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平成 19 年４月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 
平成 18 年８月 30 日 

上場会社名 インスペック株式会社 （コード番号：6656  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.inspec21.com/ ）   
代表者役職・氏名  代表取締役社長       菅原 雅史 

問 合 せ 先      責任者役職・氏名 管理部グループマネージャー 冨岡 喜榮子 ＴＥＬ：（0187）54－1888 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 19 年４月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年５月１日 ～ 平成 18 年７月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況       (注)記載の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 
営業利益又は 

営業損失(△) 

経常利益又は 

経常損失(△) 

四半期純損失(△) 

又は当期純利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年４月期第１四半期 225   ― △63  ― △86   ― △90   ― 

18 年４月期第１四半期 ―   ― ―  ― ―   ― ―   ― 

(参考) 18 年４月期 2,031   ― 252  ― 237   ― 286   ― 

 

 
１株当たり四半期 

純損失(△) 又は 

当期純利益 

潜在株式調整後１株当

たり四半期純損失(△) 

又は当期純利益 
 円    銭 円    銭

19 年４月期第１四半期 △9,682    63 ―  ― 

18 年４月期第１四半期 ―    ― ―  ― 

(参考) 18 年４月期 37,265    53 ―  ― 

 (注) １．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
   ２．平成 18 年４月期第１四半期については四半期財務諸表を作成していないため、記載を省略し

ております。  
 
〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕 

当第１四半期会計期間における日本経済は、企業収益の改善を背景に、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雇用・所得環境の改善を受けた個人消費の持ち直しもあって、穏やかに景気の拡大基

調が継続する状況となりました。 

しかしながらその一方では、昨年より続く原油価格の高騰に端を発する材料価格の上昇、ゼロ金利の解禁、不

安定な中東情勢、米国景気動向などの影響が懸念され、景気の先行きに対する不安材料が顕在化してきている状

況でもあります。 

    当社をとりまくエレクトロニクス業界では、昨年度に引き続き好調なデジタル家電が牽引し、業界全体では堅調

に推移しております。 

   こうした中当社は、当事業年度の損益計画を達成すべく、営業力及び技術力を集約して新製品を提案するなど受

注獲得に注力し、生産効率改善等による売上総利益率を中心とした収益率向上に取り組んでまいりました。 

以上により、外観検査装置の売上高は１億 94 百万円となり売上高全体の 86.2％、その他の売上高が 31 百万円

で 13.8％となっております。当社の第１四半期の業績は、年間又は半期の計画に比べて、売上高の絶対額が低く

なっており、相対的に固定費の割合が高くなっております。 

その結果、当第１四半期会計期間の総売上高は２億 25 百万円、経常損失 86 百万円、第１四半期純損失 90 百万

円となりました。 
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(2) 財政状態の変動状況       (注)記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年４月期第１四半期 2,942    1,606    54.6   150,703   79  

18 年４月期第１四半期 ―    ―    ―   ―   ―  

(参考) 18 年４月期 1,717  566  33.0  67,727  51 

 
(3) キャッシュ・フローの状況    (注)記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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
四半期会計期間末 

（期末）残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年４月期第１四半期 △338    △139  1,143   1,263  

18 年４月期第１四半期 ―    ―  ―   ―  

(参考) 18 年４月期 632  △95  △26   598  

 
〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕 

  当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前第１四半期純損失の計

上及びたな卸資産の増加等により営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、有形固定資産の取得等に

より投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなりましたが、株式の発行により財務活動によるキャッシ

ュ・フローが大きくプラスとなったため、前事業年度末に比較し、６億 65 百万円増加となり、12 億 63 百万円とな

りました。 

当第１四半期会計期間中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果使用した資金は３億 38 百万円となりました。これは主に、税引前第１四半期純損失 87 百万円

の計上及びたな卸資産の増加３億 96 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１億 39 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

37 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） 

   財務活動の結果得られた資金は 11 億 43 百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入 11 億 13 百

万円によるものであります。 
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３．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） 

 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 

 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 1,081    19    7     

通     期 2,450    202    197     

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）18,673 円 45 銭 

 

〔業績予想に関する定性的情報等〕 

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。 

 

(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。 
 

 
４．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

         第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
平成 18 年４月期 ― ― ― ― ― ― 
平成 19 年４月期（実績） ― ― ― ― ― 

平成 19 年４月期（予想） ― ― ― ― ― 
― 
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５．四半期財務諸表 
 

