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（百万円未満切捨て）

１．平成20年４月期第３四半期の業績（平成19年５月１日　～　平成20年１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３四半期 1,331 26.2 △37 － △41 － △23 －

19年４月期第３四半期 1,055 － △154 － △182 － △139 －

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３四半期 △2,177 53 － －

19年４月期第３四半期 △13,676 48 － －

19年４月期 4,755 70 4,562 10

（注）平成18年４月期第３四半期につきましては、四半期財務諸表を作成していないため、平成19年４月期第３四半期に

　　　おける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３四半期 2,275 1,723 75.8 161,668 62

19年４月期第３四半期 2,658 1,557 58.6 146,103 48

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３四半期 295 △11 △321 352

19年４月期第３四半期 △808 △305 935 419

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）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 2,050 △9.1 20 △69.2 20 △41.2 ―  ―  ―  ―

（注）発表日現在、当期純利益について精査中であり、その理由については２ページをご覧ください。
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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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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

　当期純利益の未記載については、発表日現在、将来の課税所得に関する予測について精査中であり、繰延税金資

産の回収可能性等の見込み額の算定が終了次第、速やかに発表する予定であります。 

　また、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３四半期会計期間における日本経済は、米国発のサブプライムローン問題の影響が広がりを見せてきており、

国内景気も株価の低迷や住宅業界のマイナス成長など不透明感が増し予断を許さない状況になってきております。

当社を取り巻くエレクトロニクス業界では、２００７年度に投資を控えていた液晶関連業界において、多くのメー

カーが２００８年度の計画として大規模な設備投資計画を発表するなど、液晶業界全体の生産能力増強に向けた胎動

が感じられます。

このような状況の中で、当社の主力製品であるＴＡＢテープ検査装置は、ファイン製品対応のパターン検査装置（Ａ

ＯＩ）の導入が進み、販売実績につながってきている一方で、新たなニーズとして最終外観検査装置（ＡＶＩ）の引

合いが増加してきており、これに対応するための応用開発の作業が増加しております。

液晶ＴＦＴアレイ検査装置については、液晶パネルメーカーからの厳しいコストダウンへの対応を余儀なくされ、

収益性が高いといわれている本検査装置においても十分な収益が期待できる製品ではなくなってきております。この

ため、大型液晶ＴＦＴアレイ検査装置の受注については、収益性を見極めたうえ、是々非々で判断している状況であ

り、発表日現在において、期初に計画した案件の受注は獲得しておりません。 

以上により、外観検査装置の売上高は11億66百万円となり、売上高全体の87.6％、その他の売上高が１億64百万円

で12.4％となり、総売上高は13億31百万円（前年同期比26.2％増）となりました。

利益につきましては、当第３四半期売上高が前年同期に比べ増加したものの、期初の計画に対して低くなっており、

相対的に固定費割合が高くなりました。その結果、営業損失37百万円（前年同期は１億54百万円の損失）、経常損失

41百万円（前年同期は１億82百万円の損失）、四半期純損失23百万円（前年同期は１億39百万円の損失）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、税引前四半期純損失であったも

のの、売掛債権の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローがプラスとなりましたが、借入金の返済により財

務活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなった結果、前事業年度に比べて37百万円減少し、３億52百万円とな

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）

営業活動の結果得られた資金は２億95百万円（前年同期は８億８百万円の支出）となりました。これは主に、売上

債権の減少８億41百万円、仕入債務の減少５億83百万円及び税引前四半期純損失37百万円の計上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11百万円（前年同期比96.1％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10百万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３億21百万円（前年同期は９億35百万円の収入）となりました。これは主に、短期

借入金の返済による支出３億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

平成19年６月８日に公表いたしました平成20年４月期（平成19年５月１日～平成20年４月30日）の業績予想につい

て下方修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正等に関するお知らせ」をご

参照ください。
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４．四半期財務諸表　

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年１月31日）

対前第３四
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  393,472   352,632   △40,839 390,175   

２．受取手形  748   －   △748 337   

３．売掛金  146,769   184,641   37,872 1,025,403   

４．たな卸資産  1,192,043   910,099   △281,944 954,783   

５．繰延税金資産  147,331   91,114   △56,217 74,070   

６．その他 ※３ 184,092   19,831   △164,260 50,944   

貸倒引当金  △700   △700   － △4,900   

流動資産合計   2,063,758 77.6  1,557,620 68.5 △636,243  2,490,814 77.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物
※１.
２

450,259   419,349   △30,909 441,931   

(2）建設仮勘定
 
 

－   139,214   139,214 128,617   

(3）その他 
※１.
２

100,727   97,514   △3,213 91,191   

有形固定資産合
計

  550,986 20.7  656,078 28.8 105,091  661,740 20.6

２．無形固定資産   22,865 0.9  21,521 0.9 △1,343  22,630 0.7

３．投資その他の資
産

  21,271 0.8  39,929 1.8 18,658  40,014 1.2

固定資産合計   595,124 22.4  717,530 31.5 122,406  724,385 22.5

資産合計   2,658,882 100.0  2,275,150 100.0 △383,731  3,215,200 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年１月31日）

