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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 第37期及び第38期は、当期純損失計上のため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率を記載

しておりません。 

４ 第38期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) ― ― ― 5,589,644 4,702,819

経常損失(△) (千円) ― ― ― △375,739 △427,425

当期純損失(△) (千円) ― ― ― △221,487 △1,982,700

純資産額 (千円) ― ― ― 5,587,511 3,617,371

総資産額 (千円) ― ― ― 8,749,901 6,602,520

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 407.08 263.62

１株当たり当期純損失
(△)

(円) ― ― ― △16.13 △144.47

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 54.8

自己資本利益率 (％) ― ― ― △3.9 △54.8

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 6,916

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △37,468 △79,945

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △71,822 △42,967

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) ― ― ― 1,449,140 1,344,280

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(名) ― ― ―
363 

[ 35]
314

[ 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 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、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益を記載しておりません。 

４ 第37期及び第38期は当期純損失計上のため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性

向を記載しておりません。 

５ 第37期より連結財務諸表を作成しておりますので、第37期以降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。 

６ 第38期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

  

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 7,412,892 8,462,683 6,846,623 5,588,582 4,694,366

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 637,334 692,094 8,169 △348,188 △464,946

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(千円) 365,870 422,569 80,203 △227,218 △2,045,568

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) 5,687,053 5,958,543 5,890,886 5,594,174 3,552,172

総資産額 (千円) 9,274,057 9,868,817 9,137,082 8,702,075 6,537,572

１株当たり純資産額 (円) 413.09 433.02 429.00 407.57 258.87

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円)
10.00

(―)

10.00

(―)

5.00

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) 25.78 29.93 5.84 △16.55 △149.05

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 61.3 60.4 64.5 64.3 54.3

自己資本利益率 (％) 6.6 7.3 1.4 △4.0 △57.6

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) 1,142,971 306,585 △184,380 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △151,226 △327,227 △305,603 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △328,526 △341,719 236,106 ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

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

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
323 

[ 33]
329

[ 35]
340

[ 35]
338 

[ 32]
288

[ 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。

平成19年２月 経営の健全化と早期黒字化を目的とした、事業構造改革を実施。

平成19年３月 事業構造改革の実施に伴い大阪営業所を閉鎖。

平成19年４月 執行役員制度を廃止しカテゴリーオーナー制度を導入。



３ 【事業の内容】 

当社グループ(パルステック工業株式会社及び子会社４社)が営む主な事業は、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および販売を

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 上記子会社については、平成18年４月14日に50万ドルの増資を行っております。これにより平成18年３月末

日時点にあった債務超過は解消しております。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、嘱託３名およびパートタイマ27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19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、嘱託３名およびパートタイマ24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、基準外賃金および賞与を含んでおります。 

３ 従業員数が前事業年度末に比べ50名減少しましたのは、事業構造改革による希望退職の募集等によるもので

あります。希望退職の応募者76名の退職日は、３月31日としておりますが、このうち32名は業務の引継ぎ等

の理由により、最大３ヶ月間雇用を延長しております。 

  

(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19年３月31

日現在の組合員数は237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

75万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 275（ 9）

電子部品組立事業 17（19）

その他の事業 1（―）

全社（共通） 21（ 7）

合計 314（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)

288（32） 36.4 12.9 4,809,137



第２ 【事業の状況】 

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、雇用情勢も改善傾

向で推移するなど、景気は緩やかな回復基調で推移しておりましたが、後半は米国経済や原油価格の動

向、設備投資の失速等も懸念されるなど、先行きに不透明感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、デジタル技術の拡大発展を背景に、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ているものの、低価格化やライフサイクルの短縮化が常態化

し、開発投資効率の向上や大幅なコストダウンへの対応を求められる一方、製品不良に起因する事故の

発生が社会問題になるなど、メーカの経営姿勢に対して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、技術開発力の向上と低価格化への取り組みを強化するとと

もに、海外販売網及びＣＳ（カスタマー・サポート）体制を強化し、益々高度化・複雑化するユーザー

ニーズに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し

たが、ＤＶＤの低価格化や次世代ＤＶＤ（Ｂlu－ray、ＨＤ ＤＶＤ）の市場拡大の遅れによる影響か

ら、光ディスク関連機器・装置の需要が予想に反し低調であったため、当連結会計年度の売上高は47億

２百万円（前年同期比15.9％減）となりました。 

損益面につきましては、利益確保に向けて様々な経費削減策を実施し費用の圧縮に努めましたが、売

上高の減少による影響が大きく、営業損失は４億33百万円（前連結会計年度：４億９百万円）、経常損

失は４億27百万円（同：３億75百万円）となりました。また、業績低迷の長期化による影響から繰延税

金資産の全額を取崩すとともに、固定資産の減損損失５億62百万円及び事業構造改革の実施による特別

損失３億37百万円等を計上したことにより、当期純損失は19億82百万円（同：２億21百万円）と大幅に

悪化いたしました。 

なお、事業の種類別セグメント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・装置事業 

光ディスク関連機器・装置は、従来のＤＶＤ関連では、ディスクやプレーヤの低価格化により厳しい

状況が続いていることから設備投資も引き続き低調に推移するほか、次世代ＤＶＤ関連については、主

要部品の量産体制が整わず市場への投入量も少ないため、生産ラインは徐々に増えつつあるものの依然

として生産増強に踏み切るメーカは少なく、本格的な設備投資には至っていないことから、低調な推移

となりました。 

また、その他の特殊機器・装置は、三次元の非接触計測ニーズの増加に伴い、３Ｄスキャナは国内向

け、海外向けともに好調に推移し、温熱電子機器は薬事法改正により受注量が減少したため低調な推移

となりました 。 

この結果、売上高は41億13百万円（前年同期比19.1％減）となりましたが、光ディスク関連機器・装

置の売上高低迷による影響から62百万円の営業損失となりました。 

② 電子部品組立事業 

省電力機能付業務用冷蔵庫の需要が増加し、製氷機用プリント基板組立の販売が好調に推移したこと

から、売上高は５億87百万円（同16.3％増）、営業利益は４百万円となりました。 

③ その他の事業 

損害保険代理店事業は、契約件数の伸び悩みにより、手数料収入は１百万円（同10.1％減）となり、

営業利益は0.9百万円となりました。 



(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、売上債権の減少等によ

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11億65

百万円の損失（前年同期比７億73百万円の悪化）となったことなどにより、前連結会計年度末に比べ１

億４百万円減少し、13億44百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果得られた資金は６百万円となりました。 

主な増加要因は、減損損失（５億62百万円）、売上債権の減少（５億９百万円）、事業構造改革に伴

う未払退職金の増加（３億24百万円）、事業構造改革引当金の増加（２億60百万円）、減価償却費（２

億26百万円）、役員保険金の受取額（70百万円）であり、主な減少要因は、税金等調整前当期純損失の

計上（△11億65百万円）、役員退職慰労引当金の減少（△３億22百万円）、退職給付引当金の減少（△

２億19百万円）、仕入債務の減少（△65百万円）、賞与引当金の減少（△61百万円）、役員保険金受取

益（△58百万円）未払消費税等の減少（△50百万円）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79百万円となりました。 

主な増加要因は、定期預金の払戻による収入（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（△61百万円）、定期預金の預入による支出（△23百万円）、貸付による支出（△16百

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42百万円となりました。 

主な増加要因は、長期借入金による収入（５億円）、短期借入金による収入（２億円）であり、主な

減少要因は、長期借入金の返済による支出（△５億41百万円）、短期借入金の返済による支出（△２億

円）であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度の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 

当連結会計年度の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 

当連結会計年度の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 最近２連結会計年度の主な相手先別販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のと 

   おりであります。 

 
   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 前連結会計年度は、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分の10未満となるた 

   め記載を省略しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

電子応用機器・装置事業 4,430,544 88.8

電子部品組立事業 564,263 108.9

合計 4,994,808 90.7

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

電子応用機器・装置事業 4,143,490 85.7 975,404 103.2

電子部品組立事業 588,600 119.1 35,286 102.9

合計 4,732,090 88.8 1,010,690 103.2

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

電子応用機器・装置事業 4,113,507 80.9

電子部品組立事業 587,594 116.3

その他の事業 1,718 89.9

合計 4,702,819 84.1

相手先

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日

   至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

菱電商事株式会社 ─ ─ 587,630 12.5

World Vantage Co.,Ltd ─ ─ 546,497 11.6



３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、米国経済の減速や素材価格の高騰、デジタル家電市場のさらなる競争激

化が懸念されるなど、厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

当業界におきましては、デジタル放送の普及拡大に加え、次世代ＤＶＤドライブを搭載したパソコンや

ゲーム機の市場投入により、次世代ＤＶＤ関連製品の需要が徐々に増加するものと思いますが、量産体制

の増強に向けた本格的な設備投資の立ち上がり時期は不透明であり、光ディスク関連機器・装置の受注環

境は改善傾向で推移するものの、当面は厳しい状況が続くものと覚悟しております。 

このような環境のなかで当社グループは、「業績の回復」を経営の最重要課題として取り組んでまいり

ましたが、事業環境及び市場環境が大きく変化するなか、光ディスク業界低迷の長期化により厳しい受注

環境が継続していることから、経営の健全化と早期の黒字化に向けた大規模な事業の再構築を行い、固定

費の圧縮（人員削減・拠点の統廃合・オンラインレセプト診療システム事業からの撤退）やゼロベースに

よる業務の再構築、スピード経営の追求に取り組んでおります。 

創業の原点に立ち戻り、全員経営参加で「新生パルステック」を創業し、早期の黒字転換に向けて、総

力をあげて受注確保に注力するとともに、全社一丸となって業績の回復に努めてまいります。 
  
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。 
  
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

87.5％、12.5％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、低付加価値で成長性、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72.2％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、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、回復基調にある光ディスク業界向け製品を主力に、３Ｄスキャナや波面センサ、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、３Ｄスキャナや波面センサ、ナノ