  (1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成18年７月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年４月30日現在） 

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  1,337,404 672,314 

２．受取手形  2,520 11,616 

３．売掛金  171,954 152,338 

４．たな卸資産  837,839 441,507 

５．繰延税金資産  93,756 94,112 

６．その他 ※３ 25,631 1,675 

貸倒引当金  △800 △900 

流動資産合計  2,468,306 83.9  1,372,664 79.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※1.2 428,988 300,566 

２．無形固定資産  24,535 25,370 

３．投資その他の資産  21,145 19,070 

固定資産合計  474,669 16.1  345,008 20.1

資産合計  2,942,975 100.0  1,717,672 100.0
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年７月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年４月30日現在） 

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  311,958 313,576 

２．買掛金  136,359 67,359 

３．一年内償還予定社債  48,000 － 

４．短期借入金 ※２ 80,000 220,000 

５．一年内返済予定長期 
  借入金 

※２ 138,895 124,337 

６．未払法人税等  2,930 2,228 

７．製品保証引当金  1,490 2,493 

８．前受金  214,497 109,205 

  ９．その他  80,973 98,266 

流動負債合計  1,015,104 34.5  937,468 54.6

Ⅱ 固定負債   

１．社債  － 48,000 

２．長期借入金 ※２ 320,916 165,460 

固定負債合計  320,916 10.9  213,460 12.4

負債合計  1,336,021 45.4  1,150,928 67.0

 （資本の部）   

 Ⅰ 資本金  － －  708,849 41.3

 Ⅱ 資本剰余金   

  １．資本準備金  － 39,949 

    資本剰余金合計  － －  39,949 2.3

 Ⅲ 利益剰余金   

  １．任意積立金  － 8,000 

  ２．第１四半期(当期) 
    未処理損失 

 － 190,054 

    利益剰余金合計  － －  △182,054 △10.6

    資本合計  － －  566,743 33.0

負債・資本合計  － －  1,717,672 100.0

（純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

１．資本金  1,274,424 43.3  － －

  ２．資本剰余金   

    (1) 資本準備金  605,524 － 

    資本剰余金合計  605,524 20.6  － －

   ３．利益剰余金   

   (1) その他の利益剰余金   

     別途積立金  8,000 － 

     繰越利益剰余金  △280,993 － 

    利益剰余金合計  △272,993 △9.3  － －

    株主資本合計  1,606,954 54.6  － －

    純資産合計  1,606,954 54.6  － －

    負債・純資産合計  2,942,975 100.0  － －
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(2) 四半期損益計算書 

  

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 売上高  225,621 100.0  2,031,763 100.0

Ⅱ 売上原価  147,121 65.2  1,206,624 59.4

  売上総利益  78,499 34.8  825,139 40.6

 Ⅲ 販売費及び一般管理費  142,047 63.0  572,536 28.2

  営業利益又は営業損 
失(△) 

 △63,547 △28.2  252,602 12.4

 Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,431 0.6  1,409 0.1

 Ⅴ 営業外費用 ※２ 24,150 10.7  16,863 0.8

  経常利益又は経常損 
失(△) 

 △86,266 △38.2  237,148 11.7

 Ⅵ 特別利益 ※３ 100 0.0  1,900 0.1

 Ⅶ 特別損失 ※４ 1,121 0.5  45,979 2.3

税引前四半期純損失
(△)又は税引前当期
純利益 

 △87,287 △38.7  193,068 9.5

  法人税、住民税及び 
  事業税 

 3,295 870 

  法人税等調整額  356 3,651 1.6 △94,112 △93,242 △4.6

  四半期純損失(△) 
  又は当期純利益 

 △90,939 △40.3  286,311 14.1

 前期繰越損失  －  476,365

当期未処理損失  －  190,054

  



－  － 7

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 資本金 
資本準 

備金 

資本剰余金

合計 別途積 

立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 
 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

 前事業年度（平成18年 

４月30日）残高 
  708,849     39,949   39,949     8,000 △190,054 △182,054   566,743   566,743 

 当第１四半期会計期間 

の変動額 
 

  新株の発行   565,575    565,575 565,575    －    －    － 1,131,150 1,131,150 

  四半期純損失    －    －  －    －  △90,939 △90,939  △90,939  △90,939 

当第１四半期会計期間 

中の変動額合計 
  565,575    565,575 565,575       －  △90,939 △90,939 1,040,210 1,040,210 

