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１．平成20年４月期第１四半期の業績（平成19年５月１日　～　平成19年７月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年４月期第１四半期 352 56.4 △25 － △27 － △26 －

19年４月期第１四半期 225 － △63 － △86 － △90 －

19年４月期 2,254 － 65 － 34 － 49 －

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

20年４月期第１四半期 △2,479 75 － －

19年４月期第１四半期 △9,682 63 － －

19年４月期 4,755 70 4,562 10

（注）　売上高、営業利益、経常利益、四半期純損失は平成19年４月期から開示を始めたため、平成19年４月期第１四半

　　　　期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2）財政状態  

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

20年４月期第１四半期 2,542 1,720 67.7 161,366 39

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

19年４月期 3,215 1,747 54.3 163,846 15

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年４月期第１四半期 △144 △1 △157 86

19年４月期第１四半期 △338 △139 1,143 1,263

19年４月期 △1,059 △256 1,108 390

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 － － － － 0 00

20年４月期（実績） － － － －
0 00

20年４月期（予想） － － － －

３．平成20年４月期の業績予想（平成19年５月１日　～　平成20年４月30日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 950 15.0 △20 － △30 － △30 － △2,813 47

通期 3,000 33.1 250 280.7 230 567.2 240 387.8 22,507 74
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４．その他

(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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】

３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

当第１四半期における日本経済は、原油価格の高止まりしていることによる材料価格の上昇、金利の上昇圧力など

の懸念材料はありましたが、企業収益の好調を背景とした設備投資が堅調に推移し、全体として景気は穏やかな拡大

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、特に薄型テレビ、デジタルカメラや携帯電話など半導体及び液晶分野

で躍進した企業が牽引し、積極的な設備投資計画が顕在化しているものの、価格競争による液晶パネル価格の下落や

生産調整による設備投資の先送りなど、当社にとって厳しい受注状況となりました。

こうした中、当社は、フラットパネルディスプレイ関連の事業にフォーカスし、ファイン化対応のＴＡＢテープ検

査装置及びフラットパネル検査装置を中心に受注獲得に注力し、生産管理を強化して収益率改善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３億15百万円となり、売上高全体の89.5％、その他の売上高が36百万円で

10.5％となり、総売上高は３億52百万円（前年同期比56.4％増）となりました。

利益につきましては、通期の計画に比べて第１四半期の売上高の絶対額が低く、相対的に固定費割合が高くなって

おり、その結果、営業損失25百万円（前年同期は63百万円の損失）、経常損失27百万円（前年同期は86百万円の損

失）、四半期純損失26百万円（前年同期は90百万円の損失）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

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、税引前四半期純損失の計上及び

仕入債務の減少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、借入金の返済により財務活動による

キャッシュ・フローもマイナスとなったため、前事業年度に比べて３億３百万円減少し、86百万円となりました。

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１億44百万円（前年同期比57.1％減）となりました。これは主に、仕入債務の減少

４億62百万円、たな卸資産の増加27百万円、税引前四半期純損失25百万円の計上及び売上債権の減少４億10百万円に

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１百万円（前年同期比99.2％減）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１百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は１億57百万円（前年同期は11億43百万円の収入）となりました。これは主に、短期

借入金の返済による支出１億50百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

当第１四半期の業績については、概ね計画どおりに推移しており、受注及び生産状況につきましても、フラットパ

ネルディスプレイ関連の外観検査装置を中心に第２四半期で計画している売上について、概ね計画どおりに注文書又

は発注内示書を入手し、生産している状況であります。

第２四半期の業績については計画どおり推移する見込みであり、現時点での中間期及び通期の業績は、平成19年６

月８日に発表いたしました業績予想と変更はございません。
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４．四半期財務諸表　

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年７月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

対前第１四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  1,337,404   86,989   △1,250,414 390,175   

２．受取手形  2,520   240,577   238,057 337   

３．売掛金  171,954   374,332   202,378 1,025,403   

４．たな卸資産  837,839   982,775   144,936 954,783   

５．繰延税金資産  93,756   74,070   △19,686 74,070   

６．その他 ※３ 25,631   72,094   46,463 50,944   

貸倒引当金  △800   △2,500   △1,700 △4,900   

流動資産合計   2,468,306 83.9  1,828,340 71.9 △639,965  2,490,814 77.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物
※１.
２

70,235   434,382   364,146 441,931   

(2）建設仮勘定
 
 

