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    平成19年７月期第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成19年６月15日 

 

上場会社名 ウインテスト株式会社              （コード番号 6721 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.wintest.co.jp/） 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長    奈良 彰治        TEL(045)317-7888 

責任者役職・氏名 取締役 経営企画室長 樋口 雅夫 

 

１．四半期財務情報の作成等にかかる事項 

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７月期第３四半期の業績(平成18年８月１日～平成19年４月30日) 

（１）経営成績の進捗状況                          (百万円未満切捨) 

 

 
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(当期)純利益又は   

四半期(当期)純損失（△） 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月期第３四半期 583 4.0 △210 － △190 － △182 －

18年７月期第３四半期 560 △48.9 △167 － △159 － △216 －

(参考)18年７月期 869 △198 △205  △325

 

 １株当たり四半期 

(当期)純利益 

又は１株当たり四半期

純損失（△） 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期(当期)

純利益 

 円 銭 円 銭

19年７月期第３四半期 △6,576  98 － － 

18年７月期第３四半期 △7,924  51 － － 

(参考)18年７月期 △11,864 55 － － 

（注）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表す。 

 

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期におけるわが国経済は、内閣府短観によりますと景気は堅調に推移しており、設備投資

は企業の前向きな経営スタンスに支えられ増加基調にあり、個人消費も足取りに力強さは欠けるものの

回復基調にあります。 

 今後の先行きにつきましては円安の修正や原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必

要があるものの、足元の業況感を押し下げるには至らないものと見込まれます。 

 こうした状況下、当社の事業領域であるCCD撮像素子及びCMOSイメージセンサー用検査装置の分野にお

きましては、デジタルカメラ向け全般では新規設備の購入を抑制し、既存設備のアップグレード需要に

推移しておりますが、販売が好調なデジタル一眼レフカメラ向けでは当社の検査装置への投資も堅調な

設備投資が継続いたしました。 

 また、アナログミックスドシグナルIC用検査装置につきましても既存顧客からのリピートオーダーが

堅調に増加いたしました。 
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 一方、有機EL用検査装置の分野におきましては、一部の製造メーカーから量産化の報道がされ拡大が

期待されておりますが、当初は少量の量産計画のため目立った需要には至りませんでした。 

低温ポリシリコン型液晶、高温ポリシリコン型液晶用検査装置の分野では、特に目立った需要はあり

ませんでした。 

前年同期と比較いたしますと、ディスプレイ用検査装置の分野につきましては前年同期の販売実績を

大幅に下回りましたが、イメージセンサー用およびアナログミックスドシグナルIC用検査装置の分野に

おいて前年同期の販売実績を上回ったため、当第３四半期では売上、最終損益につきまして若干の増加

となりました。 

 この結果、当第３四半期の売上高は583百万円(前期比4.0%増)、経常損失は190百万円、第３四半期当

期純損失は182百万円となりました。 

 

（２）財政状態の変動状況                          (百万円未満切捨) 

 

 
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７月期第３四半期 1,977 1,431 72.4 51,702 22 

18年７月期第３四半期 2,537 1,970 77.6   71,191 88 

(参考)18年７月期 2,368 1,667 70.4 60,215 06 

 

 

 

（３）キャッシュ・フローの状況                       (百万円未満切捨) 

 

 

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

19年７月期第３四半期 △264 437 △130 376 

18年７月期第３四半期 △307 △857 427 288 

(参考)18年７月期 △349 △973 630 333 

 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ42百万増加 

（前年同期は737百万円の減少）し、当四半期末には376百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動による資金の減少は264百万円（前年同期は307百万円の減少）となりました。これは主に

税引前第３四半期純損失を178百万円計上したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の増加は437百万円（前年同期は857百万円の減少）となりました。これは主に

投資有価証券の売却による収入465百万円を反映したものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は130百万円（前年同期は427百万円の増加）となりました。これは主に

