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1.  平成21年4月期第1四半期の業績（平成20年5月1日～平成20年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年4月期第1四半期 171 ― △143 ― △144 ― △144 ―
20年4月期第1四半期 352 56.4 △25 ― △27 ― △26 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年4月期第1四半期 △13,597.09 ―
20年4月期第1四半期 △2,479.75 ―

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

21年4月期第1四半期 1,707 1,294 75.9 121,429.42
20年4月期 2,023 1,439 71.2 135,026.52

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  1,294百万円 20年4月期  1,439百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年4月期 ― ― ― ― ―
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期累計期間 680 ― △130 ― △140 ― △140 ― △13,129.51
通期 1,800 △12.6 30 ― 20 ― 20 ― 1,875.65

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第1四半期  10,663株 20年4月期  10,663株
② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  0株 20年4月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第1四半期  10,663株 20年4月期第1四半期  10,663株

※業績予想の適切な利用に関する説明 
1. 本資料に記載している業績予想等に関する将来に関する記述には、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、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。 
2. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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１四半期におけるわが国経済は、サブプライム問題を発端とした米国経済の減速傾向が顕著になってきたこと

に加え、原油価格や原材料の高騰などによる企業収益の悪化や消費の低迷など、景気の先行きの不透明感が一層増加

してきております。

　当社をとりまくエレクトロニクス業界においては、景気の不透明感を背景に、電子部品メーカーによる生産調整の

実施や設備投資に対する慎重な姿勢への転換など、デジタル家電市場の激しい価格競争も相俟って非常に厳しい経営

環境が続いております。

　このような状況の中で、当社は、ＴＡＢテープのファイン製品対応パターン検査装置（ＡＯＩ）及び新製品の最終

外観検査装置（ＡＶＩ）の両テープ検査装置とファイン化が進んでいるＢＧＡ・ＣＳＰ検査装置を中心に受注獲得に

努めてまいりました。

　研究開発では、ＡＶＩ及びファイン化対応のＢＧＡ・ＣＳＰ検査装置の応用開発に続き、新製品の開発においては、

精密基板ＡＯＩ検査装置及び高速インライン検査装置の早期完成に向けて注力しております。

　この結果、売上高１億71百万円（前年同期比51.4％減）、営業損失１億43百万円（前年同期は25百万円の損失）、

経常損失１億44百万円（前年同期は27百万円の損失）、四半期純損失１億44百万円（前年同期は26百万円の損失）と

なりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は、前事業年度に比べ３億16百万円減少し、17億７百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が２億28百万円増加し、受取手形及び売掛金が５億28百万円減少したことによるものです。

　負債の部では、前事業年度に比べ１億71百万円減少し、４億12百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金が１億15百万円減少したことによるものです。

　純資産の部では、前事業年度に比べ１億44百万円減少し、12億94百万円となりました。これは、四半期純損失１億

44百万円を計上したことによるものです。

（キャッシュ・フローの状況）

　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を計上した

ものの、売上債権及びたな卸資産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、前事業年度末

に比べ２億28百万円増加し、当第１四半期会計期間末には４億72百万円となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・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２億43百万円となりました。これは主に、売上債権の減少５億28百万円、仕入債務

の減少１億15百万円及び税引前四半期純損失１億43百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は７百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出８百万円によ

るものです。

（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７百万円となりました。これは、長期借入金の返済７百万円によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の経営成績及び受注高については、当社の主力製品であるＴＡＢテープ検査装置が振るわなかったた

め、非常に厳しい結果となりましたが、ＡＶＩ及びファイン化対応のＢＧＡ・ＣＳＰ検査装置の新製品の受注見通し

が顕在化してきている案件もあり、また、新製品についても加速的に開発を進めている状況を踏まえ、現時点での第

２四半期累計期間及び通期の業績は、平成20年６月10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．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理　

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理　

該当事項はありません。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を当第１四半期会計期間か

ら適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更してお

ります。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が125千円減少し、営業損失、経常損失及び

税引前四半期純損失が125千円それぞれ増加しております。
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 472,148 243,761

受取手形及び売掛金 84,929 613,308

原材料 343,343 358,126

仕掛品 167,419 192,839

その他 21,994 3,630

貸倒引当金 △300 △2,500

流動資産合計 1,089,535 1,409,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 424,578 432,128

その他（純額） 123,167 121,166

有形固定資産合計 547,746 553,294

無形固定資産 32,141 20,771

投資その他の資産 37,615 39,992

固定資産合計 617,503 614,058

資産合計 1,707,039 2,023,226

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 146,096 262,064

一年内返済予定長期借入金 37,130 41,300

未払法人税等 2,591 7,896

製品保証引当金 5,836 11,587

その他 34,996 71,796

流動負債合計 226,651 394,644

固定負債   

長期借入金 155,000 158,000

その他 30,586 30,794

固定負債合計 185,586 188,794

負債合計 412,237 583,438

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,274,424 1,274,424

資本剰余金 605,524 605,524

利益剰余金 △585,146 △440,160

株主資本合計 1,294,801 1,439,787

純資産合計 1,294,801 1,439,787

負債純資産合計 1,707,039 2,023,226

2008/09/10



（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 171,613

売上原価 170,773

売上総利益 840

販売費及び一般管理費 144,615

営業損失（△） △143,774

営業外収益  

受取配当金 403

その他 149

営業外収益合計 553

営業外費用  

支払利息 844

その他 169

営業外費用合計 1,013

経常損失（△） △144,235

特別利益  

貸倒引当金戻入益 2,200

特別利益合計 2,200

特別損失  

事務所解約損 1,444

その他 422

特別損失合計 1,866

税引前四半期純損失（△） △143,902

法人税、住民税及び事業税 1,291

法人税等調整額 △208

法人税等合計 1,083

四半期純損失（△） △144,985
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △143,902

減価償却費 21,418

支払利息 844

受取利息及び受取配当金 △403

事務所解約損 1,444

売上債権の増減額（△は増加） 528,378

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,228

仕入債務の増減額（△は減少） △115,967

その他 △83,983

小計 248,057

利息及び配当金の受取額 403

利息の支払額 △95

法人税等の支払額 △5,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 243,142

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 △151

無形固定資産の取得による支出 △8,371

その他 935

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,586

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △7,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228,386

現金及び現金同等物の期首残高 243,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 472,148

2008/09/10



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 3 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 352,795

Ⅱ　売上原価 255,464

売上総利益 97,331

Ⅲ　販売費及び一般管理費 122,468

営業損失(△) △25,137

Ⅳ　営業外収益 388

Ⅴ　営業外費用 2,810

経常損失(△) △27,558

Ⅵ　特別利益 2,400

税引前四半期純損失(△) △25,158

法人税、住民税及び事業税 1,283

法人税等調整額 －

四半期純損失(△) △26,441
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

区分 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(△) △25,158

減価償却費 15,383

支払利息 1,401

受取利息及び受取配当金　 △39

売上債権の増減額 410,830

たな卸資産の増減額 △27,992

仕入債務の増減額　 △462,433

その他 △51,228

小計 △139,237

利息及び配当金の受取額 39

利息の支払額 △702

法人税等の支払額　 △5,050

営業活動によるキャッシュ・フロー △144,950

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 △1,196

その他 130

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,066

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 △150,000

長期借入金の返済による支出 △7,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,170

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △303,186

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 390,175

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 86,989

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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