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１．平成19年４月中間期の業績（平成18年５月１日～平成19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10月中間期 826 △10.7 △60 － △85 －
17年10月中間期 924 － 109 － 100 －
18年４月期 2,031 252 237

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年10月中間期 △61 － △6,160 85 － －
17年10月中間期 179 － 47,802 30 － －
18年４月期 286 37,265 53 － －

（注）①持分法投資損益 18年10月中間期 －百万円 17年10月中間期 －百万円 18年４月期 －百万円

②期中平均株式数 18年10月中間期 10,024株 17年10月中間期 3,762株 18年４月期 7,683株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （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。

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

18年10月中間期 2,498 1,636 65.5 153,440 63
17年10月中間期 1,720 380 22.1 101,107 51
18年４月期 1,717 566 33.0 67,727 51

（注）①期末発行済株式数 18年10月中間期 10,663株 17年10月中間期 3,762株 18年４月期 8,368株

②期末自己株式数 18年10月中間期 －株 17年10月中間期 －株 18年４月期 －株

(3）キャッシュ・フローの状況 （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。

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10月中間期 △559 △267 912 684
17年10月中間期 △62 △3 222 244
18年４月期 632 △95 △26 598

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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,450 202 197
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　18,944円01銭

３．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

18年４月期 － － － － － －

19年４月期（実績） － － － － －
－

19年４月期（予想） － － － － －

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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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＞ 
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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最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 
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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12月８日現在の販売実績は１台にとどまりますが、当中間会計期間には２台受注してお

　　　　り、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最高の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、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し、サポート専任の「営

        業技術グループ」の新設を行いました。今後はこれらの体制の機能強化を図り、更なるサービス体制の強化を進

        めていきます。

       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。

－ 5 －



　　   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。

 

   (8) その他、会社の経営上の重要な事項

　　   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

       当中間会計期間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、企業業績の好調を背景に積極的な設備投資が牽引し、全体としては穏やかではありますが、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、液晶関連を中心に在庫調整による躍り場局面ではありましたが、米

     国、アジアの主要市場の需要回復及び国内半導体メーカーの大型設備投資を背景にデジタル家電、携帯機器が牽引

     し、概ね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ましたが、主要顧客からの要求スペックの高度化に対応

     するためのバージョンアップ作業を実施したため、期初で計画した受注が下半期に集中する見込みとなりました。

　　　 この影響により主力製品であるテープ検査装置(ＴＲ2000シリーズ)の受注は６台（うち２台は納入済の改造）に

     とどまり、前事業年度に受注したものを加え、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)は２台、主に車載用半導体の自動

     検査に使用されるリードフレーム検査装置(ＬＦ2000シリーズ)を２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、販売するには至らなかった

     ものの、大手メーカーに導入済みの初号機に対して、ハイエンドの検査能力がユーザーに評価され２台の受注を獲

　　 得いたしました。

    　 利益につきましては、ＴＡＢテープ検査装置の新規顧客の獲得により初号機の販売を行いましたが、初号機特有

　　 の仕様変更及び追加要求対応のため、予想以上の原価が発生したこと等により、売上総利益率が低下いたしまし

　　 た。一方、販売費及び一般管理費は、先行的な開発費がほぼ計画通りに発生したものの、その他の経費の削減に努

     めた効果により、減少することができましたが、売上総利益の不足を吸収するには至らず、営業損失60百万円（前

     期は営業利益109百万円）に転じました。

    　 以上により、外観検査装置の売上高は６億59百万円（前期比17.6％減）となり売上高全体の79.8％、その他の売

     上高が１億66百万円（前期比157.1％増）で20.2％となっております。

    　 その結果、当中間会計期間の総売上高は８億26百万円（前期比10.7％減）、経常損失85百万円（前期は経常利益

　　 100百万円）、中間純損失61百万円（前期は中間純利益179百万円）となりました。

 