短期借入金の返済による支出966百万円および短期借入による収入836百万円を反映したものです。 
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３．平成19年７月期の業績予想（平成18年８月１日～平成19年７月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 927 △229 △198 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △7,149円04銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

平成19年7月期の通期業績予想につきましては、本日発表いたしました業績予想修正に関するお知らせ

のとおり、新規顧客からのイメージセンサー用検査装置（（受注金額 2.7億円）が開発遅延により当期

の売上計上ができなかったことに加え、海外フラットパネル・ディスプレイ顧客の設備投資延期による

ディスプレイ用検査装置の売上遅延並びにアナログミックスドシグナルIC用検査装置の新規顧客の獲得

が当初の目標を下回ったことにより、誠に遺憾ながら売上高、経常利益、当期純利益の業績予想を下方

に修正をいたしました。 

通期の業績の見通しとしましては、国内のイメージセンサー用検査装置を中心に、ディスプレイ用検

査装置及びアナログミックスドシグナル用検査装置のリピートオーダーなど、既に受注した案件を売上

計上してゆく見込みであります。 

 従いまして、通期の業績予想につきましては、売上高927百万円(前期比6.6％増)、経常損失229百万円

（前年同期は経常損失205百万円）、当期通期純損失198百万円（前年同期は当期通期純損失325百万円）

の見込みとなります。 

 

＜業績予想に関する留意事項＞ 

この資料に掲載されている平成19年７月期の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した

ものであります。 

 予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります

ので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控え下さい。 

 現在当社の事業活動領域は、半導体及び液晶の一部であり、ニッチな分野であります。需要の変動、

設備投資の動向、競争状況、経済環境の変化、その他多くの要因が業績に影響を与えることがあります。 

 

 

４．配当状況 
 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 その他 年間 

18年７月期 0.00 0.00 0.00 0.00 

19年７月期（実績） 0.00 ― ― 

19年７月期（予想） 0.00 0.00 0.00 
0.00 

 



－ 4 － 

４．四半期財務諸表等 
(1) 四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

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  288,058   376,047  333,837  

２．受取手形     3,605   7,469  1,359  

３．売掛金  395,170   479,218  461,059  

４．たな卸資産  551,969   580,210  510,174  

５．その他 ※３ 141,160   61,692  96,206  

流動資産合計   1,379,963 54.4  1,504,638 76.1  1,402,636 59.2

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１  70,977   71,944   64,598  

２．無形固定資産   10,330   8,660   10,472  

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※２ 1,044,968   355,542   858,746  

(2）その他  31,720   36,583   31,720  

投資その他の資産合計   1,076,689   392,126   890,467  

固定資産合計   1,157,997 45.6  472,730 23.9  965,537 40.8

資産合計   2,537,960 100.0  1,977,369 100.0  2,368,174 100.0

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金  15,314   15,184   20,809  

２．短期借入金 ※２、４ 400,000   470,000   600,000  

３．未払法人税等  2,524   2,905   －  

４．賞与引当金  21,489   19,820   4,645  

５．製品保証引当金  14,357   16,379   22,344  

６．その他  20,453   21,004   52,528  

流動負債合計   474,139 18.7  545,293 27.6  700,327 29.6

 Ⅱ 固定負債       

 １．繰延税金負債  93,159 130 130 

   固定負債合計   93,159 3.7  130 0.0  130 0.0

負債合計   567,298 22.4  545,424 27.6  700,458 29.6
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前第３四半期会計期間末 
（平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   596,321 23.5  － －  － －

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  703,569   －  －  

資本剰余金合計   703,569 27.7  － －  － －

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金  13,511   －  －  

２．任意積立金  463,226   －  －  

３．第３四半期 

（当期）未処分利益  
56,062   －  －  

利益剰余金合計   532,800 21.0  － －  － －

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金   137,971 5.4  － －  － －

資本合計   1,970,662 77.6  － －  － －

負債資本合計   2,537,960 100.0  － －  － －

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   － － 597,121 30.2  597,121 25.2

