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東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 

 当社は、本日、平成18年６月21日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。 

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の 近の決算情報等につきまして別途のとおりお知らせいたします。 

 

以 上 
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平成 18 年４月期    決算短信（非連結）               平成 18 年６月 21 日 

上 場 会 社 名        インスペック株式会社                      上場取引所     東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ６６５６                                    本社所在都道府県  秋田県 
（ＵＲＬ  http://www.inspec21.com） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長        氏名 菅原 雅史 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 氏名 冨岡 喜榮子  ＴＥＬ (0187) 54－1888 
決算取締役会開催日    平成 18 年５月 31 日        中間配当制度の有無   有 
配当支払開始予定日     平成 ―年―月 ―日        定時株主総会開催日  平成 18 年７月 28 日 
単元株制度採用の有無   無 
 
１． 平成 18 年４月期の業績（平成 17 年５月１日～平成 18 年４月 30 日） 
(1)経営成績                (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 売 上 高      営業利益  経常利益  

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

18 年４月期 
17 年４月期 

    2,031       26.8 
1,602      17.8 

252       71.0 
147        ― 

237       73.0 
137        ― 

 

 当期純利益 
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本 
経 常 利 益 率 

売 上 高
経 常 利 益 率

 百万円   ％  円  銭  円   銭 ％ ％ ％

18 年４月期 
17 年４月期 

286     137.9  
120        ―  

37,265  53
31,996  79

―    ― 
―    ― 

74.6  
85.8  

15.4   
11.4   

11.7  
8.6  

(注) ①持分法投資損益    平成 18 年４月期 ―百万円   平成 17 年４月期 ―百万円 
     ②期中平均株式数    平成 18 年４月期 7,683 株   平成 17 年４月期 3,762 株 
      なお、平成 18 年３月 17 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 
     ③会計処理の方法の変更 無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
（年   間） 配当性向 

株主資本 
配 当 率     

  円  銭 円  銭 円 銭 百万円 ％ ％
18 年４月期 
17 年４月期 

0  00 
0  00 

0  00  
0  00  

0  00 
0  00 

0    
0    

―  
―  

― 
― 

 
(3)財政状態 
 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年４月期 
17 年４月期 

1,717   
1,362   

566  
200  

33.0  
14.7  

67,727   51 
53,305   21 

(注) ①期末発行済株式数   平成 18 年４月期 8,368 株     平成 17 年４月期 3,762 株 
      なお、平成 18 年３月 17 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

②期末自己株式数     平成 18 年４月期    ―株     平成 17 年４月期    ―株 
 

(4)キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年４月期 
17 年４月期 

632      
△422    

△95   
△57   

△26    
174      

598     
88     

 
 
２．平成 19 年４月期の業績予想（平成 18 年５月１日～平成 19 年４月 30 日） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

中 間 期 
通   期 

1,081     
2,450     

19    
202    

7    
197    

0  00  
――― 

――― 
0  00  

―――
0  00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 18,673 円 45 銭 

(注) 上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。予想には様々な不確定

要素が内在しており、実際の業績はさまざまな要素によりこれらの業績予想とは異なる場合があります。業績予想

に関する事項は「決算短信（非連結）」の添付資料８頁をご参照下さい。 
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１．企業集団の状況 
当社は、エレクトロニクス業界の中で特にデジタル機器の製造過程で重要な役割を担っている外観検査装置の専

業メーカーとして事業活動を行っております。 

携帯電話やデジタルカメラ、液晶テレビなどに代表されるデジタル家電には、多数の半導体や液晶表示装置が使

用されておりますが、それらの機器内部には多くの精密な配線回路が張り巡らされており、その配線回路がひとつ

でも切れたり（断線）隣の線と接触（ショート）するなどの欠陥が発生すると製品自体が不良品となってしまいま

す。このような配線回路上の欠陥の有無を検査する装置が外観検査装置です。 

外観検査を必要とする代表的なものとして、半導体に使用される精密配線板である半導体パッケージ及び液晶の

ガラスパネル表面に形成されている液晶ＴＦＴアレイ（ガラス上の薄膜トランジスタ）があります。 

これらの外観検査ニーズに対応する製品として当社は、半導体パッケージ外観検査装置及び液晶ＴＦＴアレイ検

査装置の開発、製造、販売及び保守サービスを行っております。当社の製品は原則として受注生産となっておりま

す。 

また、当社の検査装置には、自社で開発した画像処理システムを搭載しており、次のとおり世代別にその構成及

び機能が異なります。 

 

inspecⅠ：市販の画像処理コンピュータとカメラの間に取り付けて性能を向上させる前処理装置。 

     カメラからの画像信号を本装置が持つハードウェアでの画像処理機能で前処理をし、検査性能を向

上させる機能を持つ。 

 

inspecⅡ：8,000 画素ラインＣＣＤカメラの画像を高速処理できる画像処理専用コンピュータ。 

     上記カメラの画像処理をハードウェアで実行できるため、ソフトウェアで処理をする場合と比較し

て 100 倍以上の処理速度を持つ。 

     検査できるサイズに制限があるため、半導体パッケージのような小さなサイズの検査を対象とする。 

 

inspecⅢ：16,000 画素ラインＣＣＤカメラの画像を高速処理できる画像処理専用コンピュータ。 

     inspecⅡと比較して約３倍の処理速度を持ち、検査できるサイズに制限がないため、液晶ガラス基

板のような大きな物の検査が可能となる。 

 

＜事業系統図＞  

 

 

製品販売

ユ ー ザ ー 

当  社 
半導体パッケージ外観検査装置の開発・製造 

フラットパネルディスプレイ検査装置の開発・製造 

外注先 

外注委託

保守サービス

外注加工

製品

製品販売

仕入先 

販売代理店 

原材料仕入
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(1）半導体パッケージ外観検査装置 

半導体パッケージは、半導体のシリコンチップと一体になって使用される精密回路基板であり、半導体の基幹

部品であります。当社の半導体パッケージ外観検査装置は、検査対象物である半導体パッケージを複数のライン

ＣＣＤカメラ（注１）で撮像し、取得した画像データを自社開発の画像処理専用コンピュータ（inspecⅡ）によ

りリアルタイムで解析を行い、半導体パッケージに形成されている微細な配線回路上の欠陥を特定する機能を備

えております。 

検査装置で特定された欠陥には、真性の欠陥（実際の欠陥）と擬似欠陥（単にゴミなどが付いていたために欠

陥として判断されたもの）がありますが、この判別を自動的に行う機能を備えているものと、作業者が再確認し

真性の欠陥であるかどうか判別したうえで 終判断をするものがあります。 

(注１)ラインＣＣＤカメラ： 

         １次元のイメージセンサの一種。線状にセンサーの素子が並んでいるため、線状の画像データしか取

り込めません。そのため、カメラ又は被撮像物を少しずつずらしながら連続的に撮像し（スキャン動作）

２次元の画像データを構築します。素子の並びが線状なので非常に高密度に配置が出来るため、高解像

度の撮像に適しております。 

（用途例：コピー機、ファックス、人工衛星用カメラ、半導体検査機等） 

 

半導体パッケージの系統図 
 

半導体パッケージ 
 

テープパッケージ 表示ドライブＩＣ向け ＴＣＰ 

 
 