264,600   132,723   △131,876 128,617   

(3）その他 
※
１.
２

94,152   85,446   △8,706 91,191   

有形固定資産合
計

  428,988 14.6  652,551 25.7 223,563  661,740 20.6

２．無形固定資産   24,535 0.8  21,737 0.8 △2,798  22,630 0.7

３．投資その他の資
産

  21,145 0.7  39,807 1.6 18,662  40,014 1.2

固定資産合計   474,669 16.1  714,097 28.1 239,427  724,385 22.5

資産合計   2,942,975 100.0  2,542,438 100.0 △400,537  3,215,200 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年７月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

対前第１四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  311,958   296,333   △15,625 591,496   

２．買掛金  136,359   56,813   △79,545 224,083   

３．一年内償還予定
社債 

 48,000   －   △48,000 －   

４．短期借入金 ※２ 80,000   150,000   70,000 300,000   

５．一年内返済予定
長期借入金

※２ 138,895   49,680   △89,215 49,680   

６．未払法人税等  2,930   2,918   △11 8,830   

７．製品保証引当金  1,490   6,857   5,367 13,451   

８．前受金  214,497   467   △214,030 －   

９．その他 ※３ 80,973   34,960   △46,013 49,639   

流動負債合計   1,015,104 34.5  598,031 23.5 △417,073  1,237,181 38.5

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 320,916   192,130   △128,786 199,300   

２．繰延税金負債  －   31,626   31,626 31,626   

固定負債合計   320,916 10.9  223,756 8.8 △97,159  230,926 7.2

負債合計   1,336,021 45.4  821,788 32.3 △514,233  1,468,108 45.7

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,274,424 43.3  1,274,424 50.1 －  1,274,424 39.6

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  605,524   605,524   － 605,524   

資本剰余金合計   605,524 20.6  605,524 23.8 －  605,524 18.8

３．利益剰余金            

(1）その他利益剰
余金

           

 　 固定資産圧縮
積立金 

 －   46,657   46,657 46,657   

 　 別途積立金  8,000   8,000   － 8,000   

繰越利益剰余
金

 △280,993   △213,955   67,038 △187,514   

利益剰余金合計   △272,993 △9.3  △159,298 △6.2 113,695  △132,857 △4.1

株主資本合計   1,606,954 54.6  1,720,649 67.7 113,695  1,747,091 54.3

純資産合計   1,606,954 54.6  1,720,649 67.7 113,695  1,747,091 54.3

負債純資産合計   2,942,975 100.0  2,542,438 100.0 △400,537  3,215,200 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

対前第１
四半期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19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   225,621 100.0  352,795 100.0 127,174  2,254,271 100.0

Ⅱ　売上原価   147,121 65.2  255,464 72.4 108,342  1,633,956 72.5

売上総利益   78,499 34.8  97,331 27.6 18,831  620,315 27.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  142,047 63.0  122,468 34.7 △19,579  554,653 24.6

営業利益又は
営業損失(△)

  △63,547 △28.2  △25,137 △7.1 38,410  65,661 2.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,431 0.6  388 0.1 △1,042  4,320 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  24,150 10.7  2,810 0.8 △21,339  35,509 1.6

経常利益又は
経常損失(△)

  △86,266 △38.2  △27,558 △7.8 58,707  34,473 1.5

Ⅵ　特別利益 ※３  100 0.0  2,400 0.7 2,300  78,284 3.5

Ⅶ　特別損失 ※４  1,121 0.5  － － △1,121  4,890 0.2

税引前四半期
純損失(△)又
は税引前当期
純利益

  △87,287 △38.7  △25,158 △7.1 62,128  107,867 4.8

法人税、住民
税及び事業税

 3,295   1,283    7,000   

法人税等調整
額

 356 3,651 1.6 － 1,283 0.4 △2,368 51,668 58,669 2.6

四半期純損失
(△)又は当期
純利益

  △90,939 △40.3  △26,441 △7.5 64,497  49,197 2.2
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合
計

純資産合計
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

第１四半期会計期間中の変動
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

第１四半期会計期間中の変動
額合計（千円）

565,575 565,575 565,575 － △90,939 △90,939 1,040,210 1,040,210

平成18年７月31日残高
（千円）

1,274,424 605,524 605,524 8,000 △280,993 △272,993 1,606,954 1,606,954

 　　 当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

純資産合計
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
合計固定資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰
余金 

