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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8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5月期第1四半期 269 ― △536 ― △556 ― △359 ―

20年5月期第1四半期 1,077 160.6 △295 ― △332 ― △220 ―

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5月期第1四半期 △59.23 ―

20年5月期第1四半期 △36.33 ―

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5月期第1四半期 9,174 2,531 27.6 417.12
20年5月期 10,036 2,883 28.7 475.08

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  2,541百万円 20年5月期  2,900百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31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  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2四半期連結累計期間 1,400 ― △722 ― △822 ― △453 ― △74.63

通期 6,810 13.3 441 ― 241 ― 97 ― 15.98

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）  無  

(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  

(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） 

※ 業績予想の適切な理由に関する説明、その他特記事項 
１．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当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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5月期第1四半期  6,069,850株 20年5月期  6,069,850株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  165株 20年5月期  165株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  6,069,685株 20年5月期第1四半期  6,069,685株
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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、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱に加え、原油・原材料価格の高騰の影響により景気の先行き不透明感が増加してまいりました。

　こうした環境のもと、当社グループの参画しております半導体業界も、半導体デバイスについて価格が急落すると

ともに、需要の伸びが減退したことにより、設備投資が低調に推移し、厳しい環境が続きました。

　そのような状況下で、当社グループは当初の予定通り当第１四半期連結会計期間の売上は低調に推移した中、第２

四半期連結会計期間から出荷を予定している新製品の開発を中心に、高度化するウェーハ検査・測定への需要への対

応を行ってまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高269,845千円、経常損失556,621千円、当期純損失359,528千円となり

ました。

　営業品目別の売上高は次のとおりであります。　

　ウェーハ検査装置におきましては、国内ウェーハメーカー向けにエッジ検査装置を販売するとともに、出荷済み製

品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は97,830千円となりました。

　ウェーハ測定装置におきましても、出荷済み製品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上

高は125,398千円となりました。

　その他装置におきましても、出荷済み製品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は

8,433千円となりました。

　商品におきましても、出荷済み商品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は38,183千

円となりました。 

２．連結財政状態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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ430,645千円

減少し、1,304,163千円となりました。また、当連結会計年度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、765,914千円となりました。これは、売上債権が862,503千円減少したものの、税

金等調整前四半期純損失を556,621千円を計上し、仕入債務が831,307千円減少し、たな卸資産が304,089千円増加した

こと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11,192千円となりました。これは、定期預金の預入による支出が4,601千円あったこ

と及び有形固定資産の取得による支出が4,041千円あったこと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）

　財務活動の結果獲得した資金は、342,697千円となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出185,191

千円があった一方、長期借入金の借入れによる収入が600,000千円あったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年７月10日に開示しました平成21年５月期の業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間において

ほぼ計画通りに推移しておりますので、変更はありません。
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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）

　該当事項はありません。

（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

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高は、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定しています。

（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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 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、評価基準は、製品、商品、仕掛品については、個別法による原価法から個別

法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、原材料については、主に月次総平均法による原価法

から主に月次総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、貯蔵品については、最終仕入原

価法から最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、により算定しております。

　なお、この変更による損益への影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、この変更による損益への影響はありません。 

④　売上計上基準の変更

　当社はユーザーへの直接販売については従来、装置の据付完了をもって、売上計上を認識する引渡基準を採用

しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、装置の検収をもって売上を認識する検収基準に変更しまし

た。

　この変更は、売上計上基準をより確実性のある検収基準に変更することにより、製品の出荷から検収までの管

理をより適切かつ厳格に行うためのものであります。

　なお、この変更による損益への影響はありません。  

⑤　費用区分の変更について

　当第１四半期連結会計期間より、組織変更に伴い、営業・管理部門と開発・生産部門の区分を明確に行い、費

用区分の変更を行いました。

　その結果、従来の方法に比べ、売上総損失が47,213千円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ

58,608千円増加し、また仕掛品が58,608千円増加しました。 
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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８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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,419,612 1,845,656

受取手形及び売掛金 2,427,000 3,289,339

商品 25,010 19,354

製品 － 23,396

原材料 615,009 591,752

仕掛品 2,004,745 1,703,681

貯蔵品 1,645 1,645

繰延税金資産 357,119 166,949

その他 226,239 203,166

流動資産合計 7,076,381 7,844,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 683,674 696,262

その他（純額） 397,291 436,269

有形固定資産合計 1,080,966 1,132,532

無形固定資産   

のれん 544,751 583,662

その他 217,561 224,192

無形固定資産合計 762,313 807,855

投資その他の資産   

繰延税金資産 60,795 52,613

その他 194,285 198,493

投資その他の資産合計 255,080 251,107

固定資産合計 2,098,360 2,191,494

資産合計 9,174,741 10,036,436
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,008,879 1,849,184