 
 （通称ＴＡＢテープ） ＣＯＦ 

 
 

 
 小型半導体向け ＴＣＳＰ 

 
 

 
基板型パッケージ 樹脂基板タイプ ＢＧＡ 

 
 

 
  ＣＳＰ 

 

  
金属薄板タイプ 

 
リードフレーム 

 

 

半導体パッケージ外観検査装置の製品及び用途は次のとおりです。 

品目名 製品名 用途 

テープ検査装置 ＴＲ2100 

ＴＲ2200 

ＴＲ3000 

ＴＣＰ(注２)、ＣＯＦ(注３)などのＴＡＢテープ(注４)及び 

ＴＣＳＰ(注５)の外観(オープン、ショート、しみ、変色等)の

検査に使用。 

ＢＧＡ検査装置 ＢＦ2000 

ＢＰ2000 

樹脂基板タイプのＢＧＡ(注６)、ＣＳＰ(注７)の外観検査に使

用。 

リードフレーム検査装置 ＭＶ7000 

ＬＦ2000 

リードフレーム(エッチング品、プレス品：注８)の変形及び外

観検査に使用。 

 

(注２)ＴＣＰ：テープ・キャリア・パッケージ 

液晶やプラズマディスプレイ用の表示ドライブＩＣに使用される半導体パッケージ 

表示ドライブＩＣ：液晶の表示を実現している多数の画素の一点一点について、光をＯＮ・ 

ＯＦＦさせるための電気を制御する半導体。 

(注３)ＣＯＦ：チップ・オン・フィルム 

液晶用の表示ドライブＩＣに使用されるＴＣＰより精密な半導体パッケージ 

(注４)ＴＡＢテープ： 

ＴＣＰやＣＯＦなど、表示ドライブＩＣ用半導体パッケージの通称 

(注５)ＴＣＳＰ：テープ・チップ・スケール・パッケージ 

携帯電話等に使用される小型軽量の半導体パッケージ 

(注６)ＢＧＡ：ボール・グリッド・アレー 

プリント基板に表面実装される半導体パッケージ 

(注７)ＣＳＰ：チップ・スケール・パッケージ 

携帯電話等に使用されるＢＧＡより小型の半導体パッケージ 

(注８)リードフレーム： 

車載用半導体などに使用される金属薄板をベースとした半導体パッケージ 
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(2）フラットパネルディスプレイ検査装置 

液晶やプラズマディスプレイに代表されるフラットパネルディスプレイ（平面表示装置）を対象とした検査装

置のうち、現在当社が製品化しているのは液晶ＴＦＴアレイ検査装置であります（プラズマディスプレイを対象

とした検査装置ではありません）。 

当該検査装置は、検査対象物である液晶用ガラス基板上に形成されたＴＦＴアレイ（液晶の画素をオンオフさ

せるための薄膜トランジスタ）の微小回路パターンを自動で検査するシステムであり、分解能（検査の細かさ）

と機能において高い技術が要求されます。 

本検査装置は、液晶用ガラス基板を自社開発した複数の高分解能ラインＣＣＤカメラで撮像し、取得した画像

データを自社開発の画像処理専用コンピュータ（inspecⅢ）によりリアルタイムで解析を行い、ガラス基板上に

形成されている微細なＴＦＴ回路パターン上の欠陥を特定する機能を備えております。 

本検査装置は、ラインＣＣＤカメラで撮像するためにガラス基板を搬送する「搬送系」と、ラインＣＣＤカメ

ラで撮像し、取得した画像データの解析を行い、検査結果を出力する「光学系及び画像処理システム」で構成さ

れています。 

現在、当該製品は株式会社東京カソード研究所との共同事業によるものであります。株式会社東京カソード研

究所は検査装置の「搬送系」を担当し、当社は検査装置のコア部分である「光学系を含めた画像処理システム」

を担当しております。 

本検査装置の平成18年６月21日現在の販売実績は１台にとどまりますが、将来の主力製品と考えております。 

 

品目名 製品名 用途 

液晶ＴＦＴアレイ検査装置 ＦＰ3000 液晶ＴＦＴアレイの回路パターンの外観検査 

 

(3）その他 

当社は上記の製品に関する保守サービスを行っており、製品の改良、部品販売及び保守料による収入がありま

す。 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「社会の繁栄と発展に貢献すること」を経営理念として掲げ、半導体及びフラットパネル業界における

高度な検査ニーズに対し、高い技術を駆使したハイエンドの検査装置を提供することで、検査装置業界におけるオ

ンリーワンあるいはナンバーワンであることを経営の基本方針としており、お客様、株主の皆様、従業員等すべて

のステークホルダーにとって価値のある企業を目指しております。 

この方針に基づき、近年成長著しいフラットパネルディスプレイ産業にフォーカスし、難易度の高いハイエンド

の検査ニーズに対し、検査技術における総合力（高性能画像処理技術、高度なメカトロ技術、光学センシング技術

等）を生かしたシステム企画力を核に、競争力のある半導体パッケージ外観検査装置及びフラットパネルディスプ

レイ検査装置を提供し、安定した収益力を高めるとともに 高のＣＳ（顧客満足度）を目指しております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、未処理損失が解消できていないため無配を継続しております。 

株主に対する利益還元策につきましては、経営の重要課題のひとつと認識しておりますが、当面は経営の安全性

向上のため内部留保を優先させ配当は行なわない方針です。今後は内部留保等のバランスを考えて、配当政策を検

討していきたいと考えております。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

    当社は、個人投資家をはじめ、できるだけ多くの投資家の方に当社株式を保有していただくため、株式市場での

流動性を高め、より投資しやすい環境を整えることを基本方針としております。今後につきましては、株価水準を

考慮しつつ、適宜投資単位の見直しを行い、適正な水準に引き下げていく方針です。 

 

(4) 目標とする経営指標 

  当社は、中期経営計画策定のガイドラインとして「売上総利益率 40％以上」「経常利益 10％以上」を目標として

おります。これは、中長期の事業戦略に必要な研究開発を中心とした投資コストの確保、配当政策及び財務の健全

化を図るため、中期経営計画の損益ストラクチャから目標とした経営指標であります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

    当社は、今後も市場の拡大が見込まれるフラットディスプレイ産業において、現在高いシェアを持つＴＡＢテー

プ検査装置及び今後の主力製品と位置づけている液晶ＴＦＴアレイ検査装置に注力して事業を展開していきます。 

  ＴＡＢテープは配線パターンの微細化がさらに進化しており、高い分解能を持つ検査装置のニーズが高まってき

ております。当社では、いち早くこのニーズに対応するため、新開発の画像処理システム「inspecⅢ」を搭載した

ファインパターン対応の検査装置をリリースすることで高いシェアを維持していく方針です。 

  今後の主力製品として位置づけている液晶ガラス基板のＴＦＴアレイ検査装置は、同じく新開発の画像処理シス

テム「inspecⅢ」を心臓部に搭載し、高速性と低過検出を両立させることに成功しております。また、独自のアル

ゴリズムで、液晶表示部以外の周辺回路部の全域検査の機能を生かし、テレビ向けの大型ガラス基板検査のみなら

ず、携帯電話向け等の中小型液晶用ガラス基板の分野にも積極的に取り組んでいく方針です。 

これら難易度の高いハイエンドの検査分野において競争力のある製品ラインナップ拡充を図り、検査装置におけ

る「デファクトスタンダード」の確立を目指すことで、安定した収益基盤を構築していく方針です。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