加工装置など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することにより、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３億87百万円で、売上高に対する割合は8.2％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り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、業績に悪影響を及ぼす可能性があ

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24.6％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、長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、当社の技術本部で行われており、今までにない新製品の研究開発及び

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

規模な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、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。 

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３億87百万円であり、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。 
  
ＣＤ／ＤＶＤ用データチェッカの開発 

近年、光ディスクに保存された重要なデータが滅失するという事故が国内外において発生し始めてお

り、個人データなどを取り扱う機関においては非常に大きな問題となっております。この防止策として

光ディスクの保存状態の評価、媒体移行など「電子化文書の長期保存方法」がＪＩＳ規格として提案さ

れ、平成18年12月に制定されました。 

このような背景から、長年培ってきた光ディスク検査装置の評価技術を応用することにより、ＣＤ／

ＤＶＤ用の光ディスクデータチェッカを開発しました。 

本装置は、ＪＩＳ Ｚ６０１７「電子化文書の長期保存方法」に規定されている記録型ＣＤ／ＤＶＤ

ディスクのエラーレートを４つの区分（エラー数が少なく良好である、エラー数は規定値以下であり継

続使用に問題はない、エラー数が規定値に近いため早めの媒体移行が望ましい、エラー数が規定値を超

えているので直ちに媒体移行が必要）に識別するためのデータチェッカです。当社の従来製品であるＤ

ＶＤ検査用プレーヤ（業界標準）を内蔵し、ＰＣ制御によりディスクのエラーを自動計測し、そのエラ

ーレートによって、上述した４つの区分に識別します。 

 また、オートチェンジャーシステムの採用により、ディスクの供給・仕分けを自動で行うことができ

ます。 



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

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グループが判断したものであります。

(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、従来のＤＶＤ関連では、ディスク

やプレーヤの低価格化により厳しい状況が続いていることから設備投資も引き続き低調に推移するほ

か、次世代ＤＶＤ関連については、主要部品の量産体制が整わず市場への投入量も少ないため、生産ラ

インは徐々に増えつつあるものの依然として生産増強に踏み切るメーカは少なく、本格的な設備投資に

は至っていないことから、低調な推移となりました。 

また、その他の特殊機器・装置は、三次元の非接触計測ニーズの増加に伴い、３Ｄスキャナは国内向

け、海外向けともに好調に推移しましたが、温熱電子機器は薬事法改正により受注量が減少したため低

調な推移となりました。 

この結果、電子応用機器・装置の売上高は41億13百万円となりました。 

電子部品組立（プリント基板組立）は、省電力機能付業務用冷蔵庫の需要が増加し、製氷機用プリン

ト基板組立の販売が好調に推移したことから、売上高は５億87百万円となりました。 

また、損害保険代理店事業につきましては、契約件数の伸び悩みにより、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47億２百万円となりました。 

損益概況につきましては、利益確保に向けて様々な経費削減策を実施し費用の圧縮に努めましたが、

売上高の減少による影響が大きく、営業損失は４億33百万円（前連結会計年度：４億９百万円）、経常

損失は４億27百万円（同：３億75百万円）となりました。また、業績低迷の長期化による影響から繰延

税金資産の全額を取崩すとともに、固定資産の減損損失５億62百万円及び事業構造改革の実施による特

別損失３億37百万円等を計上したことにより、当期純損失は19億82百万円（同：２億21百万円）と大幅

に悪化いたしました。 



(3) 財政状態の分析 

① 資産・負債及び純資産 

（流動資産） 

流動資産は、前連結会計期間期末に比べ９億97百万円減少し、51億19百万円となりました。主な減少

要因は、受取手形及び売掛金の減少（△５億28百万円）、繰延税金資産の減少（△３億67百万円）、現

金及び預金（△１億５百万円）であります。 

（固定資産） 

固定資産は、前連結会計期間期末に比べ11億49百万円減少し、14億83百万円となりました。主な減少

要因は、減損会計の適用等による有形固定資産（△６億66百万円）と無形固定資産（△38百万円）の減

少、繰延税金資産の減少（△４億39百万円）であります。 

（流動負債） 

流動負債は、前連結会計期間期末に比べ49百万円増加し、19億19百万円となりました。主な増加要因

は、未払金の増加（３億32百万円）、事業構造改革引当金の増加（２億60百万円）であり、主な減少要

因は、一年以内返済予定長期借入金の減少（△３億50百万円）支払手形及び買掛金の減少（△66百万

円）、賞与引当金の減少（△61百万円）、未払消費税等の減少（△41百万円）であります。 

（固定負債） 

固定負債は、前連結会計期間期末に比べ２億26百万円減少し、10億65百万円となりました。主な増加

要因は、長期借入金の増加（３億８百万円）であり、主な減少要因は、役員退職慰労引当金の減少（△

３億22百万円）、退職給付引当金の減少（２億19百万円）であります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計期間期末に比べ19億70百万円減少し、36億17百万円となりました。主な減少要

因は、利益剰余金の減少（△19億82百万円）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 

当社グループは、業績の回復を経営の最重要課題として取り組んでまいりましたが、事業環境及び市

場環境が大きく変化するなかで、光ディスク業界の低迷が長期化し、厳しい受注環境が継続しているこ

とから、経営の健全化と早期の黒字化に向けた大規模な事業再構築を行い、固定費の圧縮（希望退職制

度による人員削減、拠点の統廃合、オンラインレセプト診療システム事業からの撤退）や、ゼロベース

による業務の再構築、スピード経営の追求に取り組んでおります。 

変化し続ける事業環境のなかで、今後は低迷が続く光ディスク関連機器・装置の受注回復及びその他

製品の事業拡大を図るとともに、事業全体におけるマーケティング活動を原点から見直すことによっ

て、経営体質の強化を図り業績回復を目指します。具体的な取り組み内容は次のとおりであります。 

① 企業風土の変革 

顧客価値創造型経営の実現に向けて必要とされる人材を明確にし、教育体制の充実強化によって社

員の意識及びスキルの向上、個人と組織力を強化することにより企業風土の変革に取り組みます。 

② 事業構造の変革 

製品群別のカテゴリーオーナー（担当する製品カテゴリーについて、開発・製造・販売に関する権

限と責任を有する最高責任者）制度を採用し、利益追求型組織体制を構築するとともに、ＩＴ化の推

進により、業務効率の向上前連結会計期間期末に比べ２億26百万円減少し意思決定の迅速化を図りま

す。 

また、モノづくり改革（量産モノづくり、ＱＣＤ強化）を推進し、生産性や経営効率の向上を図

り、「納期２分の１」の実現を目指します。 

③ 商品・サービスの変革 

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ＤＶＤ用光ディスクは、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。 

 また、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、お客様の真の要求を満足させることのできる商品・サービスをいち早く供給し、さらなる知名度

の向上とシェアアップを目指します。 

④ ＣＳＲの推進 

当社を取り巻くすべてのステークホルダーの皆様から常に信頼されるように、社会・環境問題に対

する取り組みを一層強化し、企業の社会的責任を果たしてまいります。 

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・装置事業の研究開発を支援する設備および販売促進を目的とするデ

モ機を中心に64百万円の設備投資を実施いたしました。 

電子応用機器・装置事業における設備投資の主な内容は、スポットアナライザ９百万円、ＢＤピックア

ップ評価用ＯＤＵ自動機８百万円、ＳＢＰ用ＰＳＤ ＲＥＦ ＳＥＲＶＯ評価機７百万円であります。 

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19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。 

５ 大阪営業所は、平成19年３月31日をもって閉鎖しております。 

事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

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)

電 子 応 用 機
器・装置事業 
電子部品組立
事業

総括業務施設電子
応用機器・装置製
造及び販売用設備

102,126 2,994 100,800
(2,137.67)

8,430 214,351
66

［ 14］

細江テクノロジーセ
ンター 
(静岡県浜松市)

電 子 応 用 機
器・装置事業

電子応用機器・装
置製造及び開発用
設備

402,178 1,867 183,260
(12,604.47)

73,153 669,106
209

［ 10］

東京営業所 
(東京都品川区)

電 子 応 用 機
器・装置事業

販売用設備 81 ― ― 998 1,079
11

［ ―］

大阪営業所 
(大阪府吹田市)

電 子 応 用 機
器・装置事業

販売用設備 ― ― ― ― ―
1

［ ―］

ヨーロッパ事務所 
(英国ニューポート)

電 子 応 用 機
器・装置事業

販売用設備 ― ― ― 108 108
1

［ ―］

事業所名 
(所在地)

