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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30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2四半期 1,332 ― △726 ― △822 ― △645 ―

20年5月期第2四半期 2,509 56.1 △452 ― △555 ― △384 ―

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2四半期 △106.31 ―

20年5月期第2四半期 △63.42 ―

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2四半期 9,038 2,216 24.5 365.21
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2四半期  2,216百万円 20年5月期  2,883百万円

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
21年5月期 ― ― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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  

（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2四半期  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2四半期  291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2四半期  6,069,653株 20年5月期第2四半期  6,069,685株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題をきっかけとした金融市場の

混乱、原油・資材価格の変動や円高の影響により、景気の減速傾向が急速に強まってまいりました。 

 このような状況のもとで、当社グループは、主要顧客である国内ウェーハメーカーの生産合理化用の装置を開発、

販売するとともに、デバイスメーカー市場開拓のため新たな戦略として、表面検査装置メーカーとのコラボレーショ

ンや新規ビジネスである太陽電池市場への参入も表明しました。 

 以上の結果、当２四半期連結累計期間の業績は、売上高は1,332,319千円、経常損失△822,863千円、四半期純損失

△645,255千円となりました。 

 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、ウェーハメーカーの生産合理化用の新製品の販売を開始しました。この結果、

売上高は718,087千円となりました。 

 ウェーハ測定装置におきましては、以前より取引のあるウェーハメーカーへの営業に注力し、インライン対応のナ

ノトポグラフィー測定装置の販売を開始しました。この結果、売上高は464,460千円となりました。 

 その他装置におきましては、子会社㈱ナノシステムソリューションズの製品を販売しました。この結果、売上高は

64,470千円となりました。 

 商品におきましては、輸入商品をデバイスメーカー及びウェーハメーカー向けに出荷しました。この結果、売上高

は85,301千円となりました。 

 利益につきましては、ユーザーの設備投資予算の執行の関係で、ユーザーの事業年度末または、新年度の予算のス

タート時期にあたる当社の第４四半期連結会計期間に売上高が集中する傾向にあるため、過去の当社グループの業績

同様に当第２四半期連結累計期間も赤字となりました。   

  

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 

２．連結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 

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,257,479千円減少し

6,587,462千円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が1,316,095千円減少したことによるものです。固

定資産は、前連結会計年度末に比べ259,252千円増加し2,450,747千円となりました。これは主としてその他有形固定

資産が181,925千円増加したこと及び投資その他の資産のその他が171,078千円増加したことによるものです。この結

果、資産合計は998,226千円減少し9,038,209千円となりました。 

 負債につきましては、流動負債は1,102,624千円減少し3,531,565千円となりました。これは主として支払手形及び

買掛金が674,690千円減少したことによるものです。固定負債は、771,308千円増加し3,289,960千円となりました。

これは主として長期借入金が811,308千円増加したことによるものです。この結果、負債合計は331,316千円減少し

6,821,525千円となりました。 

 純資産につきましては、666,910千円減少し2,216,684千円となりました。これは主に第２四半期連結累計期間の四

半期純損失△645,255千円の計上により、利益剰余金が同額減少したことによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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613,561千

円減少し1,121,248千円となりました。また、当第２四半期連結累計期間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、786,935千円となりました。これは主に、売上債権が1,315,783千円減少した一方

で、税金等調整前四半期純損失△990,188千円を計上、たな卸資産が699,396千円増加及び仕入れ債務が655,840千円

減少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、239,203千円となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出が

243,385千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） 

 財務活動の結果得られた資金は、431,400千円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が996,042

千円あった一方で長期借入れによる収入1,500,000千円があったことによるものであります。 
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 通期の見通しについては、金融危機の影響による景気後退の長期化が懸念されるなか、生産合理化用の新製品の販

売や太陽電池製造用の装置など新規ビジネスの早期立ち上げを目指してまいります。 

 平成20年７月10日に公表しました業績予想から変更ありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計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。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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）により算定しております。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

②「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 

 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、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。   

③ 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、売上高を認識する引渡基準を採用し

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より、装置の検収をもって売上高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、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。  

④ 費用計上区分の変更 

 従来、当社において生産管理等に係る人件費及び経費並びに開発に係る部門の経費は、販売費及び一般管理費

に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、製造原価に計上することに変更しました。この変更

は、社内の組織変更により原価部門の見直しを行い、より一層厳密な原価管理及び原価計算を行うことを目的と

して変更したものであります。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が119,238

千円減少し、仕掛品が131,504千円増加するとともに、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失はそれ

ぞれ131,504千円減少しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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 1,241,261 1,845,656

受取手形及び売掛金 1,973,243 3,289,339

商品 16,443 19,354

製品 － 23,396

原材料 609,802 591,752

仕掛品 1,969,593 1,703,681

貯蔵品 1,764 1,645

繰延税金資産 497,462 166,949

その他 286,789 203,166

貸倒引当金 △8,900 －

流動資産合計 6,587,462 7,844,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 662,610 696,262