当社は、経営の基本方針に基づき次の課題に取り組んでまいります。 

① 顧客サポート対応力の強化 

検査装置の累計出荷台数が急増しており、顧客サポートが営業戦略上重要なファクターになってきておりま

す。これに対応するため、顧客サポート要員の増強とあわせ、特に顧客が集中している九州地区にサポートセ

ンターを設置いたします。 

今後は、サポート専任の「営業技術グループ」の新設も含めて更なるサービス体制の強化を進めていきます。 
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② 画像処理システムの高度化に伴う開発技術者の確保 

次世代向けの画像処理専用コンピュータである inspecⅢにつきましては、今後の応用システム拡大のための

応用開発を充実させるため、高い専門知識をもった開発技術者の増強が必要です。このため、Ｒ＆Ｄセンター

（愛知県）を中心に全国規模での優秀な人材の確保及び開発環境の整備等を行い、ソフトウェアの開発力を増

強してまいります。 

 

③ 円滑な資金調達 

事業規模の拡大基調に加え顧客の集中的な設備投資が予想されており、短期間にまとまった受注を獲得した

場合に短期資金の需要が大きく発生することが想定されます。これに対応するため、財務部門は営業部門との

情報交換を密にし、資金需要の予測の精度を上げて、タイムリーな資金調達を実施してまいります。 

 

(7) 親会社等に関する事項 

  該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

当事業年度における日本経済は、原油価格の高騰に端を発する材料価格の上昇などの影響が懸念されましたが、

デジタル家電分野などの市場拡大を見越した積極的な設備投資や、個人消費の持ち直しもあって、景気の拡大基調

が継続する状況となりました。 

当社をとりまくエレクトロニクス業界では、一部大手企業が激しいシェア争いで苦戦を強いられるなど、明暗が

分かれる局面も散見されますが、業界全体は引き続きＤＶＤレコーダや、薄型テレビ、デジタルカメラなどのデジ

タル家電が牽引し、堅調に推移してまいりました。 

こうした中当社は、生産量が急拡大している表示用ドライブＩＣ向け半導体パッケージ（ＴＡＢテープ）として

需要が拡大しているＴＡＢテープ検査装置を中心に展開し、主力製品であるテープ検査装置(ＴＲ2000 シリーズ)を

26 台受注し、24 台販売いたしました。 

リードフレームに関しては、前期に引き続き車載用半導体の高い品質要求に対応するため、自動検査のニーズが

継続して発生しております。このような背景からリードフレーム検査装置(ＬＦ2000 シリーズ)を 10 台受注し、10

台販売いたしました。 

また、携帯電話等に使用されるＣＳＰ用のＢＧＡ検査装置(ＢＦ2000 シリーズ)を６台受注し、４台販売いたしま

した。 

次世代の主力製品として取り組んできました液晶ＴＦＴアレイ検査装置については、大手家電メーカー向けに１

台販売した初号機が今期初から量産ラインでの稼動が開始され、当初目標としていたハイエンドの検査能力がユー

ザーに確認され、今後の展開に期待できる状況になってきております。 

以上により、外観検査装置の売上高は 18 億 40 百万円（前期比 20.7％増）となり売上高全体の 90.6％、その他の

売上高が 1億 91 百万円（前期比 146.1％増）で 9.4％となっております。 

その結果、当事業年度の総売上高は 20 億 31 百万円（前期比 26.8％増）、経常利益２億 37 百万円（前期比 73.0％

増）、当期純利益２億 86 百万円（前期比 137.9％増）となりました。 

 

(2) 財政状態 

① 財政状態の分析 

当事業年度における財政状態は、前事業年度に比べ総資産は３億 55 百万円増加し、17 億 17 百万円、株主資本

は３億 66 百万円増加し、５億 66 百万円となりました。株主資本比率は 18.3 ポイント上昇し、33.0％となりまし

た。総資産の増加の主な要因は、現金及び預金、繰延税金資産及び建設仮勘定の増加によるものです。株主資本

の増加の主な要因は、当期純利益２億 86 百万円及び株式の発行による資本金等の増加によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの分析 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益の増加、売上債権及び

たな卸資産の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローがプラスに転じ、前事業年度末に比較し、５億 10

百万円（前期比 579.8％増）増加し、当事業年度末には５億 98 百万円となりました。 

当事業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６億 32 百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益１億 93 百万円

の計上、売上債権の減少２億 74 百万円及び前受金の増加１億９百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動の結果使用した資金は 95 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出１億

41 百万円及び定期預金の払戻による収入 50 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果使用した資金は 26 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額１億 20 百万円

による資金の増加はありましたが、長期借入金の返済による支出２億 43 百万円によるものであります。 



－  － 8

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

 第17期 

（平成17年４月期） 

第18期 

（平成18年４月期） 

自己資本比率（％） 14.7 33.0 

時価ベースの自己資本比率（％） － － 

債務償還年数（年） － 0.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 41.9 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．時価ベースの自己資本比率については、当該期間は非上場であるため記載しておりません。 

   ２．有利子負債については、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としており、営業キャッシュ・フローについては、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営

業活動によるキャッシュ・フロー」を用いております。 

また、第 17 期については、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっているため記載しておりません。 

     ３．利払いについては、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「利息の支払額」を用いております。 

 

(3) 次事業年度の見通し 

当社の平成 19 年４月期の業績見通しは次のとおりであります。 

売上高 2,450 百万円 （前期比 120.6％） 

経常利益 202 百万円 （前期比 85.9％） 

当期純利益 197 百万円 （前期比 69.8％） 

 

前事業年度に引き続き、ＤＶＤレコーダや、薄型テレビ、デジタルカメラなどのデジタル家電の需要好調が継続

されるものと予想されます。 

売上高については、平成 18 年４月期同様、フラットパネルディスプレイ産業にフォーカスし、主力製品である

ＴＡＢテープ検査装置においては、新規顧客の獲得に向けた活動と平行して、新しいニーズであるファインパター

ンのＴＡＢテープに対応した新製品のファイン対応検査装置を積極的に提案してまいります。また、今後の主力製

品である液晶ＴＦＴアレイ検査装置は、現在稼動している大型液晶ガラス基板検査の分野でリピートオーダーの獲

得に向けた活動を積極的に進めると同時に、携帯電話向けなどの中小型液晶ガラス基板検査の市場への展開を積極

的に進めてまいります。 

経常利益及び当期純利益については、要員増加に伴う人件費の増加、平成 18 年 10 月完成予定の本社工場増設工

事の減価償却費の増加、 新のデモンストレーション用検査装置の製作に伴う減価償却費の増加及び上場関連費用

等を考慮し、前事業年度よりも減少すると予想しており、増収減益となる見込みであります。 
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(4) 事業等のリスク 

以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。 

 また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判断上、

重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社

はこれらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針ですが、本

項目の記載は当社の事業または本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありません。当社株式に

関する投資判断は、本項目以外の記載内容をあわせて慎重に検討の上、行われる必要があると考えられます。 

 なお、文中の将来に関する事項は、特段の記載のない限り、当事業年度末において当社が判断したものでありま

す。 

 