   (2) 財政状態

      ① 財政状態の分析

         当中間会計期間末における財政状態は、前中間会計期間末に比べ総資産は７億78百万円増加し、24億98百万

       円、株主資本は12億55百万円増加し、16億36百万円となりました。株主資本比率は43.4ポイント上昇し、65.5％

       となりました。総資産の増加の主な要因は、有価証券、たな卸資産及び建物の増加によるものです。株主資本の

       増加の主な要因は、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

         当中間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、売上債権の増加及びたな卸資産の

       増加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、本社工場増築工事等による有形固定資産の取

       得もありましたが、株式の発行による収入により前中間会計期間末に比較し、４億39百万円増加し、当中間会計

       期間末には６億84百万円（前期比179.4％増）となりました。

         当中間会計期間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５億59百万円となりました。これは主に、税引前当中間純損失90百万円の計

         上、売上債権の増加１億23百万円及びたな卸資産の増加２億45百万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２億67百万円となりました。これは主に、本社工場増築工事等による有形固

         定資産の取得による支出２億64百万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９億12百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入11億17百万

         円によるものであります。
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　　　（キャッシュ・フロー指標の推移） 

 
第18期中間期

（平成18年４月期中間期）

第19期中間期

（平成19年４月期中間期）

第18期

（平成18年４月期）

　自己資本比率（％）  22.1 65.5  33.0

  時価ベースの自己資本比率（％）  －  95.6 －

　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、第18期中間期及び第18期は非上場であるため記載しておりませ

               ん。第19期中間期については、中間期末株価終値×中間期末発行済株式総数（自己株式控除後）により

               株式時価総額を計算しております。

　　 　　　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。

　　　　　 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。

           ４．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、第18期中間期及び第19期中間期は営

　　　　　　　 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) 当事業年度の見通し

       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る中、当社は外観検査装置の専業メーカーとしてフラットパネルディスプレイ産業にフォー

     カスし、事業展開してまいります。

   　  売上高については、主力製品であるＴＡＢテープ検査装置において、主要顧客からの要求スペックの高度化に対

     応するためのバージョンアップ作業の影響で当中間会計期間は当初計画を達成するには至りませんでしたが、下半

     期では、この関連製品の受注獲得に注力し、また、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。

       今後の主力製品である液晶ＴＦＴアレイ検査装置は、既に２台受注した大型の液晶ＴＦＴアレイ検査装置の更な

     るリピートオーダーの獲得に向けた活動を進めると同時に、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月に竣工した本社工場増設工事

     の減価償却費の増加、最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、当中間会計期間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18期（平成18年４月期）の上半期及び下半期の業績及び第19期（平成19年４月期）の上半期の業績は次の

　　　　　とおりです。 

  第18期（平成18年４月期） 第19期中間期

 （平成19年４月期

 中間期）
 上半期 下半期 通期 

 売上高（千円）

 （構成比）

924,925

(45.5%)

1,106,837

 (54.5%)

2,031,763

 (100.0%)

826,090

 (－)

 営業利益（千円）

 （構成比）

109,422

(43.3%)

143,180

  (56.7%)

252,602

  (100.0%)

△60,855

  (－)

 経常利益（千円）

 （構成比） 

100,963

 (42.6%)

136,184

 (57.4%)

237,148

(100.0%)

△85,767

 (－)

       　  (注) １．上記金額に消費税等は含まれておりません。

 

　　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、第19期中間期（平成19年４月期中間期）における研究開発費は114,886千円と売上高に対して

　　　 13.9％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最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18期（平成18年４月期）16.5％及び第19期中間期（平成

　　　　 19年４月期中間期）31.6％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19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最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。

第18期 
 （平成18年４月期）

 第19期中間期
（平成19年４月期中間期）

 金額（千円）  割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 売上高 2,031,763 100.0 826,090 100.0