対前第３四
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  350,666   119,820   △230,846 591,496   

２．買掛金  199,630   112,288   △87,342 224,083   

３．短期借入金  99,000   －   △99,000 300,000   

４．一年内返済予定
長期借入金

※２ 49,680   45,470   △4,210 49,680   

５．未払法人税等  6,532   5,412   △1,120 8,830   

６．製品保証引当金  1,038   4,325   3,287 13,451   

７．その他 ※３ 166,961   50,958   △116,003 49,639   

流動負債合計   873,510 32.8  338,275 14.9 △535,235  1,237,181 38.5

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 227,470   182,000   △45,470 199,300   

２．繰延税金負債  －   31,002   31,002 31,626   

固定負債合計   227,470 8.6  213,002 9.3 △14,467  230,926 7.2

負債合計   1,100,980 41.4  551,278 24.2 △549,702  1,468,108 45.7

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,274,424 47.9  1,274,424 56.1 －  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 22.8  605,524 26.6 －  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 

 －   45,736   45,736 46,657   

 　 別途積立金  8,000   8,000   － 8,000   

繰越利益剰余
金

 △330,047   △209,812   120,234 △187,514   

利益剰余金合計   △322,047 △12.1  △156,076 △6.9 165,971  △132,857 △4.1

株主資本合計   1,557,901 58.6  1,723,872 75.8 165,971  1,747,091 54.3

純資産合計   1,557,901 58.6  1,723,872 75.8 165,971  1,747,091 54.3

負債純資産合計   2,658,882 100.0  2,275,150 100.0 △383,731  3,215,200 100.0

            

インスペック株式会社（6656）平成 20 年４月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 5 －



(2）四半期損益計算書

  
前第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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

対前第３
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   1,055,312 100.0  1,331,299 100.0 275,987  2,254,271 100.0

Ⅱ　売上原価   775,872 73.5  921,271 69.2 145,399  1,633,956 72.5

売上総利益   279,440 26.5  410,027 30.8 130,587  620,315 27.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  434,210 41.2  447,226 33.6 13,015  554,653 24.6

営業利益又は
営業損失(△)

  △154,770 △14.7  △37,198 △2.8 117,571  65,661 2.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  3,823 0.4  2,284 0.2 △1,539  4,320 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  31,880 3.0  6,342 0.5 △25,537  35,509 1.6

経常利益又は
経常損失(△)

  △182,826 △17.3  △41,256 △3.1 141,569  34,473 1.5

Ⅵ　特別利益 ※３  200 0.0  4,200 0.3 4,000  78,284 3.5

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

税引前四半期
純損失(△)又
は税引前当期
純利益

  △187,516 △17.8  △37,056 △2.8 150,459  107,867 4.8

法人税、住民
税及び事業税

 5,695   3,830    7,000   

法人税等調整
額

 △53,219 △47,524 △4.5 △17,668 △13,837 △1.1 33,686 51,668 58,669 2.6

四半期純損失
(△)又は当期
純利益

  △139,992 △13.3  △23,219 △1.7 116,773  49,197 2.2
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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）

 

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

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

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

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

平成19年１月31日残高（千円） 1,274,424 605,524 605,524 8,000 △330,047 △322,047 1,557,901 1,557,901

 　　 当第３四半期会計期間（自平成19年５月１日　至平成20年１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３四半期会計期
間中の変動額

固定資産圧縮積
立金取崩額

   △920  920 － － －

四半期純損失      △23,219 △23,219 △23,219 △23,219

第３四半期会計期
間中の変動額合計
（千円）

－ － － △920 － △22,298 △23,219 △23,219 △23,219

平成20年１月31日
残高（千円）

1,274,424 605,524 605,524 45,736 8,000 △209,812 △156,076 1,723,872 1,723,872
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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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

対前第３四
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

 △187,516 △37,056 150,459 107,867

減価償却費  50,590 53,152 2,561 72,358

株式交付費  13,975 － △13,975 13,975

支払利息  6,077 4,064 △2,012 8,655

社債利息  325 － △325 325

受取利息及び受取配当
金

 △1,140 △165 974 △1,290

補助金収入  － － － △78,284

固定資産除却損  3,177 － △3,177 3,177

売上債権の増減額  16,436 841,098 824,661 △861,785

たな卸資産の増減額  △750,536 44,683 795,219 △513,275

製品保証引当金の増減
額

 △1,455 △9,125 △7,670 10,957

貸倒引当金の増減額  △200 △4,200 △4,000 4,000

仕入債務の増減額  169,361 △583,471 △752,833 434,644

その他  △119,406 △5,631 113,775 △296,385

小計  △800,311 303,347 1,103,658 △1,095,060

利息及び配当金の受取
額

 1,123 165 △957 1,296

利息の支払額  △6,169 △2,739 3,430 △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  △2,820 △4,964 △2,143 △2,820