① 当社の事業の対象となる市場について 

ⅰ) 特定分野に特化した事業戦略について 

当社は、半導体分野及びフラットパネルディスプレイ分野における外観検査装置に特化した事業戦略をと

っておりますが、現在の当社の製品では、液晶ＴＦＴアレイ検査装置は言うに及ばず、テープ検査装置にお

いてもＴＡＢテープを検査対象としていることから、液晶パネル市場への依存度が高い状態にあります。し

たがって、液晶パネル市場におけるクリスタルサイクル(注)がユーザーの設備投資計画に影響を与えた結果、

当社の受注が大きく変動した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(注) クリスタルサイクル：液晶パネル市場において、需給バランスの波が繰り返されることで、一般にそ

のサイクルは２年前後と言われている。 

 

ⅱ) 業績の季節変動について 

当社の業績は、上半期実績を下半期実績が上回る傾向となっております。一般に、携帯電話、液晶テレビ、

パソコンなどのデジタル家電は、夏・冬のボーナス商戦、新年度商戦に合わせて新製品の発売計画を立案し、

出荷数量のピークがそれらのタイミングに合うよう生産計画が立てられます。そのため、増産に入るタイミ

ングは、10 月、１月及び４月頃になり、検査装置の増設時期もこのタイミングに連動しているものと推察さ

れます。 

これらの影響により、上半期よりも下半期に検収が集中する傾向があり、そのため、売上高も下半期に集

中しております。 

第 17 期（平成 17 年４月期）及び第 18 期（平成 18 年４月期）の上半期及び下半期の業績は次のとおりで

す。 

  第17期（平成17年４月期） 第18期（平成18年４月期） 

  上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 

 売上高（千円） 784,133 818,363 1,602,496 924,925 1,106,837 2,031,763

 （構成比） (48.9%) (51.1%) (100.0%) (45.5%) (54.5%) (100.0%)

 営業利益（千円） 21,666 126,071 147,737 109,422 143,180 252,602

 （構成比） (14.7%) (85.3%) (100.0%) (43.3%) (56.7%) (100.0%)

 経常利益（千円） 20,769 116,293 137,062 100,963 136,184 237,148

 （構成比） (15.2%) (84.8%) (100.0%) (42.6%) (57.4%) (100.0%)

(注) １．上記金額に消費税等は含まれておりません。 

   ２．上記記載の第 17 期の上半期・下半期の数値は、あずさ監査法人による監査を受けておりません。 

 

② 他社との競合について 

当社の検査装置は、自社で開発した画像処理専用コンピュータをコアとした画像処理システムが競争力の原

点となっており、当社の成長はこの技術に依存していくものと予想しております。当社は、今後も継続して大

きな競争力を持つシステムの開発を進めていきますが、他社が同様のシステムあるいは当社の製品を上回る性

能を発揮するシステムを開発する可能性は否定できないため、本事業において当社が認識している当社の競争

力が失われた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 ③ 新製品の開発・販売について 

当社の検査装置は、自社で開発した画像処理専用コンピュータをコアとした画像処理システムを特徴として

おり、画像処理システムのバージョンアップや検査対象の拡大など、今後も継続して魅力ある製品開発を行っ

ていく予定であります。第17期（平成17年４月期）における研究開発費は300,371千円と売上高に対して18.7％

の割合となっており、第 18 期（平成 18 年４月期）における研究開発費は 318,831 千円と売上高に対して 15.7％

の割合となっております。 

新製品開発のためには先行して長期的な投資と大量の資源導入が必要ですが、これらのすべてが新製品・新

技術の創造へとつながる保証はなく、また、新製品や新技術への投資に必要な資金と資源を今後十分確保でき

るという保証もありません。 

さらに、当社がユーザーから支持を獲得できる新製品・新技術を正確に予想することができるとは限らず、

開発した新製品の販売が必ずしも成功する保証もありません。このため、当社が業界とユーザーの変化を十分

に予測できず魅力ある新製品を開発できない場合には、開発のための先行投資が売上に貢献せず、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 製品のライフサイクルについて 

当社の検査装置は、軽量化や小型化に向けた技術革新の進展が早いデジタル家電分野の商品を検査対象とし

ており、より微細なものを検査する必要から検査性能の向上が求められ、新しいニーズが連続的に発生いたし

ます。半導体分野及びフラットパネルディスプレイ分野のメーカーからは、短期間で性能向上を実現する開発

が求められるため、当社の開発に遅れが生じた場合には、顧客ニーズに対応しきれずに受注のタイミングを逃

す可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 製品保証について 

当社の検査装置については、品質不良あるいは製品不具合に対して、ユーザーによる検収後１年間の無償保

証期間を設けております。製品保証に伴い発生する費用に対しては、過去の実績等をもとに製品保証引当金を

計上しておりますが、新製品など従来とは異なる仕様の製品などで引当額以上の保証費用が発生した場合、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 優秀な人材の確保について 

当社の事業は、ユーザーからの要求に応じて 先端かつ高度な技術力を提供していくことが重要な要素であ

ります。このような要求に対応し、ユーザー満足度を高め、製品の付加価値を高めていくためには、優秀な人

材の確保が重要となります。このため、タイムリーに必要な人材の確保ができない場合や優秀な従業員が多数

離職した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 特定の取引先等への高い依存度について 

ⅰ) 販売代理店への依存について 

当社は債権回収の円滑化を主な目的として株式会社旭商工社を販売代理店としており、当社の検査装置を

複数台購入する半導体関連メーカーで取引金額が比較的大きいものについて販売代理店を経由して販売して

おります。 

当社の総売上高に占める同社への売上高比率は、第 17 期（平成 17 年４月期）53.7％及び第 18 期（平成

18 年４月期）16.5％を占めております。当社は同社への依存度を下げるよう努力していく方針であり、これ

が達成される前に同社との取引関係に変化が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、同社との取引条件につきましては、個々の受注毎に当社の見積価格を基に交渉により決定しており

ます。同社との間で締結している取引基本契約の内容は次のとおりです。 

 契約名 契約年月日 契約内容 契約期間 

 取引基本契約書 平成16年12月１日 当社が開発及び製造する製品並

びに関連機器等の売買に関する

基本事項 

自 平成16年12月１日 

至 平成17年11月30日 

（自動更新により契約期間 

は平成18年11月30日まで 

延長されております。）
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ⅱ) 特定のユーザーへの依存について 

当社の主力製品であるテープ検査装置の 大のユーザーは株式会社エム・シー・エスであり、同社向け製

品の売上高及び割合は下表のとおりです。なお、同社への販売については平成 17 年２月までは販売代理店で

ある株式会社旭商工社を通じておりましたが、平成 17 年３月より同社への直接販売に切り替えております。 

第17期 

（平成17年４月期） 

第18期 

（平成18年４月期）  

金額（千円） 割合(%) 金額（千円） 割合(%) 