 株式会社エム・シー・エス
 向けの売上高

1,096,380 54.0 162,512 19.7

　　　　   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 繰越利益剰余金のマイナスについて

　　　   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中間会計期間末現在、繰越利益剰余金のマ

　　　 イナスを解消しておりません。

 　　　　当中間会計期間は、中間純損失61,756千円を計上し、繰越利益剰余金は△251,811千円となりましたが、当事業

　　　 年度につきましては、主力製品であるＴＡＢテープ検査装置を中心に事業展開することで当期純利益を計上し、

　　　 繰越利益剰余金のマイナスを減少する予定であります。しかしながら、事業の進捗が計画通りに進まない場合、

       このマイナスの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。

 

区分

第18期
 （平成18年４月期）

 第19期中間期
（平成19年４月期中間期）

 金額（千円） 金額（千円）

 流動
 負債

 短期借入金

 一年内返済予定長期借入金

220,000

124,337

－

118,536

 固定
 負債

 社債

 長期借入金

48,000

165,460

－

234,640

 有利子負債計 557,798 353,176

 総資産 1,717,672 2,498,576

 有利子負債依存度 32.5％  14.1％
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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68名（平成18年10月31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10月31日現在、ストックオプションによる潜在株式数は 1,627株であり、発行済株式総数の 15.3%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10月31日現在における当社発行済株式総数10,663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1,132株であり、発行済株式

       総数に対する割合は10.6％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、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

　　　 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．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 368,590   457,755   89,164 672,314   

２．受取手形  4,985   2,091   △2,893 11,616   

３．売掛金  560,662   284,886   △275,776 152,338   

４．有価証券  －   300,056   300,056 －   

５．たな卸資産  456,719   687,492   230,773 441,507   

６．繰延税金資産  94,033   127,331   33,297 94,112   

７．その他 ※３ 4,916   38,556   33,639 1,675   

貸倒引当金  △3,100   △1,300   1,800 △900   

流動資産合計   1,486,808 86.4  1,896,870 75.9 410,061  1,372,664 79.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物
※１.
２

65,537   449,479   383,942 68,121   

(2）機械装置 ※１ 82,333   42,951   △39,382 61,599   

(3）その他
※１.
２

42,084   64,265   22,180 170,846   

有形固定資産合
計

  189,954 11.0  556,695 22.3 366,741  300,566 17.5

２．無形固定資産   26,740 1.6  23,700 0.9 △3,039  25,370 1.5

３．投資その他の資
産

  16,775 1.0  21,309 0.9 4,533  19,070 1.1

固定資産合計   233,470 13.6  601,706 24.1 368,235  345,008 20.1

資産合計   1,720,279 100.0  2,498,576 100.0 778,297  1,717,672 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  190,509   293,810   103,300 313,576   

２．買掛金  158,478   113,637   △44,841 67,359   

３．短期借入金 ※２ 350,000   －   △350,000 220,000   

４．一年内返済予定
長期借入金

※２ 153,998   118,536   △35,462 124,337   

５．未払法人税等  2,046   4,705   2,658 2,228   

６．製品保証引当金  5,815   3,689   △2,126 2,493   

７．その他 ※３ 96,915   93,420   △3,495 207,472   

流動負債合計   957,765 55.7  627,799 25.1 △329,965  937,468 54.6

Ⅱ　固定負債            

１．社債  80,000   －   △80,000 48,000   

２．長期借入金 ※２ 302,148   234,640   △67,508 165,460   

固定負債合計   382,148 22.2  234,640 9.4 △147,508  213,460 12.4

負債合計   1,339,913 77.9  862,439 34.5 △477,473  1,150,928 67.0

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   668,900 38.9  － － －  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   －   － 8,000   

２．中間（当期）未
処理損失

 296,533   －   － 190,054   

利益剰余金合計   △288,533 △16.8  － － －  △182,054 △10.6

資本合計   380,366 22.1  － － －  566,743 33.0

負債資本合計   1,720,279 100.0  － － －  1,717,672 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  1,274,424 51.0 －  － －

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   605,524   － －   

資本剰余金合計   － －  605,524 24.2 －  － －

３．利益剰余金            

(1）その他利益剰
余金

           