事業の種類別セグ
メントの名称

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・
装置事業

基幹システムサ
ーバー等

209
［ 10］

―
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・
装置事業

営業所設備
11

［ ―］
―

年間賃借料
15,257

大阪営業所 
(大阪府吹田市)

電子応用機器・
装置事業

営業所設備
1

［ ―］
―

年間賃借料
4,990

ヨーロッパ事務所 
(英国ニューポート)

電子応用機器・
装置事業

事務所設備
1

［ ―］
―

年間賃借料
2,703



(2) 在外子会社 

平成19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。 

  
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、業界動向およ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)

事業の種類別セグ
メントの名称

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
置事業

電子応用機器・装
置メンテナンス用
設備

― ― ― 7,054 7,054
26

［ 3］

事業所名 
(所在地)

事業の種類別セグ
メントの名称

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 
・装置事業

工場設備
26

［  3］
―

年間賃借料
12,874

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別セグ
メントの名称

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

当社 
本社工場

静岡県 
浜松市

電子応用機器 
・装置事業 
電子部品組立事
業

合理化設備及
び販売用設備

30,000 ―
自己 
資金

平成19年
４月

平成20年 
３月

作業効率、 
ＰＲ効果の
向上

当社 
細江テクノロ
ジーセンター

静岡県 
浜松市

電子応用機器 
・装置事業

電子応用機器 
・装 置、開 発
用設備及び販
売用設備

120,000 ―
自己 
資金

〃 〃 〃



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】 
  

   
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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 
  
(4) 【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 

２ 平成19年６月26日開催の定時株主総会において、資本準備金を190,997千円減少し、欠損填補することを決

議しております。 
  
(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式212,634株は、「個人その他」に212単元、「単元未満株式の状況」に634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。 

種類 発行可能株式総数(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19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月27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

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) ― 9 14 30 5 3 2,303 2,364 ―

所有株式数(単元) ― 1,521 134 410 28 4 11,395 13,492 442,592

所有株式数の割合(％) ― 11.27 0.99 3.04 0.21 0.03 84.46 100.00 ―



(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 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。 

２ スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成19年１月15日付の大量保有報告書の写しの送付が

あり、同日現在で871千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質

所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

 大量保有者    スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

 住所       東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシティ大崎 

 保有株券等の数  株式 871,000株 

 株券等保有割合  6.25％ 

 ３ 上記のほか、自己株式が212千株あります。 

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8-11 872 6.26

坪 井 邦 夫 静岡県浜松市 510 3.66

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90-3 304 2.19

木 下 達 夫 静岡県浜松市 237 1.70

内 山   亨 静岡県浜松市 218 1.56

坂 倉   茂 静岡県浜松市 210 1.51

計 ― 5,516 39.59



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19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634株が含まれております。 
  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

   
(8) 【ストックオプション制度の内容】 

 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  212,000
―

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13,280,000 13,280 同上

単元未満株式 普通株式  442,592 ― 同上

発行済株式総数 13,934,592 ― ―

総株主の議決権 ― 13,280 ―

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

212,000 ― 212,000 1.52

計 ― 212,000 ― 212,000 1.52



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 
  

 
（注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取による株式は含まれておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
（注）当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取による株式は含まれておりません。 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普
通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 3,790 1,303,561

当期間における取得自己株式 487 112,010

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(―) ― ― ― ―

保有自己株式数 212,634 ― 213,121 ―



３ 【配当政策】 

当社の配当政策は、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、安定的な配当の継

続を業績に応じて行うことを基本とし、内部留保資金は、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、将来の事業展開に向けた資金に充

当する方針であります。 

当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定

款に定めており、配当の実施時期は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしており

ます。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会

であります。 

しかしながら、当事業年度につきましては、当社を取り巻く経営環境は、ここ数年非常に厳しく、再三

にわたる経費削減策も功を奏せず、営業赤字を余儀なくされ、当期は大規模な事業の再構築に着手するこ

ととなり、株主の皆様には多大なるご迷惑やご心配をお掛けいたしまして、誠に申し訳なく深くお詫び申

しあげます。 

以上の経営状況を鑑み、当期の中間及び期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただ

くことといたしました。  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 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) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 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34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) 869 1,110 799 600 498

低(円) 385 400 507 410 249

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

高(円) 375 354 299 312 289 288

低(円) 340 249 253 262 257 256



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表取締役 
社長 ― 東   孝 一 昭和23年５月18日生

昭和48年４月 松下電器産業株式会社入社

(注)4 ―

平成７年６月 テイチク株式会社取締役

平成12年８月 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

平成15年10月 当社技術顧問

平成18年６月 当社取締役就任

平成19年４月 当社代表取締役社長就任(現任)

取締役会長 ― 木 下 達 夫 昭和26年10月24日生

昭和45年４月 遠州製作株式会社(現エンシュウ株式

会社)入社

(注)4 237

昭和49年６月 当社入社

昭和60年４月 当社技術部長

昭和63年12月 当社取締役技術部長就任

平成２年４月 当社取締役光技術部長兼技術推進室

長就任

平成４年１月 当社取締役システム事業部長就任

平成９年４月 当社取締役第１営業部長就任

平成11年４月 当社代表取締役社長就任

平成11年５月 株式会社パステル取締役就任

平成12年４月 Pulstec USA, Inc.代表取締役社長就

任(現任)

平成12年12月 株式会社パステル代表取締役社長就

任(現任)

平成15年４月 協同組合テクノランド細江理事長就

任(現任)

平成19年４月 当社取締役会長就任(現任)

取締役 ― 坂 倉   茂 昭和27年10月26日生

昭和46年４月 三協電気株式会社入社

(注)4 210

昭和48年４月 協和電子工業株式会社入社

昭和49年６月 当社入社

昭和60年４月 当社業務部長

昭和63年11月 株式会社パステル監査役就任

昭和63年12月 当社取締役製造部長就任

平成２年12月 当社取締役細江テクノロジーセンタ

ー所長就任

平成４年１月 当社取締役総務部長就任

平成12年10月 当社常務取締役総務部長就任

平成12年12月 株式会社パステル取締役就任(現任)

平成13年４月 当社常務取締役経営管理本部長就任

平成14年４月 当社常務取締役就任

平成19年４月 当社取締役就任(現任)

取締役 ― 熊 谷 正 史 昭和38年７月29日生

昭和57年４月 当社入社

(注)4 6平成14年４月 当社技術本部主席

平成19年６月 当社取締役就任(現任)



  

 
(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。 

 
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。 

３ 平成16年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間 

４ 平成19年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間 

５ 平成19年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

常勤監査役 ― 池 永   俐 昭和14年１月23日生

昭和36年４月 株式会社静岡銀行入行

(注)3 ―

昭和62年６月 同行ささがせ支店長

平成元年６月 同行公務渉外部副部長

平成５年６月 当社常勤監査役就任(現任)

平成６年12月 株式会社パステル監査役就任(現任)

常勤監査役 ― 杉 本   英 昭和36年８月30日生

昭和60年６月 当社入社

(注)5 6平成10年４月 当社総務課長

平成19年６月 当社常勤監査役就任(現任)

監査役 ― 内 山 吉 則 昭和26年５月24日生

昭和49年４月 渡辺清一郎税理士事務所入所

(注)3 ―

昭和63年10月 天王労務管理事務所開業 

所長就任(現任)

平成４年１月 当社監査役就任(現任)

平成５年３月 株式会社パステル監査役就任

計 460

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 
(千株)

監査役 ― 高 貝 亮 昭和40年３月21日生
平成16年10月 弁護士登録

（注） ―
平成16年10月 佐々木法律事務所入所 現在に至る



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 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、産業社会の発展に貢献する「研究開発主

導型モノづくり企業」としての社会的責任を自覚し、社業の発展と株主価値の向上を図るとともに、日々

変化する経営環境下においても、常に経営の健全性や透明性を高める努力と、コンプライアンス重視の経

営を実践することであり、企業情報については常に適時開示を前提にステークホルダーへの説明責任を果

たすことであると認識しております。 
  

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 

会社の機関につきましては、当社は監査役体制を採用しており、社外監査役２名（常勤１名）、社内

監査役１名（常勤）の計３名により監査役会を構成しております。 

取締役会は４名の取締役により構成され、社外取締役は選任しておりません。 

業務執行については、平成19年４月１日付で従来の機能別組織から製品別組織に改組したことに伴

い、カテゴリーオーナー制度を導入したことから、主要組織は５つのカテゴリー（光メディア、光デバ

イス、三次元スキャナ、ナノ加工・光計測、デジタルアーカイブ）と１つの管理グループにより構成さ

れ、５名のカテゴリーオーナーと１名のグループリーダーを業務執行責任者としております。 

当社の内部統制システムの整備状況は、「内部統制システムに関する基本方針」（平成18年５月12日

付取締役会決議）に基づき、関連諸規程の整備、倫理基準の見直し、文書管理体制の整備、内部通報制

度の整備、監査の充実強化等について既に実施済みでありますが、必要に応じて見直しを行うこととし

ております。 
  

 

  