売上高 1,602,496 100.0 2,031,763 100.0 

株式会社エム・シー・エス 

向けの売上高 
1,025,129 64.0 1,096,380 54.0 

直接販売 412,229 25.7 1,096,380 54.0 
 内訳 

代理店経由販売 612,900 38.3 ― ― 

当社は、同社との関係は良好であると認識しておりますが、他社への売上高を増加させることによって相

対的に同社への依存度低下を図る方針であります。しかしながら、現時点において同社への依存度が高くな

っており、同社への高い依存度が解消しない段階において、将来的に同社の方針変更などの理由により当社

との取引が不能となった場合、あるいは同社への売上高が何らかの事情により大きく減少する事態となった

場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 検収時期の変動による業績変動の可能性について 

当社の検査装置は、通常、受注から検収まで約 4.5 ヶ月を要し、ユーザーの検収に基づき売上を計上してお

ります。そのため、当社は製品の設計から納品までの製造工程を管理し、計画どおりに売上計上できるように

努めておりますが、ユーザーの設備投資計画の変更または事業方針の変更等により、仕様あるいは納期が変更

されることもあります。この場合、１台あたりの製品が比較的高額であることから、ユーザーの検収タイミン

グによっては、事業年度期間を前後することで当社の売上が変動し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

⑨ 未処理損失について 

当社は、過年度における研究開発投資及び設備投資の影響により当事業年度末現在、未処理損失を解消してお

りません。 

当事業年度は、前事業年度に引き続き利益率の高いテープ検査装置を中心に事業展開し、さらに新たな製品と

して「inspecⅢ」を搭載した液晶ＴＦＴアレイ検査装置の初号機を販売いたしました。その結果、当期純利益

286,311 千円を計上し、未処理損失は 190,054 千円となりました。残りの未処理損失につきましては、今後計上

される予定の当期純利益により早期に解消することを目指しておりますが、事業の進捗が計画通りに進まない場

合、解消までに時間を要する可能性があります。 

 

⑩ 有利子負債の依存度について 

当社は、事業運営資金の一部を補充するために、借入等の有利子負債に依存しております。 

また、当社の製品は、ユーザーの設備投資計画に基づいて受注いたしますが、複数のユーザーから同時に多数

の注文を受ける可能性があります。この場合、一時的に仕入額が増加し、臨時の資金調達が必要となり、借入等

の有利子負債が発生する可能性があります。 

当社は、かかる状況を改善するよう努力する所存でありますが、対応が遅れた場合、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

当社の有利子負債の内訳 

区分 
第17期 

（平成17年４月期）

第18期 

（平成18年４月期） 

一年内償還予定社債 － － 

短期借入金 100,000 220,000 
流動 

負債 
一年内返済予定長期借入金 138,385 124,337 

長期借入金 345,088 165,460 固定 

負債 社債 80,000 48,000 

有利子負債計 663,473 557,798 

総資産 1,362,024 1,717,672 

有利子負債依存度 48.7％ 32.5％ 
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⑪ 知的財産権について 

当社の技術の中には、画像処理専用コンピュータにおけるソフトウェアのように、特許として知的財産権を獲

得するよりも、ノウハウとして保有するほうが事業戦略上優位であると考えられるものもあり、必ずしも全ての

技術について特許を出願する必要はないと考えております。 

当社は、特許の出願については、有用性及び費用対効果を考慮して行っており、当社独自の技術あるいは研究

成果について、必要かつ可能な範囲において特許権等の知的財産権の登録を行い、権利保護に努めることとして

おりますが、他社により当社の権利が侵害される可能性があります。 

また、ノウハウとして保有している技術についても他社が利用する可能性もあります。 

一方、当社では、第三者に対する知的財産権の侵害を行っていないものと認識しておりますが、当社の事業分

野における知的財産権の現状を完全に把握することは困難であります。したがって、万一、当社が第三者の知的

財産権を侵害した場合には、損害賠償または使用差止め等の請求を受ける可能性があります。 

これらの事態が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫ 経営陣への依存度について 
当社の創業者であり代表取締役である菅原雅史は、経営方針や戦略の決定をはじめ、主要な取引先へのトップ

セールスなど、当社事業において極めて重要な役割を果たしております。また、当社の開発担当取締役である村

上知広は、当社製品の開発において極めて重要な役割を果たしております。現在、両名の退任の予定はなく、当

社も両名に依存しない体制作りを行っておりますが、万一当該体制が構築される以前に両名のいずれかが何らか

の事情で当社を離れる事態となった場合には、当社の事業活動に重大な影響を与える可能性があります。 

 
⑬ 小規模組織であることについて 

当社は、従業員 67 名（平成 18 年６月 21 日現在）と会社規模が小さいため、社内体制も組織規模に応じたも

のになっております。今後、事業規模が拡大し、それに応じた社内体制の構築が実現できない場合には、迅速か

つ適切な内部管理を行えず、事業運営に制約を受ける可能性があります。 

 

⑭ 新株予約権の付与と株式価値の希薄化について 

当社は、役員及び従業員に対するインセンティブを目的として、ストックオプション制度を採用しており、旧

商法第 280 条ノ 19 に基づく新株引受権と旧商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権を

当社の役員及び従業員に対して付与しており、今後もストックオプション制度を活用していく所存であります。 

現在付与している新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。平

成 18 年６月 20 日現在、ストックオプションによる潜在株式数は 1,722 株であり、発行済株式総数の 20.6%に

相当しております。 

 

⑮ ベンチャーキャピタル等による株式保有について 

平成18年６月20日現在における当社発行済株式総数8,368株のうちベンチャーキャピタル及びベンチャーキ

ャピタルが組織した投資事業組合（以下「ＶＣ等」と言う。）が所有している株式数は 5,148 株であり、発行済

株式総数に対する割合は 61.5％であります。ＶＣ等による当社株式の所有目的は、一般的に当社の株式上場後

に当社株式を売却してキャピタルゲインを得ることであり、今回当社が平成 18 年６月 21 日に東京証券取引所マ

ザーズ市場への上場後にＶＣ等が所有する当社株式の全部または一部を売却する可能性があります。これらの事

態が発生した場合、当社株式の市場価格が影響を受ける可能性があります。 
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４．財務諸表等 
 

  (1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年４月30日） 
当事業年度 

（平成18年４月30日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 

（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１ 211,800 672,314  460,513

２．受取手形 ※４ 3,567 11,616  8,048

３．売掛金  435,082 152,338  △282,744

４．原材料  171,478 188,878  17,399

５．仕掛品  332,592 252,135  △80,456

６．貯蔵品  627 493  △134

７．前払費用  1,397 1,464  67

８．繰延税金資産  － 94,112  94,112

９．その他  47 211  163

貸倒引当金  △2,800 △900  1,900

流動資産合計  1,153,794 84.7 1,372,664 79.9 218,870

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１．建物 ※１ 156,239 161,120   

減価償却累計額  88,139 68,099 92,999 68,121  21

２．構築物  27,075 27,075   

減価償却累計額  23,684 3,391 24,166 2,909  △481

３．機械装置  105,938 151,806   

減価償却累計額  52,902 53,036 90,207 61,599  8,562

４．車両運搬具  4,428 3,596   

減価償却累計額  2,906 1,522 3,096 499  △1,022

５．工具器具備品  54,508 61,309   

減価償却累計額  35,695 18,813 46,173 15,136  △3,677

６．土地 ※１ 20,000 20,000  －

７．建設仮勘定  － 132,300  132,300

有形固定資産合計  164,863 12.1 300,566 17.5 135,703

(2) 無形固定資産         

１．借地権   12,980  12,980   ―

２．ソフトウェア   14,464  12,052  △2,411

３．その他   337  337  ―

無形固定資産合計   27,782 2.0  25,370 1.5 △2,411

(3) 投資その他の資産      

１．投資有価証券   30  －  △30

２．出資金   667  667  －

３．長期前払費用   32  23  △9

４．保険積立金   13,003  13,668  665

５．その他   1,851  4,711  2,860

投資その他の資産合計   15,584 1.2  19,070 1.1 3,486

固定資産合計   208,230 15.3  345,008 20.1 136,777

資産合計   1,362,024 100.0  1,717,672 100.0 355,648
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前事業年度 

