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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9月30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6月期第1四半期 751 ― △94 ― △99 ― △108 ―
20年6月期第1四半期 897 △57.6 △45 ― △59 ― △69 ―

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6月期第1四半期 △2,171.03 ―
20年6月期第1四半期 △2,025.70 ―

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6月期第1四半期 2,467 794 32.2 15,803.16
20年6月期 2,740 906 33.1 18,214.32

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  794百万円 20年6月期  906百万円

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6月期 ― ― ― ― ―
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6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 2,000 △2.7 △50 ― △77 ― △47 ― ―
通期 5,200 11.1 180 14.9 120 12.1 100 △18.4 1,988.66

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、４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、５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6月期第1四半期  50,623株 20年6月期  50,103株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  338株 20年6月期  338株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  50,115株 20年6月期第1四半期  34,304株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。  

1/1 ページ

2008/11/07https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=download&uji.id=fw...
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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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融不安や資源価格の高騰によ

る企業収益への悪化懸念、個人消費の伸び悩み等、金融市場の混乱が世界的に広がり景気後退色が鮮明となる

展開となりました。 

当社が属する半導体関連業界におきましても、企業間競争の激化による価格下落に加え、景気後退懸念によ

る個人消費の冷え込みに伴う過剰在庫の発生や設備投資の凍結・延期等が相次ぎ、デジタル家電、携帯電話、

自動車等幅広い分野における収益悪化が顕在化する等、厳しい経営環境下にあります。 

このような市場環境の中、当社は装置販売事業、テクニカル事業、ソフトウエア事業（半導体の設計から製

造テストに至る工程を効率化するためのソフトウエア販売を主体とした事業）の相乗効果を高めるべく部署間

の連携を強める等、積極的な営業活動を展開してまいりました。しかしながら、売上面におきましては元々下

期偏重の傾向が強く高額装置案件がなかったことと、取引先における設備投資の抑制、先延ばし等の影響を受

け、装置販売においては前期比25.8％の大幅な減少となりました。また、テクニカル事業におきましても装置

販売の停滞及び顧客の経費節減の影響により13.3％の減少となりました。一方、前事業年度より稼働を開始し

ましたソフトウエア事業は順調に販売を伸ばし前期比246％の増加となりました。 

この結果、売上高751,992千円（前年同期比16.3％減）、営業損失94,347千円、経常損失99,267千円、四半期

純損失108,802千円となりました。 

事業部門別業績は次のとおりであります。 

半導体装置事業 

半導体装置事業におきましては、販売計画の下期偏重と顧客サイドにおける投資計画停滞の影響を受け前第

１四半期会計期間に比し厳しい状況が続いております。しかしながら、イマーゴ社の三次元原子プローブ装置

やノードソンアシムテック社のディスペンス装置、東レエンジニアリング社のウェーハ外観検査装置は順調に

売上実績を伸ばしました。一方、中古装置やトプコン社のウェーハ表面検査装置は、期初の販売計画を達成す

るには至りませんでした。その結果、売上高は451,754千円（前年同期比25.8％減）となりました。 

テクニカル事業 

テクニカル事業におきましては、装置販売の減少に伴う据付・立上げ作業の減少や市況悪化によって加工サ

ービスの減少が顕在化してきております。その結果、売上高は233,706千円（前年同期比13.3％減）となりまし

た。 

ソフトウエア事業 

ソフトウエア事業におきましては、事業開始から２年目を迎え市場及び時代のニーズを的確に捉えた商品群

の提供を心掛け、受注残を積上げるとともに売上高も大幅な拡大となりました。その結果、売上高は66,531千

円（前年同期比246.0％増）となりました。 

 

 

2. 財政状態に関する定性的情報 

 （１）資産、負債及び純資産の状況 

①資産の状況 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、2,324,994千円（前事業年度末は2,608,654千円）と

なり283,660千円の減少となりました。その主な要因は、たな卸資産が28,640千円増加したものの、売上高の

減少並びに売上債権の早期回収を積極的に推し進めたことによる売上債権の減少が208,445千円、さらに前事

業年度末に膨らんでいた装置代金に係る前渡金が84,515千円減少したことによるものであります。 

また、当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、142,087千円（前事業年度末は131,977千円）

