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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 962 ― 19 ― 18 ― △70 ―

20年4月期第1四半期 999 △33.6 △629 ― △635 ― △640 ―

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 △1,661.48 ―

20年4月期第1四半期 △14,696.03 ―

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 5,616 3,663 65.2 86,849.65
20年4月期 5,865 3,744 63.2 87,918.39

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  3,660百万円 20年4月期  3,708百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期連結累計期間 1,379 ― △198 ― △209 ― △289 ― △6,863.07

通期 4,747 1.2 134 ― 116 ― 40 ― 969.61

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年６月30日に発表いたしました内容より修正をおこなっております。具体的な内容につきましては、平成20年９
月12日発表の「開示事項の一部修正、及びそれに伴う業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
・平成21年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の様々な要因によって変動する場合がありま
す。 
・当連結会計年度より「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方針」（企業会計基準第14号）を適
用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 0 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 KOHT Co.,Ltd. ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  43,651株 20年4月期  43,651株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  1,469株 20年4月期  1,469株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  42,182株 20年4月期第1四半期  42,809株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、内閣府が発表した４～６月期の実質ＧＤＰ成長率の速報値

が前年同期比0.6％減（年率換算2.4％減）となるなど、原油価格の高騰、消費財の価格上昇等を背景に、厳しい

状況となりました。 

 このような環境の中、当社グループが属する電子基板業界、特にフレキシブル基板（注１）、テープ基板（注

２）業界において、一部の基板メーカー等により、設備投資の縮小・延期等が相次いで表明される等、当社が対

象とする業界も決してよいとは言えない状況が続きました。また、フラットパネルディスプレイ業界におきまし

ては、北京オリンピックの開催による液晶テレビ等の薄型テレビの販売増が見られたものの、巨額の設備投資を

発表する企業が存在する一方で、当該装置の価格競争も一層激化する傾向に歯止めがかかっておらず、依然とし

て厳しい経営環境が継続いたしました。 

 このような状況の下で、当社グループは、ユーザーの要望に対し非接触電気検査技術を応用した技術にて応え

るべく研究開発を重ねるとともに、ユーザーの満足を最大限に獲得することを目標として、サービスサポート体

制の充実及び装置の改善に取り組んでまいりました結果、ほぼ当初計画どおりの売上を計上することができてお

ります。 

 また、利益につきましては、事業再建策として策定しているとおり、ガラス基板検査装置のロット発注等の施

策を通じた原価低減等に努めた結果、売上総利益率も29.1％台になるなど、一定の改善が図られつつあります。 

 一方、子会社であったKOHT Co.,Ltdの株式売却に関わる関係会社株式売却損67,680千円、特許権出願取下損失

5,666千円等を特別損失として計上いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は962,319千円（前年同期比3.7％減）、経常利益は

18,972千円（前年同期は経常損失635,615千円）、四半期純損失は70,084千円（前年同期は四半期純損失640,864

千円）となりました。 

  部門別の業績は次のとおりであります。 

 ① 非接触電気検査装置部門 

   当社の主力製品群のひとつであるテープ基板検査装置の顧客での設備投資が低迷いたしましたが、プリント基

板（注３）向け検査装置について、ほぼ当初計画どおりに推移いたしました。また、ガラス基板検査装置につい

ては、顧客の要請による納期前倒し出荷を行った結果、当初計画を上回り順調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は712,182千円（前年同期比19.3％増）となりました。 