（平成17年４月30日） 
当事業年度 

（平成18年４月30日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 

（千円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※４ 252,060 313,576  61,516

２．買掛金  203,428 67,359  △136,069

３．短期借入金 ※１ 100,000 220,000  120,000

４．一年内返済予定長期借 
入金 

※１ 138,385 124,337  △14,047

５．未払金  6,381 49,795  43,414

６．未払費用  7,511 10,995  3,483

７．未払法人税等  7,309 2,228  △5,081

８．未払消費税等  10,087 29,801  19,713

９．前受金  － 109,205  109,205

10．預り金  6,379 7,674  1,294

11．製品保証引当金  4,858 2,493  △2,364

流動負債合計  736,402 54.1 937,468 54.6 201,066

Ⅱ 固定負債    

１．社債  80,000 48,000  △32,000

２．長期借入金 ※１ 345,088 165,460  △179,627

固定負債合計  425,088 31.2 213,460 12.4 △211,627

負債合計  1,161,490 85.3 1,150,928 67.0 △10,561

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 668,900 49.1 708,849 41.3 39,949

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  616,900 39,949   

資本剰余金合計  616,900 45.3 39,949 2.3 △576,950

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金    

(1) 別途積立金  8,000 8,000   

２．当期未処理損失  1,093,265 190,054   

利益剰余金合計  △1,085,265 △79.7 △182,054 △10.6 903,211

資本合計  200,534 14.7 566,743 33.0 366,209

負債・資本合計  1,362,024 100.0 1,717,672 100.0 355,648
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  1,602,496 100.0 2,031,763 100.0 429,267

Ⅱ 売上原価     

１．当期製品製造原価  958,296 59.8 1,206,624 59.4 248,327

売上総利益  644,199 40.2 825,139 40.6 180,939

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  18,682 20,420   

２．給料手当  48,968 67,761   

３．研究開発費 ※１ 300,371 318,831   

４．減価償却費  34,385 45,592   

５．旅費交通費  14,817 17,087   

６．支払手数料  32,610 37,159   

７．貸倒引当金繰入額  2,300 －   

８．その他  44,326 496,461 31.0 65,683 572,536 28.2 76,074

営業利益  147,737 9.2 252,602 12.4 104,864

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  85 38   

２．保証料返戻金  － 1,103   

３．補助金等収入  2,571 －   

４．その他  330 2,988 0.2 267 1,409 0.1 △1,579

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  11,685 14,034   

２．社債利息  1,360 1,228   

３．新株発行費  － 439   

４．手形売却損  454 787   

５．その他  164 13,663 0.8 372 16,863 0.8 3,199

経常利益  137,062 8.6 237,148 11.7 100,085

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  － 1,900   

 ２．固定資産売却益 ※２ 17 －   

 ３．製品保証引当金戻入益  14,362 －   

 ４．保証債務戻入益  1,900 16,280 1.0 － 1,900 0.1 △14,380

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※３ － 5   

２．固定資産除却損 ※４ 742 587   

３．たな卸資産廃棄損  － 4,416   

４．たな卸資産評価損  29,378 9,797   

５．補助金返還損  － 30,120 1.9 31,172 45,979 2.3 15,859

税引前当期純利益  123,221 7.7 193,068 9.5 69,846

法人税、住民税及び事
業税 

 2,850 870   

法人税等調整額  － 2,850 0.2 △94,112 △93,242 △4.6 △96,092

当期純利益  120,371 7.5 286,311 14.1 165,939

前期繰越損失  1,213,637 476,365  △737,271

当期未処理損失  1,093,265 190,054  △903,211
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 材料費  981,905 83.5 996,411 81.2 14,505

Ⅱ 労務費  118,405 10.1 131,925 10.8 13,520

Ⅲ 経費 ※１ 74,985 6.4 98,438 8.0 23,453

  当期総製造費用  1,175,295 100.0 1,226,775 100.0 51,479

  期首仕掛品たな卸高  223,077 332,592  109,514

  合計  1,398,373 1,559,368  160,994

期末仕掛品たな卸高  332,592 252,135  △80,456

  他勘定受入高 ※２ － 2,467  2,467

  他勘定振替高 ※３ 107,484 103,076  △4,407

  当期製品製造原価  958,296 1,206,624  248,327

(注) 原価計算の方法として、個別原価計算による実際原価計算を採用しております。 

 

※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 
項目 

金額（千円） 金額（千円） 

外注加工費 25,597 30,974 

旅費交通費 18,592 31,870 

荷造運賃 12,449 14,911 

減価償却費 5,534 9,816 

製品保証引当金繰入額 4,858 2,493 

消耗品費 2,261 3,200 

 

※２ 他勘定受入高は次のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 
項目 

金額（千円） 金額（千円） 

機械装置 － 2,467 

計 － 2,467 

 

※３ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 
項目 

金額（千円） 金額（千円） 

機械装置 71,686 52,307 

研究開発費 6,420 34,746 

器具備品 － 1,742 

たな卸資産廃棄損 － 4,416 

たな卸資産評価損 29,378 9,797 

その他 － 67 

計 107,484 103,076 
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(3) キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

対前年比

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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  123,221    193,068   69,846

減価償却費  45,040 62,773   17,732

新株発行費  － 439      439

支払利息  11,685 14,034    2,349

社債利息  1,360 1,228    △131

受取利息及び受取配当金  △90 △43 47

固定資産除却損  742 587    △154

売上債権の増減額  △402,764 274,695   677,460

たな卸資産の増減額  △218,104 63,191   281,295

製品保証引当金の増減額  △14,095 △2,364 11,731

貸倒引当金の増減額  2,300 △1,900   △4,200

仕入債務の増減額  110,802 △74,552  △185,355

未払金の増減額  △1,208 43,414    44,623

未払消費税等の増減額  10,087 19,713    9,626

前受金の増減額  △65,000 109,205   174,205

たな卸資産から固定資産への振替額  － △54,049   △54,049

その他  △13,170 748    13,919

小計  △409,195 650,192  1,059,387

利息及び配当金の受取額  90 21     △68

利息の支払額  △10,618 △15,082   △4,464

法人税等の支払額  △2,850 △2,850      ―

営業活動によるキャッシュ・フロー  △422,572 632,281  1,054,854

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  △123,750 －   123,750

定期預金の払戻による収入  73,729 50,000   △23,729

有形固定資産の取得による支出  △99,800 △141,223   △41,422

無形固定資産の取得による支出  △7,097 △899    6,198

有価証券の売却による収入  59,970 －   △59,970

投資有価証券の売却による収入  39,970 30 △39,940

その他  △565 △3,475   △2,910

投資活動によるキャッシュ・フロー  △57,543 △95,567   △38,024

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の純増減額  △22,761 120,000   142,761

