 

未認識過去勤務債務 △70,160 

合計 △854,077 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

（注） 平成18年６月22日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当会社の公告方法は次のとおりとなりまし

た。 

 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本

経済新聞に掲載する方法により行う。 

公告掲載ＵＲＬ:(http://www.pulstec.co.jp/frame_ir-koukoku-disclosure.html) 

  

  

  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
1,000株券 
10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 喪失、汚損又は毀損による株券の再発行の場合、株券１枚につき印紙税相当額 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載する。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第36期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年６月24日東海財務局長に提出 

(2) 半期報告書 

事業年度 第37期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)平成17年12月20日東海財務局長に提出 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月22日

パルステック工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパルス

テック工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パ

ルステック工業株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。      

  

以 上 

  
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月23日

パルステック工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパルス

テック工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パルス

テック工業株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月22日

パルステック工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパルス

テック工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パルス

テック工業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 
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