その他（純額） 618,194 436,269

有形固定資産合計 1,280,805 1,132,532

無形固定資産   

のれん 505,840 583,662

その他 225,258 224,192

無形固定資産合計 731,098 807,855

投資その他の資産   

繰延税金資産 69,270 52,613

その他 369,572 198,493

投資その他の資産合計 438,842 251,107

固定資産合計 2,450,747 2,191,494

資産合計 9,038,209 10,036,436
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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 1,174,493 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 1,614,148 1,921,499

1年内償還予定の社債 72,000 64,000

未払法人税等 8,462 11,902

製品保証引当金 8,237 10,403

その他 154,224 237,200

流動負債合計 3,531,565 4,634,189

固定負債   

長期借入金 3,069,960 2,258,652

社債 220,000 260,000

固定負債合計 3,289,960 2,518,652

負債合計 6,821,525 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 △916,626 △271,370

自己株式 △310 △302

株主資本合計 2,255,484 2,900,748

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △38,800 △17,153

評価・換算差額等合計 △38,800 △17,153

純資産合計 2,216,684 2,883,594

負債純資産合計 9,038,209 10,036,436
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 1,332,319

売上原価 1,088,642

売上総利益 243,677

販売費及び一般管理費 970,667

営業損失（△） △726,990

営業外収益  

受取利息 2,454

受取配当金 4

受取賃貸料 3,736

保険返戻金 5,325

雑収入 1,072

営業外収益合計 12,592

営業外費用  

支払利息 62,892

為替差損 19,420

支払手数料 24,843

雑損失 1,308

営業外費用合計 108,465

経常損失（△） △822,863

特別利益  

固定資産売却益 648

特別利益合計 648

特別損失  

たな卸資産評価損 163,377

その他 4,596

特別損失合計 167,973

税金等調整前四半期純損失（△） △990,188

法人税、住民税及び事業税 2,236

法人税等調整額 △347,169

法人税等合計 △344,932

四半期純損失（△） △645,255
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30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（△） △990,188

減価償却費 154,068

のれん償却額 77,821

たな卸資産評価損 163,377

固定資産売却損益（△は益） △551

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,900

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,166

受取利息及び受取配当金 △2,458

支払利息 62,892

為替差損益（△は益） 10,633

売上債権の増減額（△は増加） 1,315,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △699,396

仕入債務の増減額（△は減少） △655,840

その他の流動資産の増減額（△は増加） △84,750

その他の負債の増減額（△は減少） △107,601

長期前払費用の増減額（△は増加） 19,336

小計 △730,141

利息及び配当金の受取額 3,952

利息の支払額 △58,438

法人税等の支払額 △2,307

営業活動によるキャッシュ・フロー △786,935

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 △9,166

有価証券の売却による収入 4,792

有形固定資産の取得による支出 △4,795

投資有価証券の取得による支出 △243,385

無形固定資産の取得による支出 △39,068

その他 52,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,203

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） △40,000

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △996,042

社債の償還による支出 △32,000

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △548

財務活動によるキャッシュ・フロー 431,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △613,561

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 1,121,248
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30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。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30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。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    2,509,561  100.0

Ⅱ 売上原価    1,762,086  70.2

売上総利益    747,475  29.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,199,888  47.8

営業損失（△）    △452,412 △18.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  2,258     

２．受取配当金  4     

３．受取リース料  3,920     

４．補助金収入  2,855     

５．雑収入  1,484  10,523  0.4

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  63,021     

２．為替差損  36,403     

３．支払手数料  12,052     

４．雑支出  1,730  113,207  4.5

経常損失（△）   △555,097 △22.1 

Ⅵ 特別利益       

１．製品保証引当金戻入益  8,274     

２．貸倒引当金戻入益  1,334  9,608  0.4

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損  177  177  0.0

税金等調整前中間純損失（△）   △545,666 △21.7 

法人税、住民税及び事業税  2,434     

法人税等調整額 △163,193 △160,759 △6.4 

中間純損失（△）   △384,907 △15.3 

        

- 9 -



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失（△） △545,666 

減価償却費  118,809

のれん償却額  77,821

固定資産除却損  177

貸倒引当金の減少額 △1,334 

製品保証引当金の減少額 △9,680 

為替差損  6,212

受取利息及び受取配当金 △2,262 

支払利息  63,021

売上債権の減少額  172,929

たな卸資産の増加額 △197,559 

仕入債務の減少額 △248,352 

その他流動資産の増加額 △8,763 

その他流動負債の増加額  10,700

長期前払費用の増加額 △4,157 

小計 △568,102 

利息及び配当金の受取額  757

利息の支払額 △58,310 

法人税等の支払額 △115,136 

営業活動によるキャッシュ・フロー △740,792 

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 △9,089 

有形固定資産の取得による支出 △187,434 

無形固定資産の取得による支出 △659 

その他投資等の減少額  9,432

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,751 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △31,000 

長期借入金の借入による収入  1,600,000

長期借入金の返済による支出 △1,117,521 

社債の償還による支出 △32,000 

配当金の支払額 △72,187 

財務活動によるキャッシュ・フロー  347,291

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,911 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △599,164 

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中間期末残高  1,735,915

    

- 11 -



前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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