 ② 接触電気検査装置部門 

   当該製品が対象としているプリント基板はその生産拠点を徐々に東南アジアへと移しておりますが、ハイブリ

ッド車等に使用される車載向け基板などの生産は日本国内において引続き行われております。そういった中、当

社は、短納期、高品質、高精度というユーザーの要望に応えることで、受注の増大に注力いたしましたが、装

置、治具（注４）の販売ともにほぼ当初計画どおりに推移いたしました。 

 この結果、売上高は240,789千円（同2.8％減）となりました。 

 ③ その他部門 

   他社が製造している外観検査装置及びプリント基板製造装置等を当社においてユーザーの要望に合わせてカス

タマイズして販売を行っております。当連結第１四半期会計期間におきましては、外観検査装置及びプリント基

板製造装置ともに当初計画どおりに推移いたしました。 

 この結果、売上高は9,347千円（同94.0％減）となりました。 

  所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ① 日本 

   ガラス基板向け検査装置の売上が納期前倒しにより好調に推移したため、売上高は803,724千円、営業利益は

19,869千円となりました。 

 ② 韓国 

   ガラス基板向け検査装置の販売が好調に推移し、売上高は132,249千円となりましたが、円高による当社から

の仕入コスト負担増から、営業損失は219千円となりました。 

 ③ その他 

   中国においては、非接触検査装置用治具の販売を伸ばすことができましたが、台湾及びタイにおいて減収とな

り、売上高は127,839千円となり、営業損失は11,801千円となりました。 

＜用語解説＞ 

注１：フレキシブル基板 

柔軟性を持ったプリント基板のことで、折り曲げが可能なことから、実装スペースの限られる携帯電話やデジタ



ルカメラなどの小型製品に用いられています。 

注２：テープ基板 

柔軟性を持ったテープ状の基板のことで、液晶パネルの周辺に装着されて画面を駆動する等の用途に用いられて

います。 

注３：プリント基板 

電子回路等の配線を絶縁体の板に形成した基板で、あらゆる電気機器に用いられています。 

注４：治具 

検査装置に検査対象基板を装着するための個別専用器具のことです。絶縁性のある樹脂製の板上に、検査対象基

板の接続ポイントに接触するように数百から数千のピンを配置しています。 

注５：ガラス基板 

絶縁体であるガラスに電子回路を形成した基板で、ＬＣＤ（液晶表示装置）やＰＤＰに用いられています。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態に関する分析） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、5,616,106千円となり、前連結会計年度末に比べ248,928千円減少い

たしました。この減少の主な内容は、受取手形及び売掛金の減少292,129千円等であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、1,952,614千円となり、前連結会計年度末に比べ168,149千円減少

いたしました。この減少の主な内容は、支払手形及び買掛金の減少76,904千円等であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、3,663,491千円となり、前連結会計年度末に比べ80,778千円減少

いたしました。この減少の主な内容は、剰余金の減少70,084千円等であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結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、前連結会計年度末に比

べ74,954千円減少し、1,018,910千円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果増加した資金は、

83,177千円（前年同期は35,609千円の減少）となりました。これは、主にたな卸資産の増加（192,872千円）、及

び売上債権の減少（253,100千円）を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・フローは、当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、

158,544千円（前年同期は555,062千円の減少）となりました。これは主に、関係会社株式売却による収入

（△144,504千円）を計上したことによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、

6,961千円（前年同期は14,895千円の減少）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額（20,000千円）、

及び長期借入金の返済による支出（26,956千円）を計上したことによるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年４月期通期見通しにつきましては、当社グループの属する電子基板業界、特にガラス基板（注５）業界に

