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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　最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３四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日～平成19年１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３四半期 1,055 ― △154 ― △182 ― △139 ―

18年４月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（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３四半期 △13,676 48 ― ―

18年４月期第３四半期 ― ― ― ―

（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３四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３四半期会計期間における日本経済は、企業の設備投資や為替の比較的安定した円安水準が堅調に推移したことな

どが影響し、全体としては穏やかではありますが、引き続き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、期中に液晶関連を中心に在庫調整による踊り場局面となりましたが、期後

半からデジタル家電、携帯機器の需要回復の兆しが見られ、また、国内半導体メーカーの大型設備投資等を背景に概ね堅

調に推移してまいりました。

　こうした中当社は、主力の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、バー

ジョンアップ作業の対応を強いられましたが、当第３四半期末までに既存納入装置の改造対応を完了することができまし

た。

　一方、当中間期に出荷した初号機について、追加要求対応等のための追加原価の発生による売上総利益率の低下があっ

たため、当第３四半期では１億54百万円の営業損失となっております。

　以上により、外観検査装置の売上高は８億38百万円となり売上高全体の79.4％、その他の売上高が２億17百万円で

20.6％となっております。

　その結果、当第３四半期会計期間の総売上高は10億55百万円、経常損失１億82百万円、第３四半期純損失１億39百万円

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３四半期 2,658 1,557 58.6 146,103 48

18年４月期第３四半期 ― ― ― ― ―

（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３四半期 △808 △305 935 419

18年４月期第３四半期 ― ― ― ―

（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３四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３四半期純損失の計上及び

たな卸資産の大幅な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、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・フローもマイナスとなりました。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

プラスとなりましたが、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのマイナスが影響し、

前事業年度末に比較し、１億78百万円減少となり、４億19百万円となりました。

　当第３四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８億８百万円となりました。これは主に、税引前第３四半期純損失１億87百万円の計

上及びたな卸資産の増加７億50百万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３億５百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出３億３百万

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９億35百万円となりました。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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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

通期 2,450 202 197

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　19,052円22銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

　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、当第４四半期に検収が集中する見込みであるため、

通期では当初計画通り、業績予想を変更しておりません。当第４四半期に検収が集中すると見込んでいる主な要因は、当

中間期に発生した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がほぼ終了し、本社工場

増築によって可能となった生産能力を活用し、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

置を急ピッチで生産及び出荷している状況であるからです。

　今後の主力製品である液晶ＴＦＴアレイ検査装置は、既に大型の液晶ＴＦＴアレイ検査装置を２台受注し、当事業年度

内の出荷に向けて取り組んでおります。

　経常利益及び当期純利益については、当第４四半期に集中する売上高及び予想される売上総利益を勘案し、通期では当

初計画通り、業績予想を変更しておりません。しかしながら、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） ― ― ― ― ―

－ 3 －



５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成19年１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  393,472   672,314   

２．受取手形  748   11,616   

３．売掛金  146,769   152,338   

４．たな卸資産  1,192,043   441,507   

５．繰延税金資産  147,331   94,112   

６．その他 ※３ 184,092   1,675   

貸倒引当金  △700   △900   

流動資産合計   2,063,758 77.6  1,372,664 79.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

　(1) 建物 
※１．
２

450,259   68,121   

　(2) その他  
※１．
２

100,727   232,445   

 　 有形固定資産合計   550,986   300,566  

２．無形固定資産   22,865   25,370  

３．投資その他の資産   21,271   19,070  

固定資産合計   595,124 22.4  345,008 20.1

資産合計   2,658,882 100.0  1,717,672 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成19年１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  350,666   313,576   

２．買掛金  199,630   67,359   

３．短期借入金 ※２ 99,000   220,000   

４．一年内返済予定長期借入
金

※２ 49,680   124,337   

５．未払法人税等  6,532   2,228   

６．製品保証引当金  1,038   2,493   

７．その他  166,961   207,472   

流動負債合計   873,510 32.8  937,468 54.6

Ⅱ　固定負債        

１．社債  －   48,000   

２．長期借入金 ※２ 227,470   165,460   

固定負債合計   227,470 8.6  213,460 12.4

負債合計   1,100,980 41.4  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３四半期（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
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当第３四半期会計期間末
（平成19年１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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,274,424 47.9  － －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  605,524   －   

資本剰余金合計   605,524 22.8  － －

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  △330,047   －   

利益剰余金合計   △322,047 △12.1  － －

株主資本合計   1,557,901 58.6  － －

純資産合計   1,557,901 58.6  － －

負債・純資産合計   2,658,882 100.0  － －

        

－ 6 －



(2）四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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   1,055,312 100.0  2,031,763 100.0

Ⅱ　売上原価   775,872 73.5  1,206,624 59.4

売上総利益   279,440 26.5  825,139 40.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   434,210 41.2  572,536 28.2

営業利益又は営業損失
（△）

  △154,770 △14.7  252,602 12.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  3,823 0.4  1,409 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  31,880 3.0  16,863 0.8

経常利益又は経常損失
（△）

  △182,826 △17.3  237,148 11.7

Ⅵ　特別利益 ※３  200 0.0  1,900 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  4,890 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