２．資本剰余金      
（1）資本準備金  － 704,369  704,369  

資本剰余金合計   － － 704,369 35.6  704,369 29.7

３．利益剰余金      
（1）利益準備金  － 13,511 13,511 

（2）その他利益剰余金      
  技術開発積立金  － 290,000  290,000  

製品保証積立金  － 80,000  80,000  
特別償却準備金  － 1,613  1,613  
別途積立金  － 90,000  90,000  

 繰越利益剰余金  － △233,186  △51,030  

利益剰余金合計   － － 241,938 12.2  424,094 17.9

 株主資本合計   － － 1,543,428 78.0  1,725,584 72.8

Ⅱ 評価・換算差額等      
１．その他有価証券 

  評価差額金   － － △111,483 △5.6  △57,868 △2.4

評価・換算差額等 

合計   － － △111,483 △5.6  △57,868 △2.4

 純資産合計   － － 1,431,944 72.4  1,667,716 70.4

 負債純資産合計   － － 1,977,369 100.0  2,368,174 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   560,522 100.0  583,002 100.0  869,810 100.0

Ⅱ 売上原価   244,006 43.5  322,656 55.3  401,287 46.1

売上総利益   316,515 56.5  260,345 44.7  468,523 53.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３  484,097 86.4  470,629 80.7  666,869 76.7

営業損失   167,582 29.9  210,283 36.1  198,346 22.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  16,236 2.9  35,791 6.1  16,506 1.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  8,144 1.5  15,754 2.7  24,043 2.8

経常損失   159,490 28.5  190,246 32.6  205,883 23.7

Ⅵ 特別利益 ※４  － －  11,649 2.0  － －

Ⅶ 特別損失 ※５  120,112 21.4  14 0.0  120,158 13.8

税引前第３四半期 

（当期）純損失   279,602 49.9  178,611 30.6  326,041 37.5

法人税、住民税及び 

事業税 
※６ △62,693   3,544   950   

法人税等調整額  － △62,693 △11.2 － 3,544 0.6 △1,376 △426 0.0

第３四半期（当期） 

純損失   216,909 38.7  182,156 31.2  325,615 37.4

前期繰越利益   272,971   －   －  

第３四半期（当期） 

未処分利益   56,062   －   －  
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

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 

利益 

準備金
技術開発

積立金 

製品保証

積立金 

特別償却

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

株主資本

合計 

平成18年７月31日 残高（千円） 597,121 704,369 13,511 290,000 80,000 1,613 90,000 △51,030 1,725,584

当第３四半期会計期間中 

の変動額 
    

 第３四半期純利益     △182,156 △182,156

 有価証券評価差額金戻し      －

有価証券評価差額金計上      －

 株主資本以外の項目の 

第３四半期会計期間中 

の変動額（純額） 

       －

第３四半期会計期間中の 

変動額合計（千円） 
－ － － － － － － △182,156 △182,156

平成19年４月30日 残高（千円） 597,121 704,369 13,511 290,000 80,000 1,613 90,000 △233,186 1,543,428

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産 

合計 

平成18年７月31日 残高（千円） △57,868 △57,868 1,667,716

当第３四半期会計期間中の

変動額 
 

 第３四半期純利益  － △182,156

 有価証券評価差額金戻し 57,868 57,868 57,868

 有価証券評価差額金計上 △111,483 △111,483 △111,483

 株主資本以外の項目の 

第３四半期会計期間中 

の変動額（純額） 

△53,615 △53,615 △53,615

第３四半期会計期間中の 

変動額合計（千円） 
△53,615 △53,615 △235,771

平成19年４月30日 残高（千円） △111,483 △111,483 1,431,944

 

 

 

 

前第３四半期会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年４月30日） 

  該当ありません。 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

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 

利益 

準備金
技術開発

積立金 

製品保証

積立金 

特別償却

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

株主資本

合計 

平成17年７月31日 残高（千円） 565,494 672,742 13,511 290,000 80,000 4,839 90,000 307,882 2,024,470