おいて販売・価格競争の激化による利益率の低下に起因して設備投資の縮小・延期等が相次いでおりましたが、昨年

末以来、薄型テレビのパネルメーカーの再編が行われたことより、新たに大型の設備投資も相次いで発表されており

ます。この事態を受け、当社のガラス基板の検査装置に対する商談件数は増加傾向にあり、今後、当該装置の売上高

は堅調に推移するものと見込んでおります。 

 また、一昨年設立したタイ子会社（OHT Technical Service (Thailand) Co., Ltd.)において、治具（注５）製造

環境を整え、同国内ユーザーへの治具等の出荷が本格化すると見込まれること等から、プリント基板向け非接触型検

査装置及び接触型検査装置並びにその治具売上につきましても比較的堅調に推移すると見込んでおります。 

 なお、前述の通りパネルメーカーとの商談件数は増加傾向にありますが、当該パネルメーカーへの当社製品の出荷

ならびに設置時期は販売先の都合により期末に集中する傾向があります。その為、当社のガラス基板検査装置の出荷

台数は前年度を上回ることが予想されておりますが、出荷時期の前倒し、または後ずれにより期をまたぐ可能性は多

分にあると考えております。また、当該ユーザーからの値引き要求は厳しいものがあり、全社挙げての原価低減を進

めておりますが、そのような値引き要求の結果、利益率の低下をもたらす可能性がある点についても警戒しておりま

す。 

 この結果、連結売上高は4,747百万円（前年同期比1.2％増）を予想しております。また、利益につきましては、ガ

ラス基板向け検査装置の受注が堅調に推移するものと考えられ、連結経常利益は116百万円（前年同期は連結経常損

失533百万円）、連結当期純利益は前述の特別損失を加味し40百万円（前年同期は連結当期純損失1,189百万円）を見

込んでおります。 

（特別損失の計上に伴い、連結業績予想を修正しております。本日開示しております「開示事項の一部修正、及びそ

れに伴う業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 



４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

① 新規 

 該当事項はありません。 

② 除外 

 当第１四半期連結会計期間において連結子会社であったKOHT Co.,Ltd.は、当社が所有する全株式を譲渡した

ため子会社ではなくなりました。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

（３）四半期連結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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第１四半期連結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（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 

これによる損益への影響はありません。 

③ 売上計上基準の変更  

 従来、当社が製造・販売する装置の売上計上は出荷基準で行なっておりましたが、平成20年5月1日より、

設置完了基準にて売上計上を行なう方法に変更しております。 

 当社製品は半ファブレスにて製造していることから、当社と製造委託会社から出荷するものが混在してお

り、また海外輸出時には売上計上日が工場出荷時や船積み時など、曖昧な運用になっておりしたので、売上

計上日を明確にするために、顧客工場に製品が搬入され、顧客により設置されたことを証する書類をもって

売上計上することといたしました。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,155,705 1,229,000