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △808,177 295,809 1,103,987 △1,059,873

インスペック株式会社（6656）平成 20 年４月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 9 －



  
前第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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

対前第３四
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

     

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △303,778 △10,054 293,724 △307,419

無形固定資産の取得に
よる支出

 － △1,642 △1,642 △900

その他  △2,207 △146 2,061 51,465

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △305,986 △11,842 294,143 △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  △121,000 △300,000 △179,000 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

 △222,648 △21,510 201,138 △250,818

社債償還による支出  △48,000 － 48,000 △48,000

株式の発行による収入  1,117,174 － △1,117,174 1,117,174

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 935,525 △321,510 △1,257,035 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

 △178,638 △37,542 141,095 △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

 419,909 352,632 △67,276 390,175

インスペック株式会社（6656）平成 20 年４月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 10 －



(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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１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

　　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

―――

(1）有価証券

―――

(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

同左

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　　　　　　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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１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

　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 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

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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１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。

 ――― （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。
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(7）表示方法の変更

前第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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31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

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年１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

275,141千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

345,618千円

※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 422,792千円

土地 20,000千円

計 442,792千円

建物 411,119千円

構築物 21,309千円

土地 20,000千円

計 452,429千円

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。

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

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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１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　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 126千円

消費税等還付加算金 1,006千円

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 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

為替差損  4,226千円

上場関連費用 6,970千円

支払利息 4,064千円

手形売却損 28千円

為替差損 1,389千円

たな卸資産返品損 820千円

支払利息 8,655千円

社債利息 325千円

株式交付費 13,975千円

手形売却損  500千円

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 200千円 貸倒引当金戻入益 4,200千円 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 3,177千円

補助金返還損 1,712千円

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 48,078千円

無形固定資産 2,505千円

有形固定資産 50,401千円

無形固定資産 2,750千円

有形固定資産 68,693千円

無形固定資産 3,640千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

　前第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．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

　当第３四半期会計期間（自平成19年５月１日　至平成20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 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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１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３四半期末残高と四半

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３四半期末残高と四半

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19年１月31日現在） （平成20年１月31日現在） （平成19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
△73,767千円

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） 

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 352,632千円

現金及び現金同等物 352,632千円

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
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（リース取引関係）

前第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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１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３四半期末残高相当額

(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３四半期末残高相当額

(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）

第３四
半期末
残高相
当額
（千円）

車両運搬具 3,764 1,270 2,494

工具器具備品 22,336 9,816 12,520

ソフトウェア 9,246 2,918 6,328

合計 35,348 14,004 21,343

 

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３四半期末残高相当額 (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 7,791千円

１年超 16,226千円

合計 24,018千円

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 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 6,015千円

減価償却費相当額 5,486千円

支払利息相当額 720千円

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及び第３四半期貸借対照表計上額 

 
前第３四半期会計期間末

（平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成20年１月31日）

前事業年度末

（平成19年４月30日）

その他有価証券    

　 公社債投資信託（千円） 100,206 － －

　 非上場株式（千円） 500 500 500

（デリバティブ取引関係）

　前第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。

 

　当第３四半期会計期間（自平成19年５月１日　至平成20年１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） 

　　当事業年度につきましては、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、当事業年度

　末では、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。

　当第３四半期会計期間（自平成19年５月１日　至平成20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。

インスペック株式会社（6656）平成 20 年４月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 18 －



（１株当たり情報）

前第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
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１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 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 161,668.62円

１株当たり四半期純損

失金額
△2,177.53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
(自　平成19年５月１日
至　平成20年１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）
△139,992 △23,219 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）
△139,992 △23,219 49,197

期中平均株式数（株） 10,236 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

151株）及び新株引受権

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。 

　当第３四半期会計期間（自平成19年５月１日　至平成20年１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
（自 平成19年５月１日
至 平成20年１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 838,100 79.4 965,700 72.5 1,690,250 75.0

 テープ検査装置 649,500 61.5 867,800 65.2 1,396,500 62.0

 ＢＧＡ検査装置 70,300 6.7 58,900 4.4 133,950 5.9

 リードフレーム検査装置 118,300 11.2 39,000 2.9 159,800 7.1

フラットパネルディスプレイ検査装置 － － 201,000 15.1 228,800 10.1

 液晶ＴＦＴアレイ検査装置 － － － － 228,800 10.1

その他 － － 201,000 15.1 － －

その他 217,212 20.6 164,599 12.4 335,221 14.9

合計 1,055,312 100.0 1,331,299 100.0 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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