事業年度中の変動額     

 新株の発行 31,627 31,626   63,253

 剰余金の配当     △32,523 △32,523

 役員賞与     △4,000 △4,000

 特別償却準備金取崩 

 （前期分） 
  △1,613  1,613 －

 特別償却準備金取崩   △1,613  1,613 －

 当期純利益     △325,615 △325,615

 有価証券評価差額金戻し     －

有価証券評価差額金計上     －

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

    －

事業年度中の変動額合計

（千円） 
31,627 31,626 － － － △3,226 － △358,912 △298,885

平成18年７月31日 残高（千円） 597,121 704,369 13,511 290,000 80,000 1,613 90,000 △51,030 1,725,584

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産 

合計 

平成17年７月31日 残高（千円） △4,278 △4,728 2,020,191

事業年度中の変動額  

 新株の発行  63,253

 剰余金の配当  △32,523

 役員賞与  △4,000

 特別償却準備金取崩 

 （前期分） 
 －

 特別償却準備金取崩  －

 当期純利益  △325,615

 有価証券評価差額金戻し 4,278 4,278 4,278

有価証券評価差額金計上 △57,868 △57,868 △57,868

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

△53,589 △53,589 △53,589

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△53,589 △53,589 △352,474

平成18年７月31日 残高（千円） △57,868 △57,868 1,667,716
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
    

１．税引前第３四半期 

（当期）純損失 
 △279,602 △178,611 △326,041 

２．減価償却費  30,338 27,537 41,909 

３．賞与引当金の増減額
（△：減少）  12,935 15,175 △3,909 

４．製品保証引当金の増減額
（△：減少）  △6,991 △5,964 994 

５．受取利息及び受取配当金  △4,821 △17,222 △5,049 

６. 支払利息及び手形売却損  1,170 5,509 1,966 

７．有形固定資産除売却損  483 14 529 

８．役員賞与の支払額         △4,000  － △4,000 

９．投資有価証券減損損失  119,628 － 119,628 

10. 投資有価証券評価損  4,802 △15,513 15,513 

11. 新株発行費  1,522 － － 

12．前払費用の増減額 

（△：増加） 
 4,410 1,588 2,572 

13．売上債権の増減額 

（△：増加） 
 △44,044 △24,269 △107,687 

14．たな卸資産の増減額
（△：増加）  △139,301 △70,036 △99,756 

15．仕入債務の増減額 

（△：減少） 
 △60,758 △9,613 △67,255 

16．未払消費税等の増減額
（△：減少）  1,201 9,628 － 

17．その他流動資産の増減額
（△：増加）  12,769 4,026 4,847 

18．その他流動負債の増減額
（△：減少）  △18,883 △28,305 14,107 

小計  △369,141 △286,057 △411,629 

19．利息及び配当金の受取額  3,663 16,249 4,951 

20. 利息及び手形売却による

支払額 
 △1,183 △5,774 △2,570 

21．法人税等の支払額  △15,088 △2,832                △950 

22. 法人税等の還付金  74,344 13,727 60,975 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △307,406 △264,686 △349,223 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
    

１．有形固定資産の取得に 

よる支出 
 △14,527 △32,586 △15,778 

２. 無形固定資産の取得に 

よる支出 
 △9,293 △500 △11,264 

３．投資有価証券の取得に 

よる支出 
 △919,433 － △1,032,128 

４. 投資有価証券の売却に 

よる収入 
 － 465,036 － 

５. 投資有価証券の償還に 

よる収入 
 100,000 － 100,000 

６．敷金保証金の支払いに 

よる支出 
 △561 △1,557 △561 

７. 敷金保証金の回収に 

よる収入 
 112 － 112 

８．貸付による支出  △11,990 － △11,990 

９．貸付金の回収による収入  1,000 9,990 1,500 

10. その他投資による支出  △3,305 △3,305 △3,305 

11. その他投資の回収に 

よる収入 
 58 － 58 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △857,941 437,077 △973,357 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
    