受取手形及び売掛金 1,373,375 1,665,504

製品 386,053 451,942

原材料 245,584 239,669

仕掛品 722,355 555,672

繰延税金資産 6,278 6,244

その他 157,643 87,795

貸倒引当金 △27,619 △27,920

流動資産合計 4,019,376 4,207,909

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 219,310 220,765

機械装置及び運搬具（純額） 392,640 416,434

工具、器具及び備品（純額） 58,308 63,781

土地 580,826 580,826

建設仮勘定 19,600 19,600

有形固定資産合計 1,270,685 1,301,408

無形固定資産   

のれん 8,734 9,826

その他 258,763 267,567

無形固定資産合計 267,498 277,394

投資その他の資産   

投資有価証券 11,226 11,226

敷金及び保証金 28,407 35,460

繰延税金資産 14,393 15,826

その他 6,817 18,108

貸倒引当金 △2,300 △2,300

投資その他の資産合計 58,545 78,322

固定資産合計 1,596,729 1,657,125

資産合計 5,616,106 5,865,034



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,000,337 1,077,242

短期借入金 350,000 330,000

1年内返済予定の長期借入金 84,320 91,026

未払費用 55,901 55,267

未払法人税等 12,006 57,759

賞与引当金 10,738 34,553

関係会社整理損失引当金 7,000 7,000

その他 148,746 156,532

流動負債合計 1,669,049 1,809,380

固定負債   

長期借入金 280,250 300,500

退職給付引当金 3,315 10,883

固定負債合計 283,565 311,383

負債合計 1,952,614 2,120,763

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,860,085 2,860,085

資本剰余金 2,847,869 2,847,869

利益剰余金 △1,893,576 △1,823,492

自己株式 △174,211 △174,211

株主資本合計 3,640,167 3,710,252

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 20,501 △1,678

評価・換算差額等合計 20,501 △1,678

少数株主持分 2,822 35,697

純資産合計 3,663,491 3,744,270

負債純資産合計 5,616,106 5,865,034



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 962,319

売上原価 682,261

売上総利益 280,058

販売費及び一般管理費  

役員報酬 19,551

給料及び手当 69,938

賞与 4,716

旅費及び交通費 31,920

広告宣伝費 7,214

運賃 4,939

地代家賃 10,984

支払手数料 31,750

賞与引当金繰入額 5,357

退職給付費用 799

減価償却費 11,849

のれん償却額 1,091

その他 60,556

販売費及び一般管理費合計 260,670

営業利益 19,387

営業外収益  

受取利息 251

為替差益 357

受取手数料 1,342

その他 349

営業外収益合計 2,301

営業外費用  

支払利息 2,542

手形売却損 155

その他 18

営業外費用合計 2,716

経常利益 18,972

特別利益  

固定資産売却益 233

貸倒引当金戻入額 114

退職給付引当金戻入額 1,230

特別利益合計 1,578



（単位：千円）

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

特別損失  

特許権出願取下損失 5,666

子会社株式売却損 67,680

その他 1,969

特別損失合計 75,316

税金等調整前四半期純損失（△） △54,765

法人税、住民税及び事業税 17,068

法人税等調整額 175

法人税等合計 17,243

少数株主損失（△） △1,924

四半期純損失（△） △70,084



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 △54,765

減価償却費 42,738

のれん償却額 1,091

固定資産売却損益（△は益） △233

貸倒引当金の増減額（△は減少） △114

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,053

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,165

受取利息及び受取配当金 △251

支払利息 2,542

為替差損益（△は益） △135

関係会社株式売却損益（△は益） 67,680

たな卸資産評価損 919

特許権出願取下損失 5,666

売上債権の増減額（△は増加） 253,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △192,872

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,420

仕入債務の増減額（△は減少） 28,425

未払費用の増減額（△は減少） △1,975

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,793

小計 111,386

利息及び配当金の受取額 148

利息の支払額 △2,730

法人税等の支払額 △25,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,177

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △7,206

定期預金の払戻による収入 5,546

有形固定資産の取得による支出 △5,676

有形固定資産の売却による収入 1,290

無形固定資産の取得による支出 △2,979

関係会社株式の売却による収入 △144,504

敷金及び保証金の差入による支出 △10,454

その他の支出 5,439

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,544

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（△は減少） 20,000

長期借入金の返済による支出 △26,956

配当金の支払額 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,961



（単位：千円）

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

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,954

現金及び現金同等物の期首残高 1,093,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,018,910



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは第10期連結会計年度から３期連続して営業損失を計上し、第13期連結会計年度は営業利益を確

保したものの、第14期連結会計年度におきましても、営業損失497,346千円、経常損失533,664千円、当期純損失

1,189,851千円を計上しており、当第１四半期連結会計期間におきましては、営業利益19,387千円、経常利益

18,972千円を確保したものの、四半期純損失70,084千円を計上しておりますます。 

 さらに、平成20年３月31日に行った金融商品取引法第24条の２第１項に基づく過年度の有価証券報告書の訂正

報告書の提出等による信用低下の影響も少なからず想定され、現取引金融機関からの新たな資金調達が困難な状

況にあることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、当社グループは事業の再建策を策定し、収益構造を再構築し安定した経営基盤の確立