当第１四半期会計期間 

（平成18年７月31日） 

残高 

1,274,424    605,524 605,524     8,000 △280,993 △272,993 1,606,954 1,606,954 
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 (4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

当第１四半期会計期間 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 
  

（自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日） 

（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30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  

   税引前四半期純損失（△） 
又は税引前当期純利益 

 △87,287 193,068

  減価償却費  12,626 62,773

    新株発行費  18,075 439

支払利息  2,703 14,034

    社債利息  296 1,228

    受取利息及び受取配当金  △352 △43

固定資産除却損  1,121 587

    売上債権の増減額  △10,520 274,695

    たな卸資産の増減額  △396,332 63,191

製品保証引当金の増減額  △1,003 △2,364

  貸倒引当金の増減額  △100 △1,900

  仕入債務の増減額  67,382 △74,552

前受金の増減額  105,291 109,205

その他  △44,741 9,827

 小計  △332,840 650,192

利息及び配当金の受取額  5 21

利息の支払額  △2,621 △15,082

法人税等の支払額  △2,815 △2,850

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △338,272 632,281

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入  － 50,000

有形固定資産の取得による支出  △137,649 △141,223

無形固定資産の取得による支出  － △899

その他  △2,077 △3,445

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △139,726 △95,567

 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  △140,000 120,000

    長期借入れによる収入  210,000 50,000

    長期借入金の返済による支出  △39,986 △243,675

    株式の発行による収入  1,113,074 47,459

   財務活動によるキャッシュ・フロー  1,143,087 △26,216

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  665,088 510,497

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  598,548 88,050

 Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期会計

期間末（期末）残高 
 1,263,637 598,548
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 (5) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

当第１四半期会計期間 前事業年度 
項目 （自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日） 
（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

――― 

(1) 有価証券 

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。 

  (2) デリバティブ 

時価法を採用しております。 

(2) デリバティブ 

――― 

 (3) たな卸資産 

原材料 

先入先出法による原価法を採用し

ております。 

仕掛品 

   個別法による原価法を採用してお

ります。 

貯蔵品 

終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(3) たな卸資産 

原材料 

同左 

 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

(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 

２．固定資産の減価償却の方

法 

  

 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 

同左 

 (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 

３．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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当第１四半期会計期間 前事業年度 
項目 （自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日） 
（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日） 

４．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 

５．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（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 

６．その他四半期財務諸表 

（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 

 

 

 

(6) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

当第１四半期会計期間 前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日） 

（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

  当四半期会計期間より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 平成 17 年 11 月 29 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） 

当四半期会計期間より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,606,954千

円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当四半期会

計期間における四半期貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

 （株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

  当四半期会計期間より「株主資本等変動計算書に関す

る会計基準」（企業会計基準第６号 平成17年12月27日）

及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第９号 平成17年12月27日）

を適用しております。 

（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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(7) 注記事項 
（貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前事業年度 

（平成18年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

252,683千円 256,643千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 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。
 

建物 44,554千円

土地 20,000千円

計 64,554千円
  

 
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 80,000千円

一年内返済予定長期借入金 16,443千円

長期借入金 62,454千円

計 158,897千円

  

 
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

  

※３ 消費税等の取り扱い ※３         ――― 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動資産「その他」に

含めて表示しております。 

    

 

 

 

 
（損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息            347千円 

    表彰金収入                   1,000千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息            38千円 

    保証料返戻金         1,103千円 

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息            2,703千円 

    新株発行費                  18,075千円 

    為替差損           3,054千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息           14,034千円 

    社債利息                     1,228千円 

    新株発行費                     439千円 

    手形売却損                     787千円 

  
※３ 特別利益のうち主要なもの 

    貸倒引当金戻入益        100千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

    貸倒引当金戻入益       1,900千円 

  
※４ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損        1,121千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産売却損          5千円 

固定資産除却損         587千円 

    たな卸資産廃棄損             4,416千円 

    たな卸資産評価損             9,797千円 

    補助金返還損               31,172千円 

  
５ 減価償却実施額 

    有形固定資産        11,788千円 

無形固定資産          835千円 

長期前払費用            2千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産        58,883千円 

無形固定資産         3,310千円 

長期前払費用          579千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 当第１四半期会計期間（自 平成 18 年５月１日 至 平成 18 年７月 31 日） 

 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数(株) 

当第１四半期会計期
間増加株式数(株) 

当第１四半期会計期
間減少株式数(株) 