となり10,110千円の増加となりました。その主な要因は、償却に伴うのれんの減少が4,686千円ある一方、基

幹システム拡充によるソフトウエアの増加3,562千円と技術サービス事業の拡大を目指して出資を行った関係

会社株式の増加12,761千円等によるものであります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における総資産は2,467,082千円（前事業年度末は2,740,631千円）と

なりました。 

②負債の状況 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,632,388千円（前事業年度末は1,771,870千円）と

なり139,481千円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金及び１年以内返済予定の長期借入金が

12,981千円増加したものの、買掛金が66,075千円、未払費用が40,499千円、前受金が33,941千円減少したこ
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とによるものであります。 

また、当第１四半期会計期間末における固定負債残高は、40,032千円（前事業年度末は62,325千円）とな

り22,293千円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が19,998千円減少したことによるものであ

ります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は1,672,420千円（前事業年度末は1,834,196千円）

となりました。 

③純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、794,661千円（前事業年度末は906,435千円）となり

111,774千円の減少となりました。その主な要因は、当四半期純損失を108,802千円計上したことに伴い利益

剰余金がマイナスの158,246千円（前事業年度末はマイナスの49,444千円）となったことによるものでありま

す。 

 

 （２）キャッシュ･フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

19,339千円減少し、550,388千円となりました。なお、当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5,274千円となりました。これは税引前四半期純損失が108,676千円になる

とともに仕入債務の減少66,075千円や未払費用の減少40,475千円、さらにその他負債の減少79,344千円等の

資金減少はあったものの、売上債権の減少208,445千円並びにその他資産の減少87,447千円等の資金増加があ

っ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） 

投資活動の結果支出した資金は20,055千円となりました。これは関係会社株式購入による支出12,320千円

や定期預金の預入による支出5,900千円等が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） 

財務活動の結果支出した資金は3,898千円となりました。これは株式の発行による収入3,118千円と短期借

入金の収支に伴う収入15,500千円から長期借入金の返済による支出22,517千円を差し引いたものであります。 

 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、金融市場の混乱による世界的な株価暴落や急激な円高、また、個人消費の

一段の冷え込み等に伴う企業収益の悪化懸念等の不安材料を抱えており、わが国経済は先行き厳しい状況が

予想されます。 

このような環境の下、当社は今後の需要動向に的確に対応すべく、事業活動全般にわたり積極的な諸施策

を展開するとともに、コスト削減のための徹底した合理化を推進してまいります。 

なお、業績予想（平成20年８月14日発表）の見直しは行っておりません。 

 

 

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．棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業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する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     法人税の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 
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 (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．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基

準適用指針第14号)を当第１四半期会計期間から適用しております。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下げの方

法)に変更しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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5.【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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 604,859 618,262

受取手形及び売掛金 695,220 903,666

商品 697,290 666,228

原材料 145,256 147,564

仕掛品 4,759 4,893

貯蔵品 665 644

繰延税金資産 48,840 48,840

その他 134,978 228,146

貸倒引当金 △6,876 △9,591

流動資産合計 2,324,994 2,608,654

固定資産   

有形固定資産 38,154 39,069

無形固定資産 65,852 66,976

投資その他の資産   

関係会社株式 12,761 －

その他 25,318 25,930

投資その他の資産合計 38,080 25,930

固定資産合計 142,087 131,977

資産合計 2,467,082 2,740,631

負債の部   

流動負債   

買掛金 495,363 561,438

短期借入金 754,500 739,000

1年内返済予定の長期借入金 79,992 82,511

未払金 34,484 34,691

未払法人税等 891 6,075

賞与引当金 15,223 －

製品保証引当金 12,966 －

その他 238,968 348,153

流動負債合計 1,632,388 1,771,870

固定負債   

長期借入金 40,032 60,030

その他 － 2,295

固定負債合計 40,032 62,325

負債合計 1,672,420 1,834,196
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,055 497,430