に取り組んでおります。 

 事業再建策の骨子は、①主としてガラス基板向け検査装置における製造委託先へのロット発注による仕入金額

の低減、製造委託先の探索と変更及び共通する原材料の一括発注による原価低減を通じた当該製品群の利益率の

向上②主としてガラス基板検査装置におけるサービスサポート料の獲得③高採算部門としての治具ビジネスへの

集中投資による世界展開の実施④当社主力製品群の業界動向を加味した柔軟な組織変更の実施であります。これ

らの再建策を 優先課題と位置づけ、諸施策を実行しております。なお、子会社を含めた事業ポートフォリオの

全般的な見直しの一環として、子会社の一部解散手続の開始又は子会社株式の売却を行いました。 

 財務面におきましては、取引金融機関に対して引き続き借入金の借換及び新たな借入枠の設定等を含めた協力

を要請していた結果、現取引金融機関からは、短期借入金について借換手続きを行なうことができるなどの協力

を得ることができております。また、大口の受注先に対する回収条件の見直しも交渉を継続しており、一部の顧

客からは、回収期間の短縮の同意を得ることができた上に、主要仕入先との間では、これまでの支払条件を継続

することで同意を得ることができ、資金繰計画は改善されました。これにより、今後１年間の運転資金の確保が

見込まれる状況にあります。 

 さらに、事業会社等に対する財務支援も含めた業務支援並びに経営支援等の要請も継続しており、業務提携や

資本提携も視野に入れた抜本的な資本政策の実施について、具体的に検討を開始しております。 

 上記の事業再建策が確実に実行されることで、収益構造、財務構造の改善が図られる予定であります。 

 四半期連結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四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 



（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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

 当社グループは、同一セグメントに属するプリント基板、半導体パッケージ基板及びガラス基板に向け電気検

査装置並びにプリント基板製造装置等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事

項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年７月31日） 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年７月31日） 

（注） 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（６）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。 

 
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

  売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 741,737 111,095 109,487 962,319 － 962,319 

(2）
セグメント間の内部売上
高又は振替高 61,987 20,934 6,549 89,470 △89,470 －

  計 803,724 132,029 116,036 1,051,791 △89,470 962,319 

 
営業利益及び営業損失
（△） 19,869 △219 △11,801 7,848 11,539 19,387 

  韓国 中国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 269,466 220,216 50,706 540,387 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 962,319 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
28.0 22.9 5.3 56.2 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

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 999,803 

Ⅱ 売上原価 1,306,720 

売上総損失 △306,917 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

1.役員報酬  31,950 

2.給与手当  82,141 

3.旅費交通費 47,449 

4.支払手数料 24,817 

5.販売手数料 3,436 

6.のれん償却費 1,091 

7.賞与引当金繰入額 4,688 

8.その他 127,394 

販売費及び一般管理費 322,969 

営業損失 △629,886 

Ⅳ 営業外収益   

1.受取利息 807 

2.為替差益 11,131 

3.その他 994 

 営業外収益合計 12,934 

Ⅴ 営業外費用   

1.支払利息 1,655 

2.手形等売却損 1,096 

3.新株交付費 3,419 

4.持分法による投資損失 12,251 

5.その他 239 

 営業外費用合計 18,662 

経常利益 △635,615 

 



科目 

前年同四半期 
（平成20年４月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

税金等調整前四半期純利益 △635,615 

法人税、住民税及び事業税 5,028 

少数株主利益 220 

四半期純利益 △640,864 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・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   

税金等調整前四半期純損
失 

△635,615 

減価償却費 25,342 

のれんの償却 1,091 

貸倒引当金の増加額 39 

賞与引当金の減少額 △24,018 

退職給付引当金の増加額 249 

受取利息及び受取配当金 △808 

支払利息 1,655 

為替差損 29 

株式交付費 3,419 

持分法による投資損失 12,251 

売上債権の減少額 607,248 

たな卸資産の減少額 302,449 

その他流動資産の増加 △20,725 

仕入債務の減少額 △289,673 

未払費用の減少額 △143 

その他流動負債の減少額 3,586 

小計 △13,620 

利息及び配当金の受取額 808 

利息の支払額 △1,803 

法人税等の支払額 △20,994 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△35,609 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金の預入による支
出 

△18,244 

定期預金の払戻による支
出 10,028 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△531,149 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△9,471 

敷金保証金の増加 △4,378 

その他投資等の増加額 △1,851 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△555,062 

 



 
前年同四半期 

（平成20年４月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 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 

△12,472 

社債の転換による支出 △3,419 

株式の発行による収入 1,035 

配当金の支払額 △40 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△14,895 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 1,825 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額 

△603,741 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 2,904,671 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 2,300,929 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年４月期第１四半期） 

 当社グループは、同一セグメントに属するプリント基板、半導体パッケージ基板及びガラス基板向け電気検

査装置並びにプリント基板製造装置等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため当該

事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年４月期第１四半期） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年４月期第１四半期） 

  中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 376,680 28,511 31,188 37,954 474,334 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 999,803 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
37.7 2.8 3.1 3.8 47.4 
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