 　 別途積立金  －   8,000   － －   

繰越利益剰余
金

 －   △251,811   － －   

利益剰余金合計   － －  △243,811 △9.7 －  － －

株主資本合計   － －  1,636,137 65.5 －  － －

純資産合計   － －  1,636,137 65.5 －  － －

負債純資産合計   － －  2,498,576 100.0 －  － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

対前中間
期比

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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   924,925 100.0  826,090 100.0 △98,835  2,031,763 100.0

Ⅱ　売上原価   546,626 59.1  599,048 72.5 52,421  1,206,624 59.4

売上総利益   378,299 40.9  227,042 27.5 △151,256  825,139 40.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  268,876 29.1  287,897 34.9 19,020  572,536 28.2

営業利益又は
営業損失(△)

  109,422 11.8  △60,855 △7.4 △170,277  252,602 12.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  137 0.0  3,504 0.4 3,367  1,409 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  8,596 0.9  28,416 3.4 19,820  16,863 0.8

経常利益又は
経常損失(△)

  100,963 10.9  △85,767 △10.4 △186,730  237,148 11.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  － － －  1,900 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  14,729 1.6  4,818 0.6 △9,911  45,979 2.3

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間純損失
(△)

  86,233 9.3  △90,585 △11.0 △176,819  193,068 9.5

法人税、住民
税及び事業税

 435   4,389    870   

法人税等調整
額

 △94,033 △93,598 △10.1 △33,218 △28,829 △3.5 64,769 △94,112 △93,242 △4.6

中間（当期）
純利益又は中
間純損失(△)

  179,832 19.4  △61,756 △7.5 △241,588  286,311 14.1

前期繰越損失   476,365   －  476,365  476,365  

中間（当期）
未処理損失

  296,533   －  296,533  190,054  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年４月30日　残高（千円） 708,849 39,949 39,949 8,000 △190,054 △182,054 566,743 566,743

中間会計期間中の変動額         

新株の発行（千円） 565,575 565,575 565,575 － － － 1,131,150 1,131,150

中間純損失（千円） － － － － △61,756 △61,756 △61,756 △61,756

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

565,575 565,575 565,575 － △61,756 △61,756 1,069,393 1,069,393

平成18年10月31日　残高（千円） 1,274,424 605,524 605,524 8,000 △251,811 △243,811 1,636,137 1,636,137
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約

 キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益

 86,233 △90,585 △176,819 193,068

減価償却費  25,730 29,711 3,981 62,773

新株発行費  － 13,975 13,975 439

支払利息  7,512 5,339 △2,172 14,034

社債利息  620 325 △294 1,228

受取利息及び受取配
当金

 △28 △1,103 △1,075 △43

固定資産除却損  587 3,105 2,518 587

売上債権の増減額  △126,997 △123,023 3,974 274,695

たな卸資産の増減額  47,979 △245,985 △293,965 63,191

製品保証引当金の増
減額

 957 1,196 238 △2,364

貸倒引当金の増減額  300 400 100 △1,900

仕入債務の増減額  △106,500 26,511 133,012 △74,552

未払金の増減額  11,642 2,412 △9,229 43,414

未払消費税等の増減
額

 4,280 △29,801 △34,081 19,713

前受金の増減額  49,525 △108,719 △158,244 109,205

たな卸資産から有形
固定資産への振替額

 △47,084 － 47,084 △54,049

その他  △4,765 △36,320 △31,555 748

小計  △50,008 △552,561 △502,553 650,192

利息及び配当金の受
取額

 7 1,061 1,053 21

利息の支払額  △9,454 △5,506 3,948 △15,082

法人税等の支払額  △2,850 △2,820 29 △2,850

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △62,305 △559,828 △497,522 632,281
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前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約

 キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

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 

 △2,113 △264,984 △262,870 △141,223

無形固定資産の取得
による支出

 △555 △332 222 △899

その他  △910 △1,911 △1,000 △3,445

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,579 △267,227 △263,648 △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