長期借入れによる収入  280,000 50,000  △230,000

長期借入金の返済による支出  △82,409 △243,675  △161,266

株式の発行による収入  － 47,459 47,459

財務活動によるキャッシュ・フロー  174,829 △26,216  △201,045

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － －         －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △305,286 510,497   815,784

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  393,337 88,050  △305,286

 88,050 598,548   510,497Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 
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(4) 損失処理計算書及び損失処理案 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年７月29日） 

当事業年度 
（株主総会承認予定日 

平成18年７月28日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円）

Ⅰ 当期未処理損失   1,093,265  190,054 △903,211

Ⅱ 損失処理額       

 １．資本準備金取崩額  616,900 616,900 － － △616,900

Ⅲ 次期繰越損失   476,365  190,054 △286,311
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

満期保有目的の債券 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

原材料 

 先入先出法による原価法を採用して

おります。 

 

原材料 

同左 

 仕掛品 仕掛品 

 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

 

同左 

 

 貯蔵品 貯蔵品 

 
終仕入原価法を採用しておりま

す。 

同左 

 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし

平成 10 年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物       ７～38 年 

構築物        15 年 

機械装置      ３～13 年 

車両運搬具    ２～５年 

工具器具備品   ３～６年 

       

  取得価額が 10万円以上 20万円未満

の減価償却資産につきましては、３年

間で均等償却する方法を採用してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし

平成 10 年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物       15～38 年 

構築物        15 年 

機械装置      ３～13 年 

車両運搬具    ２～５年 

工具器具備品   ３～６年 

       

取得価額が 10万円以上 20万円未満

の減価償却資産につきましては、３年

間で均等償却する方法を採用してお

ります。 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアは、見込利用

可能期間（５年）による定額法を採用

しております。 

同左 

 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 

    定額法を採用しております。 同左 

４．繰延資産の処理方法 ――― 新株発行費は、支出時に全額費用とし

て処理しております。 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については、貸倒実績率法によっ

ており、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

同左 

 (2) 製品保証引当金 (2) 製品保証引当金 

 製品の保証期間に発生する無償保

守費に備えるため、過去の実績に基づ

いて計上しております。 

同左 
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項目 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

６．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 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

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か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 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

追加情報 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が

公表されたことに伴い、当事業会計年度から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割

4,459千円を販売費及び一般管理費として処理してお

ります。 

――― 

 

 

 

重要な会計方針の変更 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30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。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年４月30日） 

当事業年度 
（平成18年４月30日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は次のとおりであります。     担保に供している資産は次のとおりであります。
 

定期預金 50,000千円

建物 48,057千円

土地 20,000千円

計 118,057千円
  

 
建物 45,221千円

土地 20,000千円

計 65,221千円
  

    担保付債務は次のとおりであります。     担保付債務は次のとおりであります。 
 

短期借入金 50,000千円

一年内返済予定長期借入金 31,153千円

長期借入金 95,590千円

計 177,103千円

  

 
短期借入金 200,000千円

一年内返済予定長期借入金 28,985千円

長期借入金 66,604千円

計 295,590千円

  

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

    授権株式数      普通株式 50,000株 

    発行済株式総数    普通株式 3,762株 

    授権株式数      普通株式 33,000株 

    発行済株式総数    普通株式 8,368株 

 

３         ――― ３ 平成17年７月29日開催の定時株主総会において次

のとおり欠損てん補を行っております。 

     

資本準備金         616,900千円 

 

※４ 期末日満期手形 

期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しています。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           1,223千円 

   支払手形          19,151千円 

 

※４ 期末日満期手形 

期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しています。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。 

 

   支払手形          121,441千円 

 

 ５ 資本の欠損額        1,085,265千円  ５ 資本の欠損額          182,054千円 

 

６         ――― ６ 当期中の発行済株式数の増加 

発行形態 
新株引受権付社 

債の権利行使 

株式分割 

（１：２） 

発行年月日 平成18年２月22日 平成18年３月17日

発行株式数 422株 4,184株

発行価格 189,333円 ―

 

資本組入額 94,667円 ―
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

※１ 研究開発費の総額 ※１ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる研究開発費     一般管理費に含まれる研究開発費 

 300,371千円 

 

 318,831千円 

 

※２ 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりであり

ます。 

※２         ――― 

車両運搬具           17千円 

 

 

※３         ――― ※３ 固定資産売却損の主な内容は、次のとおりであり

ます。 

 車両運搬具            5千円 

 

※４ 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりであり

ます。 

※４ 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりであり

ます。 

     建物              577千円 

機械装置            59千円 

    工具器具備品           58千円 

    建物              250千円 

機械装置            198千円 

    工具器具備品          138千円 

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年４月30日現在） （平成18年４月30日現在）

現金及び預金勘定         211,800千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金△123,750千円

現金及び預金勘定         672,314千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △73,765千円

現金及び現金同等物         88,050千円 現金及び現金同等物          598,548千円

   

２．         ――― ２．重要な非資金取引の内容  

   新株引受権付社債の代用払込による 

  資本金増加額 
15,998千円

   新株引受権付社債の代用払込による 

  資本準備金増加額 
15,998千円

   代用払込による新株引受権付社債減

少額 
31,997千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

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 

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 8,620 1,417 7,203

合計 8,620 1,417 7,203

  

 

 

 

 

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 8,620 3,141 5,479

 車両運搬具 2,010 201 1,809

 ソフトウェア 4,350 580 3,770

合計 14,980 3,922 11,058

  

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

  
 １年内 1,605千円  １年内 2,895千円

 １年超 5,729千円  １年超 8,435千円

 合計 7,335千円  合計 11,381千円

  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 1,514千円

減価償却費相当額 1,329千円

支払利息相当額 327千円

  

 
支払リース料 2,843千円

減価償却費相当額 2,505千円

支払利息相当額 528千円
 

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 

 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 

 （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。 
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（有価証券関係） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前事業年度 
（平成17年４月30日） 

当事業年度 
（平成18年４月30日） 

 種類 
貸借対照表
計上額 

（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表
計上額 

（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 30 30 － － － －

時価が貸借対照表
計上額を超えるも
の 

小計 30 30 － － － －

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

時価が貸借対照表
計上額を超えない
もの 

小計 － － － － － －

合計 30 30 － － － －

 

２．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券 

前事業年度（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年４月 30 日） 

種類 売却原価（千円） 売却額（千円） 売却損益（千円） 売却の理由 

割引商工債 59,970 59,970 － 

利付商工債 40,000 40,000 － 

合計 99,970 99,970 － 

事業拡大による資金

需要増加のため 

 

当事業年度（自平成 17 年５月１日 至平成 18 年４月 30 日） 

種類 売却原価（千円） 売却額（千円） 売却損益（千円） 売却の理由 

割引商工債 10 10 － 

利付商工債 20 20 － 

合計 30 30 － 

資金需要増加のため 

 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前事業年度（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年４月 30 日） 

区分 
１年以内 

(千円) 

１年超５年以内 

(千円) 

５年超 10 年以内 

(千円) 

10 年超 

(千円) 

②債券 

 その他 

 

10 

 

20

 

－ －

合計 10 20 － －

 