(2) リスク管理体制の整備の状況 

当社の事業活動に伴う主要なリスクは、関連業界の動向、依存度の高い製品の需要動向、研究開発等

の先行投資、新規事業の成否、価格競争の激化、海外取引、優秀な人材の確保等であり、当該リスクに

ついては、各カテゴリー及びグループの日常活動においてミーティングやＩＴツールを活用して変化を

タイムリーに把握し、必要に応じて具体策を講じる体制を整えております。 

重要度の高いものや他部署に関連するものについては、毎月開催される経営会議（全取締役、全カテ

ゴリーオーナー、グループリーダーによる会議体）において、各カテゴリーオーナー及びグループリー

ダーから提供されるリスク情報に基づき、必要に応じて対策を講じる体制を整えております。 

さらに重要なものは、取締役会において審議のうえ具体策を決定する体制としております。  

コンプライアンス体制につきましては、当社の倫理基準及び行動規範である「ビジネス・コンダク

ト・ガイドライン」をＩＴツールに登録し、全社員がいつでも閲覧できる体制を整えております。ま

た、新入社員教育、事業方針発表会等において、「ビジネス・コンダクト・ガイドライン」に関する啓

蒙活動を行っております。  

  
(3) 内部監査及び監査役（監査委員会）監査、会計監査の状況 

① 内部監査及び監査役監査の状況 

当社の内部監査は、社長直轄として組織された内部監査室によって実施されます。 

内部監査室長は、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行っております。 

内部監査の実施に際しては、必要に応じて監査の結果に関する情報及び資料を監査役会及び会計監査

人に提供しております。また、内部監査実施計画書や内部監査報告書等については、社長及び監査役会

に提出するとともに、会計監査人にも提供しております。  

 監査役監査につきましては、監査役会において当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役か

ら監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。  

 各監査役は、取締役、内部監査室及びその他の使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。  

 なお、社外監査役２名と当社との間には、特別の利害関係はありません。 
  

② 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は木下邦彦氏と河西秀治氏の２名であり、新日本監査法人

に所属し、継続監査年数はともに５年であります。  

 会計監査は、当社の連結計算書類について、独立監査人の立場で意見を表明することを目的として実

施され、わが国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当社及び連結子会

社からなる企業集団の連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を監査するとともに、個別計算書

類に係る期間の財産及び損益の状況も監査し、意見を表明しております。  

なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補等８名及びその他の補助者３

名であり、相当の時間と人員により適正な会計監査が行われております。  
  



（4）役員報酬の内容 

当社の取締役に対する報酬の総額は64,480千円、監査役に対する報酬の総額は14,910千円（うち社外

監査役に対する報酬の総額は8,250千円）であり、報酬の総額には当該事業年度における役員退職慰労

引当金の増加額を含めております。 

また、上記の報酬以外に平成18年６月22日開催の第37回定時株主総会決議に基づき、退任取締役２名

に対し、210,000千円の退職慰労金を支給しております。 

なお、経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、会社の業績及び株主の利益に直結しない

役員退職慰労金を平成19年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを、平成19年５

月18日開催の取締役会において決議いたしました。 
  

（5）監査報酬の内容 

当社の新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基

づく報酬報酬は、9,300千円であり、その他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、年２回の決算説明会及びＷｅｂ上による情報提供を実施するなど、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。 



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。 

なお、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規

則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。 

なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

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、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月

31日まで)及び前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年

４月１日から平成19年３月31日まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、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】 

  

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19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 1,463,203 1,358,070

 ２ 受取手形及び売掛金 ※８ 2,265,463 1,737,228

 ３ たな卸資産 1,963,946 1,960,923

 ４ 繰延税金資産 367,860 ―

 ５ 未収還付法人税等 2,259 ―

 ６ 未収還付消費税等 ― 8,911

 ７ その他 56,400 71,575

   貸倒引当金 △2,250 △17,506

  流動資産合計 6,116,883 69.9 5,119,202 77.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※２ 1,370,135 1,229,752

    減価償却累計額 689,352 680,783 725,366 504,386

  (2) 機械装置及び運搬具 114,785 99,321

    減価償却累計額 90,625 24,160 94,458 4,862

  (3) 土地 ※２ 389,885 284,060

  (4) 建設仮勘定 75,158 28,944

  (5) その他 1,813,487 1,596,722

    減価償却累計額 1,405,361 408,126 1,506,976 89,745

   有形固定資産合計 1,578,114 18.1 911,998 13.8

 ２ 無形固定資産 46,026 0.5 7,663 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 222,199 206,050

  (2) 従業員長期貸付金 ― 8,822

  (3) 繰延税金資産 439,180 ―

  (4) その他 ※１ 370,477 371,461

    貸倒引当金 △309 △8

    投資損失引当金 △22,671 △22,671

   投資その他の資産合計 1,008,876 11.5 563,654 8.6

  固定資産合計 2,633,017 30.1 1,483,317 22.5

  資産合計 8,749,901 100.0 6,602,520 100.0



   

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※８ 367,390 300,481

 ２ 一年内返済予定 
   長期借入金

※２ 475,000 124,996

 ３ 未払金 ※2,4 653,507 986,340

 ４ 未払法人税等 ― 13,801

 ５ 未払消費税等 ※５ 41,968 ―

 ６ 賞与引当金 140,907 79,356

 ７ 事業構造改革引当金 ― 260,738

 ８ その他 191,521 153,996

  流動負債合計 1,870,294 21.4 1,919,710 29.1

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 25,000 333,340

 ２ 繰延税金負債 ― 7,058

 ３ 退職給付引当金 854,077 634,667

 ４ 役員退職慰労引当金 358,760 36,547

 ５ その他 ※２ 54,258 53,825

  固定負債合計 1,292,095 14.7 1,065,438 16.1

  負債合計 3,162,389 36.1 2,985,148 45.2

(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 ― ―

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 1,491,375 22.6

 ２ 資本剰余金 ― ― 2,401,642 36.3

 ３ 利益剰余金 ― ― △134,844 △2.0

 ４ 自己株式 ― ― △160,545 △2.4

   株主資本合計 ― ― 3,597,627 54.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― ― 10,698 0.2

 ２ 為替換算調整勘定 ― ― 9,046 0.1

   評価・換算差額等合計 ― ― 19,744 0.3

   純資産合計 ― ― 3,617,371 54.8

   負債純資産合計 ― ― 6,602,520 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 5,589,644 100.0 4,702,819 100.0

Ⅱ 売上原価 4,170,526 74.6 3,740,495 79.5

  売上総利益 1,419,117 25.4 962,324 20.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,828,284 32.7 1,395,616 29.7

  営業損失 409,166 △7.3 433,291 △9.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,016 3,068

 ２ 受取配当金 305 351

 ３ 為替差益 20,803 3,634

 ４ その他 19,432 41,557 0.7 13,679 20,734 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 5,500 9,578

 ２ その他 2,630 8,131 0.1 5,289 14,868 0.3

   経常損失 375,739 △6.7 427,425 △9.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 8,011 10

 ２ 役員退職慰労引当金戻入益 ― 121,632

 ３ 役員保険金受取益 ― 58,615

 ４ その他 9 8,020 0.1 8,000 188,258 4.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 10,586 5,225

 ２ 投資有価証券評価損 12,622 20,872

 ３ 減損損失 ※５ ― 562,694

 ４ 事業構造改革引当金繰入額 ※６ ― 260,738

 ５ 退職給付終了損失 ― 70,011

 ６ その他 1,003 24,212 0.4 6,906 926,448 19.7

   税金等調整前当期純損失 391,931 △7.0 1,165,615 △24.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

5,167 6,198

   未払法人税等取崩額 △29,830 ―

   法人税等調整額 △145,780 △170,443 △3.0 810,886 817,085 17.4

   当期純損失 221,487 △4.0 1,982,700 △42.2



③ 【連結剰余金計算書】 

 

  

④ 【連結株主資本等変動計算書】 

 当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

   

前連結会計年度
(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

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,491,375 2,401,642 1,847,856 △159,242 5,581,631

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △1,982,700 △1,982,700

 自己株式の取得 △1,303 △1,303

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

― ― △1,982,700 △1,303 △1,984,004

平成19年３月31日残高(千円) 1,491,375 2,401,642 △134,844 △160,545 3,597,627

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 5,828 51 5,880 5,587,511

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △1,982,700

 自己株式の取得 △1,303

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

4,870 8,994 13,864 13,864

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

4,870 8,994 13,864 △1,970,140

平成19年３月31日残高(千円) 10,698 9,046 19,744 3,617,371



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 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 △1,165,615

   減価償却費 267,855 226,570

   減損損失 ― 562,694

   貸倒引当金の増加額 237 14,954

   賞与引当金の減少額 △58,734 △61,550

   退職給付引当金の増減額（減少：△） 41,629 △219,409

   役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 10,410 △322,212

   投資損失引当金の増加額 1,003 ―

   事業構造改革引当金の増加額 ― 260,738

   受取利息及び受取配当金 △1,321 △3,420

   支払利息 5,500 9,578

   為替差益 △1,231 △2,205

   投資有価証券評価損 12,622 20,872

   有形固定資産売却益 △8,011 △10

   有形固定資産除却損 9,366 5,225

   無形固定資産除却損 1,220 ―

   役員保険金受取益 ― △58,615

   売上債権の増減額（増加：△） △246,558 509,908

   たな卸資産の増減額（増加：△） △13,676 3,023

   仕入債務の減少額 △68,854 △65,783

   未払消費税等の増減額（減少：△） 25,019 △50,880

   事業構造改革に伴う未払退職金の増加額 ― 324,263

   その他 △97,177 △43,640

     小計 △512,632 △55,513

   利息及び配当金の受取額 1,365 3,137

   利息の支払額 △5,768 △11,029

   法人税等の支払額 △26,587 △7,544

   法人税等の還付額 116,089 7,831

   役員保険金の受取額 ― 70,034

  営業活動によるキャッシュ・フロー △427,533 6,916

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 △23,835

   定期預金の払戻による収入 24,576 24,108

   有形固定資産の取得による支出 △124,912 △61,259

   有形固定資産の売却による収入 90,080 261

   無形固定資産の取得による支出 △20,011 △2,709

   投資事業組合からの分配金による収入 11,722 287

   貸付金による支出 ― △16,800

   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 △79,945



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 ― 200,000

   短期借入金の返済による支出 ― △200,000

   長期借入による収入 ― 500,000

   長期借入金の返済による支出 ― △541,664

   自己株式の取得による支出 △3,163 △1,303

   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 △42,967

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,484 11,136

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △535,339 △104,860

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,984,480 1,449,140

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,449,140 1,344,280



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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。