１．株式の発行による収入  60,130 － 63,253 

２．配当金の支払額  △32,292 △180 △32,403 

３．短期借入による収入  400,000 836,000 600,000 

４．短期借入金の返済に 

よる支出 
 － △966,000 － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 427,838 △130,180 630,850 

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

増加額（△：減少額） 
 △737,509 42,210 △691,730 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 1,025,567 333,837 1,025,567 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末（期末）残高
 288,058 376,047 333,837 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

――― 当社は、前期に売上高の減少により325,615千

円の当期純損失を計上して以来、当第３四半

期会計期間においても売上高については、

583,002千円と前年同期に比べ22,479千円の増

加となったものの、182,156千円の四半期純損

失を計上することとなりました。また、営業

キャッシュ・フローについても前中間会計期

間からマイナスが続く状況となりました。 

当該状況により、当社には継続企業の前提

に重要な疑義が存在している状況にありま

す。 

 そこで当社は、当該状況を解消すべく当第

３四半期初より資金調達、及び経営改革のた

めの施策を強力に遂行しており、引き続き

キャッシュ・フローの安定化とともに売上拡

大による営業損益の改善を通して財務体質の

強化を図っていく所存であります。 

 財務面においては当第３四半期会計期間中

に、時価のある投資有価証券のうちFROM30社

株式を、業務提携の維持を前提とした上で一

部売却し465,036千円を受け取るとともに、今

後の資金ニーズに備えて286,000千円の新たな

借入れを行っております。 

 その結果、当中間会計期間末に84,795千円

であった現金及び預金残高は、当第３四半期

会計期間末には376,047千円になりました。 

 事業運営におきましては、全社的業務改善

をより推進することでビジネスモデルの革新

と開発体制強化を図ると共に、低コスト体質

を追及することで営業利益の改善を推進して

まいります。 

 更に、当下期より従来策定済みの中期5ヵ年

経営計画を更に詳細に見直しますが、特に翌

第15期の売上拡大のために、成長が予測され

る市場に対し競争力の高い顧客ブレークイン

済み当社製品の集中的投入並びに拡大を骨子

とした当社事業及び製品の集中と選択を積極

的に推進してまいります。 

 これらの結果、当社は上記の諸施策を有機

的に実施することにより、当該状況を解消す

る予定であります。 

なお、当四半期財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のような重要な

疑義の影響を当四半期財務諸表に反映してお

りません。 

    

――― 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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 

時価のあるもの 

四半期決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

によっております。 

なお、複合金融商品につ

いては、組込デリバティ

ブを区別して測定するこ

とができないため、全体

を時価評価し、評価差額

を損益に計上しておりま

す。 

(1）有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）によっております。 

なお、複合金融商品につ

いては、組込デリバティ

ブを区別して測定するこ

とができないため、全体

を時価評価し、評価差額

を損益に計上しておりま

す。 

(1）有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）に

よっております。 

なお、複合金融商品につ

いては、組込デリバティ

ブを区別して測定するこ

とができないため、全体

を時価評価し、評価差額

を損益に計上しておりま

す。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

製品、仕掛品、原材料 

個別法による原価法によっ

ております。 

(2）たな卸資産 

製品、仕掛品、原材料 

同左 

(2）たな卸資産 

製品、仕掛品、原材料 

同左 

２．固定資産の減価償却の 

方法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。 

建物      ３年～15年 

車両運搬具   ６年 

工具器具備品  ２年～10年 

(1）有形固定資産 

同左 

 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 (2）無形固定資産 

自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における見込利

用可能期間（３～５年）によ

る定額法によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は実績繰入率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し

回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

(2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支払に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 (3）製品保証引当金 