短期借入金 500,000 540,000

1年内返済予定の長期借入金 1,853,410 1,921,499

1年内償還予定の社債 72,000 64,000

未払法人税等 5,260 11,902

製品保証引当金 9,013 10,403

その他 232,840 237,200

流動負債合計 3,681,404 4,634,189

固定負債   

長期借入金 2,741,550 2,258,652

社債 220,000 260,000

固定負債合計 2,961,550 2,518,652

負債合計 6,642,954 7,152,841

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,200 1,072,200

資本剰余金 2,100,221 2,100,221

利益剰余金 △630,899 △271,370

自己株式 △302 △302

株主資本合計 2,541,219 2,900,748

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △9,431 △17,153

純資産合計 2,531,787 2,883,594

負債純資産合計 9,174,741 10,036,436
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（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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 269,845

売上原価 277,678

売上総損失（△） △7,832

販売費及び一般管理費 529,099

営業損失（△） △536,931

営業外収益  

受取利息 1,475

受取配当金 4

為替差益 6,819

受取賃貸料 2,802

雑収入 231

営業外収益合計 11,332

営業外費用  

支払利息 17,171

支払手数料 13,193

雑損失 656

営業外費用合計 31,021

経常損失（△） △556,621

税金等調整前四半期純損失（△） △556,621

法人税、住民税及び事業税 1,258

法人税等調整額 △198,350

法人税等合計 △197,092

四半期純損失（△） △359,528
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（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６月１日 
 至 平成20年８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損失（△） △556,621

減価償却費 75,656

のれん償却額 38,910

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,390

受取利息及び受取配当金 △1,479

支払利息 17,171

為替差損益（△は益） △1,251

売上債権の増減額（△は増加） 862,503

たな卸資産の増減額（△は増加） △304,089

仕入債務の増減額（△は減少） △831,307

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,800

その他の負債の増減額（△は減少） △35,150

長期前払費用の増減額（△は増加） 6,990

小計 △749,856

利息及び配当金の受取額 2,222

利息の支払額 △15,796

法人税等の支払額 △2,483

営業活動によるキャッシュ・フロー △765,914

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 △4,601

有形固定資産の取得による支出 △4,041

その他 △2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,192

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △40,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △185,191

社債の償還による支出 △32,000

配当金の支払額 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー 342,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △430,645

現金及び現金同等物の期首残高 1,734,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,304,163
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　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

　該当事項はありません。

（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６月１日　至平成20年８月31日）

　当社グループは、同一セグメントに属する、ウェーハ検査装置及びウェーハ測定装置の開発、設計、製造及び

販売を主たる業務としており、当該事業以外に事業種類がないため、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６月１日　至平成20年８月31日）

　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

当第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年８月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。
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「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19年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,077,412

Ⅱ　売上原価 764,222

売上総利益 313,189

Ⅲ　販売費及び一般管理費 609,187

営業損失（△） △295,998

Ⅳ　営業外収益 6,618

1．受取利息 1,455

2．受取配当金 4

3．受取リース料 1,960

4．補助金収入 2,855

5．雑収入 343

Ⅴ　営業外費用 43,363

1．支払利息 32,280

2．為替差損 5,241

3．支払手数料 4,818

4．雑損失 1,023

経常損失（△） △332,743

税金等調整前四半期純損失（△） △332,743

法人税、住民税及び事業税 1,271

法人税等調整額 △113,499

四半期純損失（△） △220,514
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（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５月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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（△） △332,743

減価償却費 47,018

のれん償却額 38,910

貸倒引当金の増加額 70

製品保証引当金の増加額 2,959

為替差益 △2,022

受取利息及び受取配当金 △1,459

支払利息 32,280

売上債権の増加額　 △122,096

たな卸資産の増加額 △90,662

その他流動資産の増加額 △40,082

仕入債務の減少額 △646,513

その他流動負債の増加額 9,224

長期前払費用の減少額　 4,526

小計 △1,100,589

利息及び配当金の受取額 1,459

利息の支払額 △18,186

法人税等の支払額 △115,126

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,232,443

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 △4,551

有形固定資産の取得による支出 △1,086

無形固定資産の取得による支出　 △479

その他投資等の増加額 △1,258

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,376
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前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増額 29,000

長期借入金の借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △280,734

社債の償還による支出 △32,000

配当金の支払額 △43,135

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,869

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,540

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,371,229

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,335,079

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 963,850

（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）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５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、ウェーハ検査装置及びウェーハ測定装置の開発、設計、製造及

び販売を主たる業務としており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年５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５月期第１四半期）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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