平成19年４月30日
残高（千円）

1,274,424 605,524 605,524 46,657 8,000 △187,514 △132,857 1,747,091 1,747,091

第１四半期会計期
間中の変動額

四半期純損失
（△）

     △26,441 △26,441 △26,441 △26,441

第１四半期会計期
間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △26,441 △26,441 △26,441 △26,441

平成19年７月31日
残高（千円）

1,274,424 605,524 605,524 46,657 8,000 △213,955 △159,298 1,720,649 1,720,649

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

純資産合計
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
合計固定資産圧

縮積立金
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

事業年度中の変動
額

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

当期純利益      49,197 49,197 49,197 49,197

固定資産圧縮積
立金の積立

   46,657  △46,657 － － －

事業年度中の変動
額合計（千円）

565,575 565,575 565,575 46,657 － 2,540 49,197 1,180,347 1,180,347

平成19年４月30日
残高（千円）

1,274,424 605,524 605,524 46,657 8,000 △187,514 △132,857 1,747,091 1,747,091
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

対前第１四
半期比

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19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

     

税引前四半期純損失
(△)又は税引前当期
純利益

 △87,287 △25,158 62,128 107,867

減価償却費  12,626 15,383 2,756 72,358

株式交付費  18,075 － △18,075 13,975

支払利息  2,703 1,401 △1,301 8,655

社債利息  296 － △296 325

受取利息及び受取配
当金

 △352 △39 312 △1,290

補助金収入  － － － △78,284

補助金返還損  － － － 1,712

固定資産除却損  1,121 － △1,121 3,177

売上債権の増減額  △10,520 410,830 421,350 △861,785

たな卸資産の増減額  △396,332 △27,992 368,339 △513,275

製品保証引当金の増
減額

 △1,003 △6,593 △5,589 10,957

貸倒引当金の増減額  △100 △2,400 △2,300 4,000

仕入債務の増減額  67,382 △462,433 △529,815 434,644

未収消費税等の増減
額

 － － － △49,333

前受金の増減額  105,291 467 △104,824 △109,205

たな卸資産から有形
固定資産への振替額

 － △4,105 △4,105 △128,617

その他  △44,741 △38,597 6,144 △10,940

小計  △332,840 △139,237 193,603 △1,095,060

利息及び配当金の受
取額

 5 39 34 1,296

利息の支払額  △2,621 △702 1,919 △8,687

補助金の受取額  － － － 78,284

補助金の返還額  － － － △32,885

法人税等の支払額  △2,815 △5,050 △2,234 △2,820

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △338,272 △144,950 193,322 △1,059,873

－ 8 －



  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

対前第１四
半期比

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19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

 － － － 73,765

有形固定資産の取得
による支出 

 △137,649 △1,196 136,452 △307,419

無形固定資産の取得
による支出

 － － － △900

出資金の出資による
支出 

 － － － △20,000

その他  △2,077 130 2,207 △2,300

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △139,726 △1,066 138,660 △256,854

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 △150,000 △10,000 80,000

長期借入れによる収
入

 210,000 － △210,000 210,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △39,986 △7,170 32,816 △250,818

社債償還による支出  － － － △48,000

株式の発行による収
入 

 1,113,074 － △1,113,074 1,117,174

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,143,087 △157,170 △1,300,257 1,108,355

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 △303,186 △968,274 △208,372

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 598,548 390,175 △208,372 598,548

Ⅶ　現金及び現金同等物の
四半期会計期間末（期
末）残高

 1,263,637 86,989 △1,176,647 390,175
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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
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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

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

その他の有価証券

 同左 

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）　　　――――― (2）　　　――――― 

(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。

(3）たな卸資産

原材料  

          同左 

(3）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

同左

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

建物　　　　　　　７～38年

構築物　　　　　　　　15年

機械装置　　　　　３～12年

車両運搬具　　　　　　２年

工具器具備品　　　３～10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

(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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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

５．四半期キャッシュ・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

　四半期キャッシュ・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

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

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）  

　当四半期会計期間から「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、1,606,954千円でありま

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。

――――― （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、1,747,091千円でありま

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。

－ 11 －



(7）表示方法の変更

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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１四半期会計期間より、「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19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１四半期会計期間より

「株式交付費」として表示しておりま

す。

――――― （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

  当事業年度より、「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19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、当事業年度より「株式交付

費」として表示しております。
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(8）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年７月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度末
（平成19年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

252,683千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

310,247千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

295,757千円

※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。

建物 44,554千円

土地 20,000千円

計 64,554千円

建物 426,617千円

構築物 23,002千円

土地 20,000千円

計 469,620千円

建物 432,424千円

構築物 23,849千円

土地 20,000千円

計 476,273千円

　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 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