販売済製品に対して、将来発

生が見込まれるサポート費用

等に備えるため、個別案件ご

とに発生見積額を計上してお

ります。 

従来は、重要性がなかったた

め買掛金に含めておりました

が、金額的重要性が増したた

め、前事業年度末より製品保

証引当金として計上しており

ます。 

なお、前第３四半期会計期間

は買掛金に20,883千円含まれ

ております。 

この変更による当第３四半期

会計期間の損益に与える影響

はありません。 

 

 

(3）製品保証引当金 

販売済製品に対して、将来発

生が見込まれるサポート費用

等に備えるため、個別案件ご

とに発生見積額を計上してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）製品保証引当金 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

 

―――― 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、四半期決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

６．四半期キャッシュ・ 

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ヶ

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 同左 

７．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 

 

 

（1）消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。

（1）消費税等の会計処理 

同左 

（1）消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当四半期会計期間より、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） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日））及び「貸

借対照表の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額に相当する金額は

1,667,716千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により当事業

年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作

成しております。 

 

―――― 

 

―――― 

 

（ストック・オプション等に関する 

会計基準等） 

当事業年度から、「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基準第８

号）及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第11号）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 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間 
（平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（平成19年４月30日） 

前事業年度 
（平成18年７月31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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

151,220千円 185,035千円 160,091千円

※２．    ───── ※２．担保資産 

   担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

 

※２．    ───── 

 投資有価証券 180,882千円 

   計 180,882千円 

 

    担保付債務は次のとおりであります。

    短期借入金      70,000千円 

 

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．    ───── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。 

     同左          

※４．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と当座貸

越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当第３四半期会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 

※４．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当第３四半期会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 

※４．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と当座貸

越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額 

の  総  額  
1,500,000千円 

借入実行残高 400,000千円 

差  引  額 1,100,000千円 
 

当座貸越極度額

の  総  額  
100,000千円 

借入実行残高 100,000千円 

差  引  額 ― 千円 

 

当座貸越極度額 

の  総  額  
1,900,000千円 

借入実行残高 600,000千円 

差  引  額 1,300,000千円 
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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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 90千円 

有価証券利息 4,730千円 

保険解約返戻金 8,417千円 

  

 
受取利息 247千円

有価証券利息 2,376千円

保険解約返戻金 52千円

受取配当金 16,975千円

投資有価証券評価益 

（他社株転換債評価益）
15,513千円 

 

 

 
受取利息 128千円

有価証券利息 4,921千円

保険解約返戻金 8,426千円

 

※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 

新株発行費 1,522千円 

投資有価証券評価損 

（他社株転換債評価損） 
4,802千円  

 

支払利息 5,509千円

為替差損 8,990千円

 

支払利息 1,966千円

新株発行費 1,612千円

為替差損 708千円

投資有価証券評価損 

（他社株転換債評価損） 
15,513千円

  

 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 

 
有形固定資産 26,158千円 

無形固定資産 4,179千円 

    

 
有形固定資産 25,225千円  

無形固定資産 2,311千円 

  

 
有形固定資産 35,899千円

無形固定資産 6,009千円

  
※４．          ――― ※４．特別利益の内訳 ※４．          ――― 

 投資有価証券売却益 11,649千円  

   
 

 

※５．特別損失の内訳 ※５．特別損失の内訳 ※５．特別損失の内訳 

 
固定資産除却損 483千円 

投資有価証券評価損 119,628千円 

  

 
固定資産除却損 14千円  

   

  

 
固定資産除却損 529千円  

投資有価証券評価損 119,628千円  

 

※６．当第３四半期会計期間における税金費

用については、簡便法による税効果会

計を適用しているため、法人税等調整

額は、「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

 

※６．      同左 ※６．     ――― 
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（四半期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８月１日 至平成19年４月30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 

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） 

普通株式 27,696 － － 27,696 

合 計 27,696 － － 27,696 

 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年８月１日 至平成18年７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 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

普通株式（注） 27,103 593 － 27,696 

合 計 27,103 593 － 27,696 

 （注）普通株式の当事業年度増加株式数の593株は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加であります。 