 250,000 △220,000 △470,000 120,000

長期借入れによる収
入

 50,000 210,000 160,000 50,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △77,326 △146,622 △69,295 △243,675

社債償還による支出  － △48,000 △48,000 －

株式の発行による収
入 

 － 1,117,174 1,117,174 47,459

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 222,673 912,551 689,878 △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

 156,788 85,495 △71,292 510,497

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 88,050 598,548 510,497 88,050

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 244,839 684,044 439,205 598,548
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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．資産の評価基準及び評価

方法

(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。

(1）有価証券

その他の有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(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）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。

(2）たな卸資産

原材料  

          同左 

(2）たな卸資産 

原材料 

 同左 

仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

仕掛品

　        同左

仕掛品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

          同左

貯蔵品

同左

２．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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　７～38年

構築物　　　　　　　　15年

機械装置　　　　　３～12年

車両運搬具　　　　２～５年

工具器具備品　　　３～７年

建物　　　　　　　７～38年

構築物　　　　　　　　15年

機械装置　　　　　３～12年

車両運搬具　　　　２～５年

工具器具備品　　　３～10年

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。

  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。

  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

　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。

(2）無形固定資産

           同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

           同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (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

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。

(1）貸倒引当金

           同左

(1）貸倒引当金

同左

(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。

(2）製品保証引当金

同左

(2）製品保証引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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）

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 同左

５．中間キャッシュ・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

　中間キャッシュ・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 　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。

６．その他中間財務諸表（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

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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。

―――――

 

（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

する会計基準等）  

　当中間会計期間から「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、1,636,137千円でありま

す。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

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。

――――― 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

（中間貸借対照表） 

 ──────

（中間貸借対照表）

  当中間会計期間において、会社法及び会社法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律が施行され、旧有限会社

法に規定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみな

されることとなったことから、前中間会計期間まで投資そ

の他の資産の「出資金」に含めて表示しておりました有限

会社に対する出資持分は、当中間会計期間より投資その他

の資産の「投資有価証券」として表示しております。

　なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含めた特

例有限会社に対する出資持分は500千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

222,931千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

256,356千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

256,643千円

※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。

※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。

※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。

定期預金 50,000千円

建物 46,639千円

土地 20,000千円

計 116,639千円

建物 43,887千円

土地 20,000千円

計 63,887千円

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。 　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
31,746千円

長期借入金 77,022千円

計 158,768千円

一年内返済予定長期借入

金
2,200千円

計 2,200千円

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　消費税等の取扱い

　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、

流動負債「その他」に含めて表示してお

ります。

※３　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、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。

※３　　　　　　―――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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 ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 23千円 受取利息 1,099千円

表彰金収入  1,000千円

祝金受取額 975千円

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 ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 7,512千円

社債利息 620千円

支払利息 5,339千円

社債利息 325千円

新株発行費  13,975千円

上場関連費用  6,970千円

支払利息 14,034千円

社債利息 1,228千円

新株発行費  439千円

※３　　　　　　――― ※３　　　　　　――― ※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 ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

たな卸資産廃棄損 4,416千円

たな卸資産評価損 9,797千円

固定資産除却損 3,105千円

補助金返還損 1,712千円

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 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 23,843千円

無形固定資産 1,596千円

有形固定資産 28,037千円

無形固定資産 1,670千円

有形固定資産 58,883千円

無形固定資産 3,310千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社
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

臨時株主総会決議(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

臨時株主総会決議(注)２
普通株式 136 － 12 124 －

合計 － 1,734 － 107 1,627 －

　(注)１．当中間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．当中間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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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

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10月31日現在） （平成18年10月31日現在） （平成18年４月30日現在）

現金及び預金勘定 368,590千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△123,751千円

現金及び現金同等物 244,839千円

現金及び預金勘定 457,755千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△73,767千円

取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資

(有価証券) 