一年内返済予定長期借入

金
21,000千円

長期借入金  168,000千円

計 189,000千円

一年内返済予定長期借入

金
21,000千円

長期借入金 168,000千円

計 189,000千円

※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、

流動資産「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、

流動負債「その他」に含めて表示してお

ります。

※３　　　　　　―――

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　　　　　　――― ※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

  

  

  

受取利息 1,286千円

表彰金収入 1,000千円

祝金受取額  1,175千円

※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 2,703千円

新株発行費 18,075千円

為替差損  3,054千円

支払利息 1,401千円

為替差損 1,389千円

支払利息 8,655千円

株式交付費 13,975千円

上場関連費用  6,970千円

為替差損   4,104千円

※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 ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 100千円 貸倒引当金戻入益 2,400千円 補助金収入 78,284千円

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

固定資産除却損 1,121千円 固定資産除却損 3,177千円

補助金返還損  1,712千円

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 11,788千円

無形固定資産 835千円

有形固定資産 14,490千円

無形固定資産 892千円

有形固定資産 68,693千円

無形固定資産 3,640千円

－ 13 －



（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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．配当に関する事項

　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19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 10,663 － － 10,663

合計 10,663 － － 10,663

２．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18年５月１日　至　平成19年４月30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）

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．配当に関する事項

　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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四半

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１四半期末残高と四半

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

現金及び預金勘定 1,337,404千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△73,767千円

現金及び現金同等物 1,263,637千円

現金及び預金勘定 86,989千円

現金及び現金同等物 86,989千円

現金及び預金勘定 390,175千円

現金及び現金同等物 390,175千円

－ 15 －



（リース取引関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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）

第１四
半期末
残高相
当額
（千円）

車両運搬具 2,010 703 1,306

工具器具備品 22,336 7,582 14,754

ソフトウェア 9,246 1,871 7,375

合計 33,593 10,157 23,436

 

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 2,010 603 1,407

工具器具備品 22,336 6,465 15,871

ソフトウェア 4,350 1,450 2,900

合計 28,696 8,518 20,178

(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年超 7,738千円

合計 10,670千円

１年内 6,898千円

１年超 17,132千円

合計 24,030千円

１年内 5,653千円

１年超 15,066千円

合計 20,719千円

(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 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 1,807千円

減価償却費相当額 1,638千円

支払利息相当額 222千円

支払リース料 5,127千円

減価償却費相当額 4,596千円

支払利息相当額 749千円

(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

時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前第１四半期会計期間末
（平成18年７月31日）

当第１四半期会計期間末 
（平成19年７月31日） 

前事業年度末
（平成19年４月30日）

その他有価証券    

　 非上場株式（千円） 500 500 500

（デリバティブ取引関係）

前第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

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日） 

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日） 

　期末残高がないため、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第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。

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19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18年５月１日　至　平成19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）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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 161,366.39円

１株当たり四半期純損

失金額
△2,479.75円

１株当たり純資産額  163,846.15円

１株当たり当期純利益

金額
4,755.70円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
 4,562.10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。

同左

　（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。

 
前第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)

当第１四半期会計期間
(自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日)

前事業年度
(自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日)

１株当たり四半期純損失（△）又は当期

純利益金額
   

四半期純損失（△）又は当期純利益

（千円）
△90,939 △26,441 49,197

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 △26,441 49,197

期中平均株式数（株） 9,392 10,663 10,345

    

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（千円）
   

四半期純損失（△）又は当期純利益調

整額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － － 439

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

151個）及び新株予約権

３種類（新株予約権の

数1,460個）。

―――
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（重要な後発事象）

前第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。 

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）  

　該当事項はありません。  

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日） 

　該当事項はありません。  
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(9）品目別売上高

品目別

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

金額
（千円）

構成比
（％）

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 86.2 315,800 89.5 1,690,250 75.0

 テープ検査装置 156,550 69.4 276,800 78.4 1,396,500 62.0

 ＢＧＡ検査装置 － － － － 133,950 5.9

 リードフレーム検査装置 38,000 16.8 39,000 11.1 159,800 7.1

フラットパネルディスプレイ検査装置 － － － － 228,800 10.1

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 － － － － 228,800 10.1

その他 31,071 13.8 36,995 10.5 335,221 14.9

合計 225,621 100.0 352,795 100.0 2,254,271 100.0

　（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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