当第１四半期会計
期間末株式数(株)

発行済株式  

普通株式 8,368 2,295 － 10,663

合計 8,368 2,295 － 10,663

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加 2,295 株は、有償一般募集増資による新株式の発行による増加 2,200

株及び新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 95 株であります。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
新株予約権の内訳 

新株予約 
権の目的 
となる株 
式の種類 

前事業年度末
当第１四半期
会計期間増加

当第１四半期
会計期間減少

当第１四半期
会計期間末 

当第１四半期会
計期間末残高

(千円) 

平成 12 年３月６日

臨時株主総会決議 

(注)１ 

普通株式 222 － 71 151 －

平成 15 年７月 25 日 

定時株主総会決議 

(注)１ 

普通株式 200 － 12 188 －

平成 16 年３月 19 日 

臨時株主総会決議 

(注)１ 

普通株式 1,176 － 12 1,164 －

平成 17 年７月 29 日 

定時株主総会決議 

(注)２ 

普通株式 136 － 12 124 －

合計  1,734 － 107 1,627 －

(注) １．当第１四半期会計期間減少株数は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

２．当第１四半期会計期間減少株数は、退職による喪失であります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（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18年７月31日現在） （平成18年４月30日現在）

現金及び預金勘定        1,337,404千円 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 
△73,767千円

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 1,263,637千円 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） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（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、減損損失累計額相当額及び第１四半期末残高相

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） 

第１四半

期末残高

相当額 

（千円）

車両運搬具 2,010 301 1,708

工具器具備品 8,620 3,572 5,048

ソフトウェア 4,350 797 3,552

合計 14,980 4,671 10,309

  

 

 

 

 

 

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）

 車両運搬具 2,010 201 1,809

工具器具備品 8,620 3,141 5,479

 ソフトウェア 4,350 580 3,770

合計 14,980 3,922 11,058

  

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

  
 １年内 2,931千円  １年内 2,895千円

 １年超 7,738千円  １年超 8,485千円

 合計 10,670千円  合計 11,381千円

  

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 

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 846千円

減価償却費相当額 749千円

支払利息相当額 135千円

  

 
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。 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年５月１日 至 平成 18 年７月 31 日） 

      該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年５月１日 至 平成 18 年４月 30 日） 

      該当事項はありません。 

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年５月１日 至 平成 18 年７月 31 日） 

     デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 オプション取引 115,240 114,341 △898

 

前事業年度（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。 

 

 

 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年５月１日 至 平成 18 年７月 31 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。 

 

前事業年度（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。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年５月１日 至 平成 18 年７月 31 日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（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 150,703.79円 

１株当たり四半期純損失金額 △9,682.63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株当たり四半期純損失金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

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株当たり四半期純損失（△）又は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。 

 
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

四半期純損失（△）又は当期純利益（千円） △90,939 286,311 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期純損失（△）又は 

当期純利益（千円） 
△90,939 286,311 

期中平均株式数（株） 9,392 7,683 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純損失（△）又は当期

純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

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151個）及び

新株予約権３種類（新株予約権の

数1,476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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（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

――― 新株発行について 

 平成18年５月18日、平成18年５月31日及び平成18年６

月18日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成18年６月20日に払込が完了いたしま

した。 

 この結果、平成18年６月20日付で資本金は1,268,474

千円、発行済株式総数は10,568株となっております。 
 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式     2,200株

③ 発行価格 ：１株につき   550,000円

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき   508,750円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき   508,750円

(資本組入額  254,375円)

⑥ 発行価額の総額 ：        1,119,250千円

⑦ 払込金額の総額 ：     1,119,250千円

⑧ 資本組入額の総額 ：       559,625千円

⑨ 払込期日 ：平成18年６月20日 

⑩ 配当起算日 ：平成18年５月１日 

⑪ 資金の使途 ：本社工場の増築工事等 
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(8) 品目別売上高 

品目別 
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

 
金額 

（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

半導体パッケージ外観検査装置 194,550 86.2 1,780,300 87.6

 テープ検査装置 156,550 69.4 1,255,900 61.8

 ＢＧＡ検査装置 － － 117,400 5.8

 リードフレーム検査装置 38,000 16.8 407,000 20.0

フラットパネルディスプレイ検査装置 － － 60,000 3.0

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 － － 60,000 3.0

その他 31,071 13.8 191,463 9.4

合計 225,621 100.0 2,031,763 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