当事業年度（自平成 17 年５月１日 至平成 18 年４月 30 日） 

      該当事項ありません。 

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年４月 30 日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成 17 年５月 1日 至平成 18 年４月 30 日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

①採用している退職給付制度の概要 

当社の退職給付制度は、特定退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度を採用しております。 

 

②退職給付費用 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

 
当期に費用認識した拠出額 1,218千円
  

 
当期に費用認識した拠出額 2,017千円
  

 

 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳

繰延税金資産 繰延税金資産 

   繰越欠損金           179,681千円    繰越欠損金           123,564千円

   減価償却超過額          40,167    減価償却超過額          37,459 

   貸倒引当金繰入額否認       1,131    貸倒引当金繰入額否認        363 

   製品保証引当金          1,962    製品保証引当金          1,007 

   未払事業税            1,801    たな卸資産評価損否認       3,973 

   その他               258    未払事業税              548 

  繰延税金資産合計         225,002    その他               483 

   評価性引当金         △225,002   繰延税金資産合計         167,400 

  繰延税金資産の純額           －    評価性引当金          △73,287 

 繰延税金資産の純額         94,112 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（％） （％） 

  法定実効税率             40.4   法定実効税率             40.4 

（調整） （調整） 

交際費等                0.5 交際費等                0.5 

住民税均等割              2.3 住民税均等割              0.4 

評価性引当金の減少         △151.5 評価性引当金の減少          △89.6 

繰越欠損金の期限切れ         110.6 税効果会計適用後の法人税等の負担率  △48.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   2.3  
  

 

 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年４月 30 日） 

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成 17 年５月１日 至平成 18 年４月 30 日） 

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年４月 30 日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

金融機関
借入金に
対する債
務被保証
（注２）

474,473 ― －

リース取
引に対す
る債務被
保証 
(注２）

2,226 ― －菅原雅史 ― － 
当社代表取
締役 

(被所有)
直接6.8％

― ― 

不動産賃
借取引に
対する債
務被保証
（注２）

5,232 ― －

菅原美樹 
(菅原雅史 
 の配偶者) 

― － ― 
(被所有)
直接0.5％

― ― 

金融機関
借入金に
対する債
務被保証
（注２）

205,953 ― －

役員及び
その近親
者 

矢尾利 
(菅原雅史 
の母) 

― － ― 
(被所有)
直接1.6％

― ― 

金融機関
借入金に
対する債
務被保証
（注２）

127,103 ― －

 (注) １．取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社の金融機関からの借入れ、リース会社とのリース取引、不動産賃借に対する債務について債務保証を

受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

 

当事業年度（自平成 17 年５月１日 至平成 18 年４月 30 日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

金融機関
借入金に
対する債
務被保証

― ― －

リース取
引に対す
る債務被
保証 

― ― －菅原雅史 ― － 
当社代表取
締役 

(被所有)
直接12.1％

― ― 

不動産賃
借取引に
対する債
務被保証

― ― －

菅原美樹 
(菅原雅史 
 の配偶者) 

― － ― 
(被所有)
直接0.5％

― ― 

金融機関
借入金に
対する債
務被保証

― ― －

役員及び
その近親
者 

矢尾利 
(菅原雅史 
の母) 

― － ― 
(被所有)
直接1.4％

― ― 

金融機関
借入金に
対する債
務被保証

― ― －

 (注) １．当社の金融機関からの借入れ、リース会社とのリース取引、不動産賃借に対する債務について債

務保証を受けております。保証料の支払は行っておりません。 

なお、平成 18 年２月 28 日までに上記の債務被保証はすべて解消されております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

 

１株当たり純資産額 53,305.21円 

１株当たり当期純利益金額 31,996.79円 
 

 

１株当たり純資産額 67,727.51円 

１株当たり当期純利益金額 37,265.53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、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが当

社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できま

せんので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金額につ

いては、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが

当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

 

  当社は、平成18年３月17日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、次

のとおりとなります。 
 

１株当たり純資産額 26,652.61円 

１株当たり当期純利益金額 15,998.40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、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが

当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

 (注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当期純利益（千円） 120,371 286,311 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 120,371 286,311 

期中平均株式数（株） 3,762 7,683 

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 

 第１回無担保新株引受権付社債

（新株引受権の残高80百万円）、

第２回無担保新株引受権付社債

（新株引受権の残高100百万円）、

旧商法第280条ノ19第１項の規定

に基づく新株引受権（新株予約権

の目的となる株式の数111個）及び

新株予約権２種類（新株予約権の

数694個）。 

旧商法第280条ノ19第１項の規

定に基づく新株引受権（新株予約

権の目的となる株式の数222個）及

び新株予約権３種類（新株予約権

の数1,512個）。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 生産実績 

当事業年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

増減 

 
金額 

（千円）
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

半導体パッケージ外観検査装置 1,675,722 93.8 1,637,354 86.3 △38,367 97.7

 テープ検査装置 1,361,090 76.2 1,076,273 56.8 △284,817 79.1

 ＢＧＡ検査装置 133,112 7.5 117,578 6.2 △15,534 88.3

 リードフレーム検査装置 181,519 10.2 443,503 23.4 261,984 244.3

フラットパネルディスプレイ検
査装置 

60,000 3.4 － － △60,000 －

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 60,000 3.4 － － △60,000 －

その他 49,907 2.8 258,931 13.7 209,024 518.8

合計 1,785,630 100.0 1,896,286 100.0 110,656 106.2

(注) １．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．フラットパネル検査装置の生産は、当事業年度より行われております。 

 

(2) 受注状況 

当事業年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

増減 

 
受注高 
（千円）

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

半導体パッケージ外観検査装置 1,005,250 257,000 1,971,150 447,850 965,900 190,850

 テープ検査装置 905,550 218,000 1,388,850 350,950 483,300 132,950

 ＢＧＡ検査装置 － － 176,300 58,900 176,300 58,900

 リードフレーム検査装置 99,700 39,000 406,000 38,000 306,300 △1,000

フラットパネルディスプレイ検
査装置 

60,000 60,000 － － △60,000 △60,000

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 60,000 60,000 － － △60,000 △60,000

その他 94,532 39,464 261,608 109,610 167,076 70,145

合計 1,159,782 356,464 2,232,758 557,460 1,072,976 200,995

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 

当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

増減 

 
金額 

（千円）
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

半導体パッケージ外観検査装置 1,524,710 95.1 1,780,300 87.6 255,590 116.8

 テープ検査装置 1,154,110 72.0 1,255,900 61.8 101,790 108.8

 ＢＧＡ検査装置 164,900 10.3 117,400 5.8 △47,500 71.2

 リードフレーム検査装置 205,700 12.8 407,000 20.0 201,300 197.9

フラットパネルディスプレイ検
査装置 

－ － 60,000 3.0 60,000 －

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 － － 60,000 3.0 60,000 －

その他 77,786 4.9 191,463 9.4 113,677 246.1

合計 1,602,496 100.0 2,031,763 100.0 429,267 126.8

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２． 近２事業年度の主要な販売先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。 

 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

 

相手先 

金額 
（千円） 

割合 
（％） 

金額 
（千円） 

割合 
（％） 

 株式会社エム・シー・エス 412,229 25.7 1,096,380 54.0

 株式会社旭商工社 861,173 53.7 335,053 16.5
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６．役員の異動 

 
   該当事項はありません。 

 