 300,056千円

現金及び現金同等物 684,044千円

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 598,548千円

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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．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

額及び中間期末残高相当額

(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

額及び中間期末残高相当額

(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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 8,620 2,279 6,341

ソフトウェア 4,350 145 4,205

合計 12,970 2,424 10,546

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 2,010 402 1,608

工具器具備品 22,336 4,231 18,105

ソフトウェア 4,350 1,015 3,335

合計 28,696 5,648 23,048

 

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）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,437千円

１年超 8,328千円

合計 10,766千円

１年内 5,534千円

１年超 17,922千円

合計 23,457千円

１年内 2,895千円

１年超 8,485千円

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

(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 1,150千円

減価償却費相当額 1,007千円

支払利息相当額 231千円

支払リース料 1,941千円

減価償却費相当額 1,726千円

支払利息相当額 301千円

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

(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

(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

（減損損失について） 

 同左
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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

 

前中間会計期間末
（平成17年10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

中間貸借
対照表計
上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

中間貸借
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 － － － － － － －

合計 30 30 － － － － － － －

 

　　　　 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

 
前中間会計期間末

（平成17年10月31日）

当中間会計期間末

（平成18年10月31日）

前事業年度末

（平成18年４月30日）

その他有価証券    

　 公社債投資信託 － 300,056 －

 

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自平成17年５月１日　至平成17年10月31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。

当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

　当中間会計期間につきましては、オプション取引を利用しておりましたが、当該取引は終了しており、当中間

会計期間末では、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、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。

（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等関係）

前中間会計期間（自平成17年５月１日　至平成17年10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。

当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10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。

－ 26 －



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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 101,107.51円

１株当たり中間純利益

金額
47,802.30円

１株当たり純資産額 153,440.63円

１株当たり中間純損失

金額
△6,160.85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株当たり中間

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株当たり中間

純損失金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり中間純損失で

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。

　(注) １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

　　　 す。　

 
前中間会計期間

(自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月１日
至　平成18年10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)

中間（当期）純利益（千円） 179,832 △61,756 286,311

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
179,832 △61,756 286,311

期中平均株式数（株） 3,762 10,024 7,683

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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

688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

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）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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．新株予約権の発行

　当社は、平成17年７月29日開催の

定時株主総会、平成17年11月18日開

催の取締役会及び平成18年２月17日

開催の取締役会決議に基づき、株主

以外の者に対して特に有利な条件を

もって新株予約権の発行を行ってお

ります。その概要は次のとおりであ

ります。

(1）新株予約権の内容

①　新株予約権の数　　　68個

②　新株予約権の目的となる株式

　　　　　　　普通株式

③　新株予約権の目的となる株式

の数　　　　　　　68株

・定時株主総会において、新株予

約権の上限を70株新株予約権の

目的となる株式の数の上限を70

株として決議を受け、これに基

づき68個の新株予約権を発行い

たしました。これに伴い新株予

約権の目的となる株式の数は68

株となっております。

・当社が株式分割又は株式併合を

行なう場合、次の算式により目

的となる株式の数を調整するも

のとしております。ただし、か

かる調整は、新株予約権のうち、

当該時点で行使されていない新

株予約権の目的となる株式の数

について行なわれ、調整の結果

生じる１株未満の株式について

は、これを切り捨てるものとし

ております。

調整後

株式数
＝

調整前

株式数
×

分割・併

合の比率

・当社が行使価額を下回る払込価

額で新株式を発行又は自己株式

の処分をする場合には、次の算

式により行使価額を調整し、調

整の結果生じる１株未満の株式

については、これを切り捨てる

ものとしております。

調整後

行使価

額

＝

既発行

株式数
×

調整前行

使価額
＋

新発行株

式数又は

処分株式

数

×

１株当た

り払込金

額又は未

処分価額

既発行株式数＋新発行株式数

――――― １．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引受価格 :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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前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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）