(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

  

(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) 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）

同左

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.、

帕路斯(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。

同左

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。

同左



  

項目

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

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）

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）

  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 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 

 時価法

② デリバティブ 

        同左

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

③ たな卸資産

 製品・仕掛品

       同左

 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。

 原材料

        同左

 貯蔵品 

  終仕入原価法

 貯蔵品 

       同左

(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。

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



  

項目

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

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。

② 無形固定資産

       同左

(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。

① 貸倒引当金

       同左

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。

② 投資損失引当金

       同左

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。

③ 賞与引当金

       同左

―――――― ④ 事業構造改革引当金 

 当社は事業構造改革の実施に伴

い、今後発生が見込まれる費用につ

いて、合理的に見積もられる金額を

計上しております。  

（追加情報） 

 経営の健全化と早期黒字化を達成

するために、事業構造改革の一環と

して特別に有利な条件による希望退

職制度を採用し、正社員76名が希望

退職に応じたほか、拠点の統廃合等

を実施いたしました。  

 これにより、260,738千円を特別

損失に計上したことにより、税金等

調整前当期純損失及び当期純損失が

それぞれ同額増加しております。



  

項目

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

⑤ 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 退職給付引当金

       同左

（追加情報）

  経営の健全化と早期黒字化を達成

するために、事業構造改革の一環と

して特別に有利な条件による希望退

職制度を採用し、正社員76名が希望

退職に応じました。 

 これにより、退職給付引当金が

254,252千円減少しております。

⑥ 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。

⑥ 役員退職慰労引当金

       同左

―――――― （追加情報）

  平成19年５月18日開催の取締役会

において、会社の業績及び株主の利

益に直結しない役員退職慰労金制度

を次回の定時株主総会終結の時をも

って廃止することを決議いたしまし

た。  

 よって、次回の定時株主総会終結

時に在任する取締役及び監査役の中

で、役員退職慰労金の支給対象とな

る取締役及び監査役に対し、就任時

から当該総会終結時までの在任中の

労に報いるため、退職慰労金を打切

り支給する予定でありましたが、支

給対象である取締役会長木下達夫氏

と取締役坂倉茂氏から、業績悪化な

らびに人員削減に対する経営責任の

一環として、退職慰労金を辞退した

いとの意思表示がありましたので、

退職慰労金の支給対象から除外した

ことにより、役員退職慰労引当金戻

入益が発生しております。  

 これにより、118,250千円を特別

利益に計上したことにより、税金等

調整前当期純損失及び当期純損失が

それぞれ同額減少しております。



  

 

項目

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

(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。

 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

純資産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。

同左

(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。

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

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。

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(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。

消費税等の会計処理

同左

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。

同左

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。

同左



追加情報 

 
  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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。

――――――

前連結会計年度
 (自 平成17年４月１日
  至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

3,617,371千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。



次へ 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19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

※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

 (1) 担保に供している資産

建物及び構築物 139,976千円

土地 249,535

計 389,511

 (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

 (2) 担保資産に対応する債務

一年内返済予定長期借入金 124,996千円

未払金 17,266

長期借入金 333,340

その他の固定負債 36,992

計 512,594

 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。

 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４行と当座貸越契約を締結しております。借

入枠としては1,000,000千円ありますが、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

※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

481,824千円

※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。

※５       ――――――

  

※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。

※６       ――――――

※７ 当社が保有する自己株式の数は、208,844株であ

ります。

※７       ――――――

―――――― ※８ 連結会計年度末日満期手形

   連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。

受取手形 61,372千円

支払手形 17,696千円



(連結損益計算書関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19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

※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 345,798千円

賞与引当金繰入額 15,490

退職給付費用 28,264

役員退職慰労引当金繰入額 9,420

貸倒引当金繰入額 15,259

研究開発費 387,330

※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

※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

387,330千円

※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
 

※３ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 5千円

工具器具備品 4

 計 10

 

※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

 

※４ 固定資産除却損の内訳

工具器具備品 5,225千円

――――――

 

※５ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

静岡県
浜松市他

事業用
資産

建物及び構築物 140,383

静岡県
浜松市他

事業用
資産

土地 105,825

静岡県
浜松市他

事業用
資産

その他 316,484 

計 562,694

   減損損失の算定にあたって、管理上の区分に基づ

き各連結会社ごとに全社一体としてグループ化して

おります。営業活動から生まれる損益が継続してマ

イナスであり、帳簿価額を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、土地及び建物については

不動産鑑定評価額により評価しております。

―――――― ※６ 事業構造改革引当金繰入額 

早期退職特別加算退職金 236,738千円

再就職支援費用 24,000

計 260,738



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

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、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取による増加 3,790株 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,934,592 ― ― 13,934,592

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 208,844 3,790 ― 212,634

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

※ 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19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,358,070千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △13,790

現金及び現金同等物 1,344,280



次へ 

(リース取引関係) 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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、減損損失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。

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額相
当額 
(千円)

減損損失
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 15,345 9,511 3,043

無形固定資産 21,480 11,814 7,322 2,343

合計 49,380 27,159 16,833 5,387

同左

 

 (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。

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,876千円

１年超 12,345

合計 22,221

リース資産減損勘定の残高 16,833千円

同左

 (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

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 9,876千円

減価償却費相当額 9,876千円

減損損失 16,833千円

 (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

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。

 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 1,072千円

１年超 ―

合計 1,072

 

       



(有価証券関係) 

前連結会計年度（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



前へ   次へ 

当連結会計年度（平成19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 

 
   （注） 当連結会計年度において、有価証券について20,872千円（その他有価証券で時価評価されていない非 

  上場株式）の減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、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。 

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 11,625 7,548

(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 11,625 7,548

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 11,625 7,548

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 51,372

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 77,233

128,605



(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 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

 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（平成19年３月31日） 

 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)

当連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19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。

(1) 取引の内容

  同左

(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。

(2) 取引に関する取組方針

  同左

(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。

(3) 取引の利用目的

  同左

 

(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。

(4) 取引に係るリスクの内容

  同左

(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。

(5) 取引に係るリスク管理体制

  同左

(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。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

  同左



前へ   次へ 

(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。 
  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
（注） 退職給付引当金の大幅な減少は、希望退職を実施したことによるものであります。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 
(注)  １ 「(5)退職給付債務減少の終了損失」は、希望退職の実施で大量退職が発生したことによる、終了損 

  失を計上したものであります。 

２ 「(7) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

 ３ 上記退職給付費用以外に、希望退職による割増退職金を236,738千円支払っており、特別損失に計上して 

 おります。 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

(1) 退職給付債務（千円） △827,486 △592,654

(2) 年金資産（千円） － ―

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △827,486 △592,654

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） 43,570 4,369

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） △70,160 △46,382

(6) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) （千円） △854,077 △634,667

(7) 前払年金費用（千円） － ―

(8) 退職給付引当金 (6)－(7) （千円） △854,077 △634,667

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

(1) 勤務費用（千円） 53,074 54,528

(2) 利息費用（千円） 16,780 16,549

(3) 過去勤務債務の費用処理額（千円） △5,197 △5,197

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 6,875 3,443

(5) 退職給付債務減少の終了損失（千円） ― 70,011

(6) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) （千円） 71,534 139,335

(7) その他（千円） 70,133 70,339

合計 (6)＋(7) （千円） 141,667 209,675

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

(1) 割引率（％） 2.0 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 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の処理年数（年） 15 15

(5) 数理計算上の差異の処理年数（年） 15 15



前へ 

(ストック・オプション等関係) 

当連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

(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 
  

 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19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 56,010千円  賞与引当金 31,544千円

 税務上の欠損金 110,559  税務上の欠損金 520,297

 事業構造改革引当金 ―  事業構造改革引当金 50,322

 退職給付終了損失 ―  退職給付終了損失 27,829

 たな卸資産評価損 78,637  たな卸資産評価損 79,787

 未払社会保険料 6,467  未払社会保険料 3,476

 役員退職慰労引当金 83,475  役員退職慰労引当金 9,083

 保険積立金評価損 13,259  保険積立金評価損 ―

 その他 19,450  その他 11,765

 繰延税金資産（流動資産）計 367,860千円 繰延税金資産（流動資産）計 734,107千円

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 339,495千円  退職給付引当金 252,280千円