 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成17年10月28日 

定時株主総会 
普通株式 32,523 1,200 平成17年７月31日 平成17年10月31日

      （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

     該当事項はありません。 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

現金及び現金同等物の第３四半期期末残高と

四半期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第３四半期期末残高と

四半期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18年４月30日現在） （平成19年４月30日現在） （平成18年７月31日現在）

 
現金及び預金勘定 288,058千円 

現金及び現金同等物 288,058千円 

  

 
現金及び預金勘定 376,047千円

現金及び現金同等物 376,047千円

  

 
現金及び預金勘定 333,837千円

現金及び現金同等物 333,837千円

  
 

（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成18年４月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 718,761 949,098 230,336 

(2）債券    

① 国債・地方債 － － － 

② 社債 100,672 95,869 △4,802 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

計 819,433 1,044,968 225,534 

 （注）債券は他社株転換債（契約額100,672千円）であり、その組込デリバティブを四半期末時点で取引金融機関から

提示された時価により評価しております。その組込デリバティブ評価損失4,802千円は損益計算書の営業外費用

に計上しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

１．その他有価証券  

非上場外国株式 0 

計 0 
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当第３四半期会計期間末（平成19年４月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 366,354 254,870 △111,483 

(2）債券    

① 国債・地方債 － － － 

② 社債 100,672 100,672 － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

計 467,026 355,542 △111,483 

（注）債券は他社株転換債(契約額100,672千円)であります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

１．その他有価証券  

非上場外国株式 0 

計 0 

 

前事業年度末（平成18年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 831,456 773,588 △57,868 

(2）債券    

① 国債・地方債 － － － 

② 社債 100,672 85,158 △15,513 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

計 932,128 858,746 △73,381 

（注）債券は他社株転換社債(契約額100,672千円)であり、その組込デリバティブを期末時点で取引金融機関から提示さ

れた時価により評価しております。その組込デリバティブ評価損失15,513千円は損益計算書の営業外費用に計上し

ております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

１．その他有価証券  

非上場外国株式 0 

計 0 
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（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年４月30日） 

 複合金融商品の組込デリバティブの契約額等及び評価損益は「(有価証券関係)1.その他有価証券で時価のある

もの」の注書きにて開示しております。それ以外のデリバティブ取引については該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

 複合金融商品の組込デリバティブの契約額等及び評価損益は「(有価証券関係)1.その他有価証券で時価のある

もの」の注書きにて開示しております。それ以外のデリバティブ取引については該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

 複合金融商品の組込デリバティブの契約額等及び評価損益は「(有価証券関係)1.その他有価証券で時価のある

もの」の注書きにて開示しております。それ以外のデリバティブ取引については該当事項はありません。 

 

 

（退職給付関係） 

前第３四半期会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前第３四半期会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年８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） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 
１ 株 当 た り 純 資 産 額 

 

71,191円88銭

１ 株 当 た り 

第 ３ 四 半 期 純 損 失 

 

7,924円51銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり第３四半期純損失であるた

め記載しておりません。 

 
１ 株 当 た り 純 資 産 額

 

51,702円22銭

１ 株 当 た り

第 ３ 四 半 期 純 損 失

 

6,576円98銭

同左 

 

 
１ 株 当 た り 純 資 産 額 

 

60,215円06銭

１ 株 当 た り 

当 期 純 損 失 

 

11,864円55銭

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、潜在株式は存在するものの

１株当たり当期純損失であるため記載してお

りません。 

 

（注）１株当たり第３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１株当たり第３四半期（当期）純損失

金額 
   

第３四半期（当期）純損失（千円） 216,909  182,156 325,615  

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） －  － －  

普通株式に係る第３四半期（当期） 

純損失（千円） 
216,909  182,156 325,615  

期中平均株式数（株） 27,371  27,696 27,444  

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第３四半期（当期）

純損失の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権２種類（新株予約権

の数579株） 

新株予約権２種類（新株予約権

の数564株） 

新株予約権２種類（新株予約権

の数564株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