資本剰余金 492,955 491,330

利益剰余金 △158,246 △49,444

自己株式 △36,225 △36,225

株主資本合計 797,539 903,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12 △126

繰延ヘッジ損益 △2,865 3,471

評価・換算差額等合計 △2,877 3,344

純資産合計 794,661 906,435

負債純資産合計 2,467,082 2,740,631
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(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７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 751,992

売上原価 694,520

売上総利益 57,472

販売費及び一般管理費 151,819

営業損失（△） △94,347

営業外収益  

受取利息 631

受取賃貸料 1,861

その他 23

営業外収益合計 2,516

営業外費用  

支払利息 5,404

その他 2,030

営業外費用合計 7,435

経常損失（△） △99,267

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,715

特別利益合計 2,715

特別損失  

前期損益修正損 11,750

投資有価証券評価損 374

特別損失合計 12,124

税引前四半期純損失（△） △108,676

法人税、住民税及び事業税 125

法人税等合計 125

四半期純損失（△） △108,802
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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７月１日 

 至 平成20年９月30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（△） △108,676

減価償却費 5,479

のれん償却額 4,686

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,223

製品保証引当金の増減額（△は減少） 12,966

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,715

受取利息及び受取配当金 △631

為替差損益（△は益） 658

支払利息 5,404

投資有価証券評価損益（△は益） 374

売上債権の増減額（△は増加） 208,445

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,741

その他の資産の増減額（△は増加） 87,447

仕入債務の増減額（△は減少） △66,075

未払費用の増減額（△は減少） △40,475

その他の負債の増減額（△は減少） △79,344

その他 93

小計 14,120

利息及び配当金の受取額 627

利息の支払額 △4,163

法人税等の支払額 △5,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,274

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 △5,900

有形固定資産の取得による支出 △3,998

有形固定資産の売却による収入 2,163

関係会社株式の取得による支出 △12,320

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,055

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） 15,500

長期借入金の返済による支出 △22,517

株式の発行による収入 3,118

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 △658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,339

現金及び現金同等物の期首残高 569,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 550,388
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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。 

 

 (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) 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】 

前第１四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

前第１四半期累計期間 
 (自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 科 目 

金額 百分比 

Ⅰ 売上高 897,987 100.0

Ⅱ 売上原価 764,467 85.1

   売上総利益 133,519 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 179,216 20.0

   営業損失 45,696 △5.1

Ⅳ 営業外収益 9,170 1.0

Ⅴ 営業外費用 23,196 2.6

   経常損失 59,723 △6.7

Ⅵ 特別利益 3,760 0.4

Ⅶ 特別損失 13,347 1.4

税引前第１四半期純損失 69,309 △7.7

法人税、住民税及び事業税 180 0.0

第１四半期純損失 69,490 △7.7
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前第１四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前第１四半期累計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 科 目 

金額 

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(△) △69,309

   減価償却費 5,684

   のれん償却費 4,686

   長期前払費用償却 9

   賞与引当金の増加額 17,020

   貸倒引当金の増減額 △3,760

   受取利息及び受取配当金 △1,088

   為替差損益 798

   支払利息 8,397

   固定資産除却損 3,368

   売上債権の増減額 444,498

   たな卸資産の増減額 23,261

   その他資産の増減額 △24,066

   仕入債務の増減額 △586,045

   未払費用の増減額 △26,219

   その他負債の増減額 18,080

   その他 6,724

    小計 △177,960

   利息及び配当金の受取額 1,489

   利息の支払額 △7,178

   法人税等の支払額 △4,117

  営業活動によるキャッシュ・フロー △187,766

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 △9,902

   有形固定資産の取得による支出 △6,466

   無形固定資産の取得による支出 0

   営業譲受による支出 △63,090

   貸付金の回収による収入 10,000

   差入保証金の返還による収入 138

   長期前払費用の支出 △55

  投資活動によるキャッシュ・フロー △69,377

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金による収支 △256,050

   長期借入金の返済による支出 △48,515

   株式の発行による収入 410,280

   新株予約権の取得による支出 △3,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー 102,715

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △798

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △155,226

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 719,774

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 564,547
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