 減損損失 ―  減損損失 223,670

 役員退職慰労引当金 59,132  役員退職慰労引当金 5,443

 投資有価証券評価損 12,844  投資有価証券評価損 21,141

 保険積立金評価損 5,834  保険積立金評価損 5,834

 減価償却費 32,969  減価償却費 34,638

 投資損失引当金 19,553  投資損失引当金 9,011

 その他 699  その他 2,471

 繰延税金資産（固定資産）計 470,529千円  繰延税金資産（固定資産）計 554,493千円

繰延税金資産小計 838,389 繰延税金資産小計 1,288,600

評価性引当額 △27,503 評価性引当額 △1,288,600

繰延税金資産合計 810,886 繰延税金資産合計 ―

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 △7,058

繰延税金負債合計 △3,845 繰延税金負債合計 △7,058

繰延税金資産の純額 807,040千円 繰延税金負債の純額 △7,058千円

前連結会計年度 
（平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19年３月31日）

 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。

同左



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(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。 
  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分に属する主要な製品の名称 

  ①電子応用機器・装置事業・・・光ディスク関連機器・装置、その他特殊機器・装置等 

  ②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 

  ③その他の事業・・・・・・・・損害保険代理店手数料、その他 

 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（376,548千円）は、親会社の総務経理 

 部門等の管理部門に係る費用であります。 

 ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,159,528千円）の主なものは、 親会社での余資運 

 用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び親会社の総務経理部門等に係る資産であり 

 ます。 

 ５ 減価償却費には、長期前払費用に係る償却費が含まれております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(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。
  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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。
  

電子応用機器 
・装置事業

電子部品
組立事業

その他
の事業

合計
消去又 
は全社

連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （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

4,113,507 587,594 1,718 4,702,819 ― 4,702,819

  （２）セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

     計 4,113,507 587,594 1,718 4,702,819 ― 4,702,819

  営業費用 4,175,976 582,773 811 4,759,562 376,548 5,136,111

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△62,469 4,820 906 △56,742 (376,548) △433,291

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 4,122,082 320,908 ― 4,442,991 2,159,528 6,602,520

  減価償却費 168,722 8,514 ― 177,237 49,333 226,570

  減損損失 380,515 47,141 ― 427,657 135,036 562,694

  資本的支出 79,767 2,422 ― 82,189 26,064 108,253



【海外売上高】 

前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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 

（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、ドイツ、ルクセンブルグ、 

   リヒテンシュタイン 

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】 

前連結会計年度(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。 
  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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

アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 934,125 102,506 121,162 1,157,794

Ⅱ 連結売上高（千円） 4,702,819

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.9 2.2 2.5 24.6



(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) 

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 407.08円 263.62円

１株当たり当期純損失金額 16.13円 144.47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。

同左

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当期純損失（千円） 221,487 1,982,700

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 1,982,700

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,729 13,724

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

――――――  当社は、平成19年５月18日開催の取締役会において、

「資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金

処分の件」について決議を行い、平成19年６月26日開催の

第38回定時株主総会において承認決議いたしました。

 １ 資本準備金及び利益準備金の減少並びに剰余金処分 

  の目的

 資本準備金及び利益準備金の減少並びに剰余金の処

分を行い、損失の補填に充て早期復配体制の実現を目

指すものであります。

 ２ 減少する準備金及び剰余金の額並びに減額の方法

 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金

2,401,642,500円のうち、190,997,479円を減少させ、

その他資本剰余金を190,997,479円増加させるととも

に、利益準備金の全額187,000,000円を減少させ、繰

越利益剰余金を187,000,000円増加させます。  

 さらに、会社法第452条の規定に基づき、その他資

本剰余金190,997,479円及び別途積立金1,667,000,000

円を減少させ、繰越利益剰余金を1,857,997,479円増

加させることで、欠損を解消するものであります。



⑥ 【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 長期借入金及び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
前期末残高 
(千円)

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 475,000 124,996 1.4

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

25,000 333,340 1.4 平成20年～23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 10,210 2.7

建物等未払金(１年超返済) 40,850 30,640 2.7 平成20年～22年

１年内返済予定土地未払金 7,056 7,056 3.3

土地未払金(１年超返済) 13,408 6,352 3.3 平成20年

合計 571,524 512,594 ―

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 99,996 99,996 99,996 33,352

建物等未払金 10,210 10,210 10,220 ―

土地未払金 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18年３月31日)

当事業年度 
(平成19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 1,362,027 1,246,166

 ２ 受取手形 ※８ 578,826 271,468

 ３ 売掛金 ※４ 1,782,088 1,503,674

 ４ 製品 14,877 12,580

 ５ 原材料 424,370 393,279

 ６ 仕掛品 1,439,051 1,477,982

 ７ 貯蔵品 4,284 5,436

 ８ 前渡金 83,485 15,741

 ９ 前払費用 6,087 7,127

 10 繰延税金資産 372,666 ―

 11 未収還付法人税等 2,259 ―

 12 未収還付消費税等 ― 7,913

 13 その他 19,229 46,756

   貸倒引当金 △16,305 △17,542

  流動資産合計 6,072,950 69.8 4,970,587 76.0

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 ※１ 1,275,756 1,142,616

    減価償却累計額 606,585 669,170 640,549 502,067

  ２ 構築物 ※１ 94,379 87,135

    減価償却累計額 82,766 11,612 84,817 2,318

  ３ 機械装置 113,785 98,618

    減価償却累計額 89,689 24,096 93,765 4,853

  ４ 車両運搬具 1,000 702

    減価償却累計額 936 63 693 8

  ５ 工具器具備品 1,809,248 1,587,623

    減価償却累計額 1,404,677 404,571 1,504,932 82,691

  ６ 土地 ※１ 389,885 284,060

  ７ 建設仮勘定 75,158 28,944

   有形固定資産合計 1,574,559 18.1 904,944 13.9



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19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 41,704 7,137

  ２ 電話加入権 3,984 207

   無形固定資産合計 45,688 0.5 7,344 0.1

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 156,378 140,230

  ２ 関係会社株式 65,820 65,820

  ３ 出資金 7,990 7,490

  ４ 関係会社出資金 51,160 109,895

  ５ 従業員長期貸付金 ― 8,822

  ６ 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 ―

  ７ 長期滞留債権 ― 71,173

  ８ 長期前払費用 24,776 10,982

  ９ 繰延税金資産 439,180 ―

  10 保険積立金 156,504 147,841

  11 長期預け金 107,000 112,860

  12 その他 49,257 49,320

    貸倒引当金 △309 △8

    投資損失引当金 △49,191 △69,730

   投資その他の資産合計 1,008,876 11.6 654,696 10.0

  固定資産合計 2,629,125 30.2 1,566,985 24.0

  資産合計 8,702,075 100.0 6,537,572 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※８ 53,459 46,719

 ２ 買掛金 ※４ 283,672 251,238

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

※１ 475,000 124,996

 ４ 未払金 ※1,6 632,946 988,189

 ５ 未払費用 152,398 132,119

 ６ 未払消費税等 45,356 ―

 ７ 未払法人税等 ― 13,801

 ８ 前受金 18,428 6,961

 ９ 預り金 13,396 14,781

 10 賞与引当金 140,907 79,356

 11 事業構造改革引当金 ― 260,738

 12 その他 240 1,059

  流動負債合計 1,815,806 20.9 1,919,961 29.4



前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19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 25,000 333,340

 ２ 土地未払金 ※１ 13,408 6,352

 ３ 建物等未払金 ※１ 40,850 30,640

 ４ 繰延税金負債 ― 7,058

 ５ 退職給付引当金 854,077 634,667

 ６ 役員退職慰労引当金 358,760 36,547

 ７ その他 ― 16,833

  固定負債合計 1,292,095 14.9 1,065,438 16.3

  負債合計 3,107,901 35.7 2,985,400 45.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 1,491,375 17.1 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 2,401,642 ―

   資本剰余金合計 2,401,642 27.6 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 187,000 ―

 ２ 任意積立金

    別途積立金 1,813,000 ―

 ３ 当期未処理損失 145,429 ―

   利益剰余金合計 1,854,570 21.3 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 5,828 0.1 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※３ △159,242 △1.8 ― ―

  資本合計 5,594,174 64.3 ― ―

  負債・資本合計 8,702,075 100.0 ― ―

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 1,491,375 22.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 2,401,642

    資本剰余金合計 ― ― 2,401,642 36.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 187,000

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 1,667,000

    繰越利益剰余金 ― △2,044,997

    利益剰余金合計 ― ― △190,997 △2.9

 ４ 自己株式 ― ― △160,545 △2.4

   株主資本合計 ― ― 3,541,474 54.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― ― 10,698 0.1

   評価・換算差額等合計 ― ― 10,698 0.1

   純資産合計 ― ― 3,552,172 54.3

   負債純資産合計 ― ― 6,537,572 100.0



② 【損益計算書】 

  

 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 5,588,582 100.0 4,694,366 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 製品期首たな卸高 33,932 14,877

 ２ 当期製品製造原価 4,166,356 3,817,741

    合計 4,200,289 3,832,619

 ３ 製品期末たな卸高 14,877 4,185,411 74.9 12,580 3,820,038 81.4

   売上総利益 1,403,171 25.1 874,328 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,773,704 31.7 1,347,573 28.7