  △187,516 △17.8  193,068 9.5

法人税、住民税及び事業
税

 5,695   870   

法人税等調整額  △53,219 △47,524 △4.5 △94,112 △93,242 △4.6

四半期純損失（△）又は
当期純利益

  △139,992 △13.3  286,311 14.1

前期繰越損失   －   476,365  

当期未処理損失   －   190,054  
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(3）四半期株主資本等変動計算書

 

株主資本

株主資本合
計

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

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３四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 － － － － △139,992 △139,992 △139,992 △139,992

当第３四半期会計期間中の変動額合
計

565,575 565,575 565,575 － △139,992 △139,992 991,157 991,157

当第３四半期会計期間（平成19年１
月31日）残高

1,274,424 605,524 605,524 8,000 △330,047 △322,047 1,557,901 1,557,901
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

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）

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

 △187,516 193,068

減価償却費  50,590 62,773

新株発行費  － 439

株式交付費  13,975 －

支払利息  6,077 14,034

社債利息  325 1,228

受取利息及び受取配当金  △1,140 △43

固定資産除却損  3,177 587

売上債権の増減額  16,436 274,695

たな卸資産の増減額  △750,536 63,191

製品保証引当金の増減額  △1,455 △2,364

貸倒引当金の増減額  △200 △1,900

仕入債務の増減額  169,361 △74,552

その他  △119,406 119,033

小計  △800,311 650,192

利息及び配当金の受取額  1,123 21

利息の支払額  △6,169 △15,082

法人税等の支払額  △2,820 △2,850

営業活動によるキャッシュ・フロー  △808,177 632,281

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  △303,778 △141,223

無形固定資産の取得による支出  － △899

その他  △2,207 △3,445

投資活動によるキャッシュ・フロー  △305,986 △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  △121,000 120,000

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  △222,648 △243,675

社債償還による支出  △48,000 －

株式の発行による収入  1,117,174 47,459

財務活動によるキャッシュ・フロー  935,525 △26,216
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当第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

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）

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  △178,638 510,497

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３四半期会計期
間末（期末）残高

 419,909 598,548
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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

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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

　　その他有価証券

 　　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

 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

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

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、主な耐用年数は次のとおりで

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 ３～12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。

 (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

 (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．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。

(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
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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

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３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当第３四半期会計期間より、「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1,557,901千円

であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第３四半期

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。

──────
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(7）表示方法の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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）

繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い

　当第３四半期会計期間より、「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月

11日　実務対応報告第１号）を適用しております。

　これに伴い、前事業年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローの内訳として表示していた「新株発行費」は、

当第３四半期会計期間より「株式交付費」として表示する

方法に変更しております。

──────
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(8）注記事項

（貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成19年１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

275,141千円

※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。

建物 422,792千円

土地 20,000千円

計 442,792千円

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。

一年内返済予定長期借入金 21,000千円

長期借入金 189,000千円

計 210,000千円

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

　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　　　　　　　　──────

（損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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

受取利息 1,135千円

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

支払利息 6,077千円

社債利息  325千円

株式交付費 13,975千円

手形売却損  294千円

上場関連費用   6,970千円

為替差損 4,226千円

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　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 200千円 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

固定資産除却損 3,177千円

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

有形固定資産 48,078千円

無形固定資産 2,505千円

有形固定資産 58,883千円

無形固定資産 3,310千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１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３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
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）
当第３四半期
会計期間末残
高（千円）前事業年度末

当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末

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 － 20 116 －

合計  1,734 － 115 1,619 －

　（注）１．当第３四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３四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３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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第３四半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19年１月31日現在） （平成18年４月30日現在）

現金及び預金勘定 393,472千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △73,769千円

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） 
 100,206千円

現金及び現金同等物 419,909千円

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

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３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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３四半期末残

     高相当額

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３四半
期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 2,010 502 1,507

工具器具備品 22,336 5,348 16,988

ソフトウェア 4,350 1,232 3,117

合計 28,696 7,083 21,613

 
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３四半期末残高相当額    (2) 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 5,593千円

 １年超 16,501千円

 合計 22,095千円

 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

   支払リース料 3,534千円

   減価償却費相当額 3,161千円

   支払利息相当額 532千円

   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）

有価証券

　  時価評価されていない主な有価証券の内容及び第３四半期貸借対照表計上額

 
当第３四半期会計期間末

（平成19年１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（千円） 100,206 －

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）

　当第３四半期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

第３四半期会計期間末では、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）

当第３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）

　　該当事項はありません。

（持分法損益等）

当第３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１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。
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（１株当たり情報）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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 146,103.48円

１株当たり四半期純損失金額 △13,676.48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３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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） △139,992 286,311

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）
△139,992 286,311

期中平均株式数（株） 10,236 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株）

及び新株予約権３種類（新株予

約権の数1,468株）。

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株）

及び新株予約権３種類（新株予

約権の数1,512株）。
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（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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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(9）品目別売上高

品目別
当第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１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 838,100 79.4 1,780,300 87.6

 テープ検査装置 649,500 61.5 1,255,900 61.8

 ＢＧＡ検査装置 70,300 6.7 117,400 5.8

 リードフレーム検査装置 118,300 11.2 407,000 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 217,212 20.6 191,463 9.4

合計 1,055,312 100.0 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。

－ 21 －