④　新株予約権の行使期間

平成19年８月１日から平成27

年７月28日まで

⑤　新株予約権の発行価額

400,000円

⑥　新株予約権の資本組入額

200,000円

⑦　新株予約権の行使の条件

・新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者において、

これを行使することを要する。

ただし、相続により新株予約権

を取得した場合はこの限りでな

い。

・新株予約権発行時において当社

または当社子会社の取締役およ

び従業員であった者は、新株予

約権行使時においても当社、当

社子会社または当社の関係会社

の役員または従業員であること

を要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他正当

な理由のある場合ならびに相続

により新株予約権を取得した場

合はこの限りでない。

  

⑧　新株予約権の譲渡に関する事

項
  

・新株予約権は、第三者に譲渡す

ることはできない。
  

(2）新株予約権の割当を受けた者

①　当社代表取締役

計１名　30個

②　当社従業員　計12名　38個

２．新株引受権の権利行使

　当社発行の第１回無担保新株引受

権付社債の新株引受権について、平

成18年２月21日に79,898千円の新株

引受権の行使があり、平成18年２月

21日付で株式等が次のとおり増加い

たしました。

―――――  ―――――

(1）株式数　　　　 　　　422株

(2）資本金　　　　　39,949千円

(3）資本準備金　　　39,949千円

　上記により、平成18年２月21日現

在の発行済株式総数は4,184株、資

本金は708,849千円、資本準備金は

39,949千円となりました。
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前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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）

３．株式分割による新株発行

　平成18年２月17日開催の取締役会

の決議に基づき普通株式１株につき

２株の株式分割による新株式を発行

しております。

―――――  ―――――

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　 　4,184株

(2）分割方法

　平成18年３月17日最終の株主名

簿に記載された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもっ

て分割いたします。

　当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前期における１株

当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当中間会計期間にお

ける１株当たり情報は、それぞれ次

のとおりとなります。

当中間会計期間

１株当たり純資産額

50,553.76円

１株当たり中間純利益金額

23,901.15円

　なお、潜在株式調整後１株当た
り中間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。
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５．生産、受注及び販売の状況
当社は単一事業部門でありますので、生産実績、受注状況、販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。

(1）生産実績

　当中間会計期間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

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

半導体パッケージ外観検査装置 784,507 99.5

 テープ検査装置 624,275 168.7

 ＢＧＡ検査装置 98,247 190.6

 リードフレーム検査装置 61,984 16.9

フラットパネルディスプレイ検査装置 24,321 －

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 24,321 －

その他 283,197 968.6

合計 1,092,026 133.5

　（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。

(2）受注状況

　当中間会計期間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
受注高
（千円）

前年同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

半導体パッケージ外観検査装置 336,300 33.4 125,000 27.0

 テープ検査装置 240,600 46.3 83,000 27.1

 ＢＧＡ検査装置 11,400 9.7 － －

 リードフレーム検査装置 84,300 22.9 42,000 107.7

フラットパネルディスプレイ検査装置 228,800 － 228,800 －

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 228,800 － 228,800 －

その他 70,299 116.9 12,969 37.4

合計 635,399 59.6 366,769 73.8

　（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

　当中間会計期間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

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

半導体パッケージ外観検査装置 659,150 82.4

 テープ検査装置 508,550 117.7

 ＢＧＡ検査装置 70,300 －

 リードフレーム検査装置 80,300 21.8

フラットパネルディスプレイ検査装置 － －

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 － －

その他 166,940 257.1

合計 826,090 89.3

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．前中間会計期間及び当中間会計期間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。

相手先

前中間会計期間
(自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日)

金額
（千円）

割合
（％）

金額
（千円）

割合
（％）

株式会社旭商工社 7,986 0.9 261,326 31.6

住友金属鉱山株式会社 － － 229,500 27.8

株式会社エム・シー・エス 442,254 47.8 162,512 19.7

日立キャピタル株式会社 200,000 21.6 14,500 1.8

大日本印刷株式会社 140,669 15.2 43,420 5.3

 

 

 

－ 32 －