   営業損失 370,533 △6.6 473,244 △10.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 779 2,734

 ２ 受取配当金 305 351

 ３ 為替差益 8,087 1,573

 ４ 法人税等還付加算金 3,204 ―

 ５ 販売支援料 ※３ 7,919 6,967

 ６ その他 9,569 29,864 0.5 9,748 21,376 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 5,500 9,578

 ２ 投資損失 2,014 3,499

 ３ その他 4 7,519 0.1 ― 13,078 0.3

   経常損失 348,188 △6.2 464,946 △9.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※４ 8,011 10

 ２ 役員退職慰労引当金戻入益 ─ 121,632

 ３ 役員保険金受取益 ─ 58,615

 ４ その他 ─ 8,011 0.1 8,000 188,258 4.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※５ 10,586 5,225

 ２ 投資有価証券評価損 12,622 20,872

 ３ 投資損失引当金繰入額 27,523 20,539

 ４ 減損損失 ※６ ─ 562,694

 ５ 事業構造改革引当金繰入額 ※７ ─ 260,738

 ６ 退職給付終了損失 ─ 70,011

 ７ 貸倒引当金繰入額 13,946 ─

 ８ その他 ─ 64,679 1.2 6,906 946,988 20.2

   税引前当期純損失 404,855 △7.2 1,223,676 △26.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

5,167 6,198

   未払法人税等取崩額 △29,830 ―

   法人税等調整額 △152,975 △177,637 △3.2 815,692 821,891 17.5

   当期純損失 227,218 △4.1 2,045,568 △43.6

   前期繰越利益 81,788

   当期未処理損失 145,429



製造原価明細書 

  

 
  

(脚注) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 2,141,184 45.1 2,002,979 47.3

Ⅱ 労務費 1,822,016 38.3 1,552,927 36.7

  (うち賞与引当金繰入額) ( 109,920) ( 63,685)

  (うち退職給付費用) ( 111,067) ( 109,668)

Ⅲ 経費 790,517 16.6 678,574 16.0

  (うち外注加工費) ( 295,254) ( 244,511)

  (うち減価償却費) ( 177,364) ( 160,987)

当期総製造費用 4,753,717 100.0 4,234,480 100.0

期首仕掛品たな卸高 1,425,524 1,439,051

計 6,179,242 5,673,532

他勘定振替高 ※２ 573,834 377,807

期末仕掛品たな卸高 1,439,051 1,477,982

当期製品製造原価 4,166,356 3,817,741

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 114,354千円

研究開発費 459,480

 計 573,834

※２ 他勘定振替高の内訳

建設仮勘定 48,020千円

研究開発費 329,787

計 377,807



③ 【損失処理計算書】 

  

 
  

④ 【株主資本等変動計算書】 

 当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

  

前事業年度
(株主総会承認日 
平成18年６月22日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 当期未処理損失 145,429

Ⅱ 損失処理額

  任意積立金取崩額

   別途積立金取崩額 146,000 146,000

Ⅲ 次期繰越利益 570

株主資本
評価・換算

差額等

資本金

資本 

剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価 

差額金
資本 

準備金

利益 

準備金

その他 

利益剰余金

別途 

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
(千円)

1,491,375 2,401,642 187,000 1,813,000 △145,429 △159,242 5,588,345 5,828

事業年度中の変動額

 別途積立金の取崩 
 （注）

△146,000 146,000 ―

 当期純損失 △2,045,568 △2,045,568

 自己株式の取得 △1,303 △1,303

 株主資本以外の 
 項目の事業年度 
 中の変動額(純額)

4,870

事業年度中の変動額 
合計(千円)

― ― ― △146,000 △1,899,568 △1,303 △2,046,871 4,870

平成19年３月31日残高 
(千円)

1,491,375 2,401,642 187,000 1,667,000 △2,044,997 △160,545 3,541,474 10,698



重要な会計方針 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

   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)

  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 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 

  総平均法による原価法

(2) 原材料

同左

(3) 貯蔵品 

  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17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19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

(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

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。

(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

給見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しております。

(3) 賞与引当金

同左

      ―――――― (4) 事業構造改革引当金

  当社は事業構造改革の実施に伴い、

今後発生が見込まれる費用について合

理的に見積もられる金額を計上してお

ります。

（追加情報）

  経営の健全化と早期黒字化を達成す

るために、事業構造改革の一環として

特別に有利な条件による希望退職制度

を採用し正社員76名が希望退職に応じ

たほか、拠点の統廃合等を実施いたし

ました。  

 これにより、260,738千円を特別損失

に計上したことにより、税引前当期純

損失及び当期純損失がそれぞれ同額増

加しております。



  

項目

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

(5) 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。

(5) 退職給付引当金

同左

（追加情報）

  経営の健全化と早期黒字化を達成す

るために、事業構造改革の一環として

特別に有利な条件による希望退職制度

を採用し、正社員76名が希望退職に応

じました。 

 これにより、退職給付引当金が

254,252千円減少しております。

(6) 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。

(6) 役員退職慰労引当金

同左

（追加情報）

  平成19年５月18日開催の取締役会に

おいて、会社の業績及び株主の利益に

直結しない役員退職慰労金制度を次回

の定時株主総会終結の時をもって廃止

することを決議いたしました。  

 これにより、次回の定時株主総会終

結時に在任する取締役及び監査役の中

で、役員退職慰労金の支給対象となる

取締役及び監査役に対し、就任時から

当該総会終結時までの在任中の労に報

いるため、退職慰労金を打切り支給す

る予定でありましたが、支給対象であ

る取締役会長木下達夫氏と取締役坂倉

茂氏から、業績悪化ならびに人員削減

に対する経営責任の一環として、退職

慰労金を辞退したいとの意思表示があ

りましたので、退職慰労金の支給対象

から除外したことにより、役員退職慰

労引当金戻入益が発生しております。  

 これにより、118,250千円を特別利益

に計上したことにより、税引前当期純

損失と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17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

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

(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 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



会計処理方法の変更 

   
表示方法の変更 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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。

――――――

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

3,552,172千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────── （損益計算書）

 前期まで区分掲記しておりました「法人税等還付加算

金」（当事業年度218千円）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。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19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 172,763千円

構築物 1,909

土地 346,636

 計 521,309

※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 139,550千円

構築物 426

土地 249,535

計 389,511

 (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

 (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 124,996

長期借入金 333,340

土地未払金 6,352

建物等未払金 30,640

計 512,594

 

※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

 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       ――――――

  

※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。

※３       ――――――

 

※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

※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 33,849千円

流動負債

    買掛金 12,946千円

 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

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。借

入枠としては1,000,000千円ありますが、当事業年

度末日における実行残高はありません。

※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

※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

481,824千円

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5,828千

円であります。

７       ――――――

―――――― ※８ 期末日満期手形

 期末日満期手形の処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。

受取手形 61,372千円

支払手形 17,696千円



(損益計算書関係) 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

※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37％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

63％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 95,080千円

役員報酬 70,020

給与手当 339,348

賞与引当金繰入額 15,490

退職給付費用 28,264

役員退職慰労引当金繰入額 9,420

貸倒引当金繰入 1,239

旅費交通費 76,772

減価償却費 60,253

研究開発費 384,378

厚生費 68,807

※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

※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

384,378千円

※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

※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 6,967千円

※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
 

※４ 固定資産売却益の内訳

車両運搬具 5千円

工具器具備品 4

計 10

※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

 

※５ 固定資産除却損の内訳

工具器具備品 5,225千円



  

 
  

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 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、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 3,790株 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

――――――

 

※６ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

静岡県
浜松市他

事業用
資産

建物 133,139

静岡県
浜松市他

事業用
資産

工具器具備品 258,379

静岡県
浜松市他

事業用
資産

土地 105,825

静岡県
浜松市他

事業用
資産

その他 65,350

計 562,694

   減損損失の算定にあたって、全社一体としてグル

ープ化しております。営業活動から生まれる損益が

継続してマイナスであり、帳簿価額を回収可能価額

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、土地及び建物については

不動産鑑定評価額により評価しております。

―――――― ※７ 事業構造改革引当金繰入額

早期退職特別加算退職金 236,738千円

再就職支援費用 24,000

計 260,738

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(株） 208,844 3,790 ― 212,634



(リース取引関係) 

   
  

(有価証券関係) 

 前事業年度(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。 
  

 当事業年度(平成19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。 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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、減損損失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 9,765 18,135

ソフトウェア 21,480 7,518 13,962

合計 49,380 17,283 32,097

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失 
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 15,345 9,511 3,043

ソフトウェア 21,480 11,814 7,322 2,343

合計 49,380 27,159 16,833 5,387

(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

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。

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,876千円

１年超 12,345

合計 22,221

リース資産減損勘定の残高 16,833

同左

 

(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

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 9,876千円

減価償却費相当額 9,876千円

減損損失 16,833千円

(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

 １年内 1,170千円

 １年超 1,072

合計 2,242

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,072千円

１年超 ―

合計 1,072

（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。



次へ 

(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 

 
  

(企業結合等関係) 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19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 56,010千円  賞与引当金 31,544千円

 税務上の欠損金 110,559  税務上の欠損金 520,297

 たな卸資産評価損 78,637  未払事業税 3,805

 貸倒引当金 6,481  たな卸資産評価損 79,787

 未払社会保険料 6,467  貸倒引当金 6,976

 役員退職慰労引当金 83,475  未払社会保険料 3,476

 保険積立金評価損 13,259  役員退職慰労引当金 9,083

 その他 17,775  事業構造改革引当金 50,322

 繰延税金資産（流動資産）計 372,666千円  退職給付終了損失 27,829

繰延税金資産（固定資産）  繰延税金資産（流動資産）計 733,124千円

 退職給付引当金 339,495千円 繰延税金資産（固定資産）

 役員退職慰労引当金 59,132  退職給付引当金 252,280

 投資有価証券評価損 12,844  減損損失 223,670

 保険積立金評価損 5,834  役員退職慰労引当金 5,443

 減価償却費 32,969  投資有価証券評価損 21,141

 投資損失引当金 19,553  保険積立金評価損 5,834

 その他 699  減価償却費 34,638

 繰延税金資産（固定資産）計 470,529千円  投資損失引当金 27,717

繰延税金資産小計 843,195  その他 2,471

評価性引当額 △27,503  繰延税金資産（固定資産）計 573,199千円

繰延税金資産合計 815,692 繰延税金資産小計 1,306,323

繰延税金負債（固定負債） 評価性引当額 △1,306,323

 その他有価証券評価差額金 △3,845 繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債合計 △3,845 繰延税金負債（固定負債）

繰延税金資産の純額 811,846千円  その他有価証券評価差額金 △7,058

繰延税金負債合計 △3,845 繰延税金負債合計 △7,058

繰延税金資産の純額 811,846千円 繰延税金負債の純額 △7,058千円

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19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



(１株当たり情報) 

 
(注) 算定上の基礎 

１株当たり当期純損失金額 

   
(重要な後発事象) 

 

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 407円57銭 258円87銭

１株当たり当期純損失 16円55銭 149円05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、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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当期純損失（千円） 227,218 2,045,568

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） 227,218 2,045,568

期中平均株式数（千株） 13,729 13,724

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

――――――  当社は、平成19年５月18日開催の取締役会において、

「資本準備金及び利益準備金の減少並びに剰余金の処分の

件」について決議を行い、平成19年６月26日開催の第38回

定時株主総会において承認決議いたしました。

 １ 資本準備金及び利益準備金の減少並びに剰余金処分 

  の目的

   資本準備金及び利益準備金の減少並びに剰余金の処

分を行い、損失の補填に充て早期復配体制の実現を目

指すものであります。

 ２ 減少する準備金及び剰余金の額並びに減額の方法

   会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金

2,401,642,500円のうち、190,997,479円を減少させ、

その他資本剰余金を190,997,479円増加させるととも

に、利益準備金の全額187,000,000円を減少させ、繰

越利益剰余金を187,000,000円増加させます。 

 さらに、会社法第452条の規定に基づき、その他資

本剰余金190,997,479円及び別途積立金1,667,000,000

円を減少させ、繰越利益剰余金を1,857,997,479円増

加させることで、欠損を解消するものであります。



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 11,625

（株）ネットホスピタル 300 12,245

（株）日本コンピュータ 200 19,127

（株）オプトウエア 250 0

（有）エスイーティー 5 500

計 10,005 62,997

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 77,233

計 2 77,233



【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。 

 
３ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、減損損失の計上額であります。 

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 1,275,756 ―
133,139 

(133,139)
1,142,616 640,549 33,963 502,067

 構築物 94,379 ―
7,244

(7,244)
87,135 84,817 2,050 2,318

 機械装置 113,785 ―
15,166

(15,166)
98,618 93,765 4,075 4,853

 車両運搬具 1,000 ―
297
(27)

702 693 2 8

 工具器具備品 1,809,248 103,436
325,060

(258,379)
1,587,623 1,504,932 158,998 82,691

 土地 389,885 ―
105,825

(105,825)
284,060 ― ― 284,060

 建設仮勘定 75,158 101,533 147,748 28,944 ― ― 28,944

有形固定資産計 3,759,214 204,969
734,482

(519,782)
3,229,701 2,324,757 199,090 904,944

無形固定資産

 ソフトウェア 89,012 2,709
42,045

(22,300)
49,676 42,539 14,975 7,137

 電話加入権 3,984 ―
3,777

(3,777)
207 ― ― 207

無形固定資産計 92,996 2,709
45,822

(26,077)
49,883 42,539 14,975 7,344

長期前払費用 64,162 ― 6,842 57,320 46,337 11,201 10,982

工具器具備品 スポットアナライザ 9,935 千円

ＢＤピックアップ評価用ＯＤＵ自動機 8,548 千円

ＳＢＰ用ＰＳＤ ＲＥＦ ＳＥＲＶＯ評価機 7,765 千円

建設仮勘定 スポットアナライザ 9,935 千円

ＢＤピックアップ評価用ＯＤＵ自動機 8,548 千円

ＳＢＰ用ＰＳＤ ＲＥＦ ＳＥＲＶＯ評価機 7,765 千円

建設仮勘定 スポットアナライザ 9,935 千円

ＢＤピックアップ評価用ＯＤＵ自動機 8,548 千円

ＳＢＰ用ＰＳＤ ＲＥＦ ＳＥＲＶＯ評価機 7,765 千円



【引当金明細表】 

  

 
（注）１ 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。 

 ２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、過年度繰入額の戻入額であります。 

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 16,615 17,551 304 16,311 17,551

投資損失引当金 49,191 20,539 ― ― 69,730

賞与引当金 140,907 79,356 140,907 ― 79,356

事業構造改革引当金 ― 260,738 ― ― 260,738

役員退職慰労引当金 358,760 9,420 210,000 121,632 36,547



(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 2,135

預金の種類

当座預金 199,104

普通預金 77,768

定期預金 963,790

別段預金 3,368

小計 1,244,030

合計 1,246,166

相手先 金額(千円)

菱電商事（株） 126,524

（株）小坂研究所 79,626

コペル工業（株） 21,705

（株）ソニー・ディスクアンドデジタルソリューションズ 10,267

日本電産サンキョー（株） 10,080

その他 23,264

合計 271,468

期日別 金額(千円)

平成19年３月 61,372

     ４月 74,677

     ５月   36,821

     ６月   39,227

    ７月 37,849

    ８月 21,519

合計 271,468



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) １ 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。 

２ 次期繰越高1,574,848千円は、長期滞留債権71,173千円が含まれております。 
  

4) 製品 

   
5) 原材料 

   
6) 仕掛品 

   
7) 貯蔵品 

相手先 金額(千円)

World Vantage Co.,Ltd 170,035

ソニー（株） 83,317

（株）日立メディアエレクトロニクス 75,610

日本サムスン（株） 74,655

菱電商事（株） 62,206

その他 1,037,850

合計 1,503,674

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

1,782,088 4,870,755 5,077,995 1,574,848 76.3 126

区分 金額(千円)

その他の特殊機器・装置 1,003

プリント基板組立 11,577

合計 12,580

区分 金額(千円)

電子機器 65,148

電子部品 190,037

機構部品 138,093

合計 393,279

区分 金額(千円)

光ディスク関連機器・装置 1,212,198

その他の特殊機器・装置 223,595

プリント基板組立 42,188

合計 1,477,982

区分 金額(千円)

梱包消耗品 2,453

機械消耗品 1,350

電気消耗品 1,151

その他 481

合計 5,436



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 19,659

（株）黒羽ニコン 9,715

（株）沖電気コミュニケーション 3,811

ダイワボウ情報システム（株） 2,919

浜松ホトニクス（株） 2,655

その他 7,957

合計 46,719

期日別 金額(千円)

平成19年３月 17,696

     ４月 6,492

     ５月 7,076

    ６月 7,641

    ７月 6,640

    ８月 1,172

合計 46,719

相手先 金額(千円)

菱電商事（株） 57,546

（株）サカエ 18,989

（株）デザインテック 16,573

（株）デジタルストリーム 12,122

帕路斯(北京)科技有限公司 8,740

その他 137,266

合計 251,238

区分 金額(千円)

ファクタリング債務 481,824

退職金 393,575

社会保険料 24,936

その他 87,852

合計 988,189



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 64,996

商工組合中央金庫 60,000

合計 124,996

区分 金額(千円)

商工組合中央金庫 200,000

（株）静岡銀行 133,340

合計 333,340

区分 金額(千円)

未積立退職給付債務 △592,654

未認識数理計算上の差異 4,369

未認識過去勤務債務 △46,382

合計 △634,667



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

② 取得請求権付株式の取得を請求する権利 

③ 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

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

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31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
電子公告により行う。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)

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、証券取引法第24条の７項１項に規定する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37期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月23日東海財務局長に提

出 

(2) 半期報告書 

事業年度 第38期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)平成18年12月20日東海財務局長に

提出 

(3) 臨時報告書 

平成19年２月28日東海財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告

書であります。 

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



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19年６月26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18年４月１日から平成19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、連結株主資本等変動計算書、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19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。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年６月26日開催の定時株主総会におい 

 て、資本準備金及び利益準備金の額の減少を決議している。 

 

 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。

 



独立監査人の監査報告書 

 

  

平成19年６月26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18年４月１日から平成19年３月31日までの第38期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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19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。 

  

追記情報 

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年６月26日開催の定時株主総会におい 

 て、資本準備金及び利益準備金の額の減少を決議している。 

  

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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