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1.  平成21年6月期第2四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年12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6月期第2四半期 1,920 ― △32 ― △51 ― △121 ―
20年6月期第2四半期 2,054 △62.0 △34 ― △59 ― △73 ―

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2四半期 △2,425.07 ―
20年6月期第2四半期 △1,780.46 ―

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2四半期 2,150 783 36.4 15,580.85
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2四半期  783百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 3,756 △19.8 △40 ― △85 ― △169 ― △3,363.70

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、３～４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、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。] 

(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2四半期  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2四半期  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2四半期  50,200株 20年6月期第2四半期  41,511株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、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。上記予想に関する事項は３ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 
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。  
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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２四半期累計期間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した国際金融市場の混乱や

株式市場の急落等により、輸出産業の業績悪化を中心に急速に景気後退が進みました。家計部門においても、

雇用環境の悪化や個人所得の伸び悩み等から消費マインドの冷え込みが一段と深刻になり、経済全体として非

常に厳しい状況になっております。 

当社が属する半導体関連業界におきましても、主要な需要先である電機・自動車メーカーの収益悪化を背景

としたメモリー等の半導体デバイスの需要減少や価格低迷の影響を受け、設備投資の延期や凍結の動きが広が

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）の特性に沿った営業活動を推進

するとともに、半導体以外の業界においても設備投資に適した商材（イマーゴ社の三次元原子プローブ装置

等）の積極的な拡販並びに安定収益に寄与するソフトウエア事業への注力を図ってまいりました。 

しかしながら、売上面におきましては取引先における設備投資の抑制、先延ばし等の影響を大きく受け、装

置販売においては前期比9.1％の減少となりました。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13.1％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83.1％の増加となりました。 

この結果、売上高1,920,433千円（前年同期比6.5％減）、営業損失32,639千円、経常損失51,855千円、四半

期純損失121,739千円となりました。 

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、世界的な不況に伴う消費の低迷、とりわけ当社事業と直接的に結びつく電

機・半導体並びに自動車業界における市況悪化から顧客サイドにおける投資計画の停滞や先送りが顕著となる

状況が続いております。しかしながら、半導体以外の業界においても設備投資に適した商材（イマーゴ社の三

次元原子プローブ装置等）や環境志向の強いハイブリッドカーへの車載半導体の検査にも使用される東レエン

ジニアリング社のウェーハ外観検査装置等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らず前期実績をも大きく割込んでおります。 

その結果、売上高は1,326,041千円（前年同期比9.1％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る加工サー

ビスの減少、さらには修理案件においても取扱いの現象が顕在化してきております。その結果、売上高は

448,989千円（前年同期比13.1％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145,401千

円（前年同期比83.1％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２四半期会計期間末における流動資産の残高は、2,014,902千円（前事業年度末は2,608,654千円）と

なり593,752千円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が37,644千円増加したものの、売上高

の減少並びに売上債権の早期回収を推し進めたことによる売上債権の減少が352,907千円、また、前事業年度

末に膨らんでいた装置代金に係る前渡金が131,988千円の減少、さらに在庫商品の販売を進めたことによるた

な卸資産の減少90,681千円や繰延税金資産の減少48,840千円によるものであります。 

また、当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、135,558千円（前事業年度末は131,977千円）

となり3,581千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9,373千円、有形固定資

産の減少が4,490千円ある一方、基幹システム拡充によるソフトウエアの増加5,416千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２四半期会計期間末における総資産は2,150,460千円（前事業年度末は2,740,631千円）と
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なりました。 

②負債の状況 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,351,943千円（前事業年度末は1,771,870千円）と

なり419,926千円の減少となりました。その主な要因は、当期より引当計上を開始した製品保証引当金（販売

した装置の保証期間中に発生が見込まれる費用相当額）が15,632千円増加したものの買掛金が266,003千円、

短期借入金が54,000千円、未払費用が25,753千円、前受金が67,252千円減少したこと等によるものでありま

す。 

また、当第２四半期会計期間末における固定負債残高は、15,034千円（前事業年度末は62,325千円）とな

り47,291千円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が44,996千円減少したことによるものであ

ります。 

この結果、当第２四半期会計期間末における負債合計は1,366,977千円（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２四半期会計期間末における純資産の残高は、783,483千円（前事業年度末は906,435千円）となり

122,952千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121,739千円計上したことに伴い利益

剰余金がマイナスの171,183千円（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２四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

32,891千円増加し、602,618千円となりました。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161,156千円となりました。これは税引前四半期純損失が72,245千円になる

とともに仕入債務の減少266,003千円や未払費用の減少25,715千円、さらにその他負債の減少93,655千円等の

資金減少はあったものの、売上債権の減少352,907千円、その他資産の減少137,199千円並びにたな卸資産の

減少90,581千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28,146千円となりました。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10,700千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93,396千円となりました。これは株式の発行による収入3,118千円と短期借

入金の収支に伴う支出54,000千円及び長期借入金の返済による支出42,515千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 

業績予想につきましては、平成21年２月12日に修正数値を発表しております。 

修正理由としましては、輸出産業を中心とした企業収益のより一層の悪化が予想され、設備投資・家計部門

ともに、わが国経済は引き続き厳しい状況が予想されることから、売上減少並びに利益獲得が困難になること

を見込んだことによります。 

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、取扱いプロダクトの取捨選択、新商品の

販売権獲得、さらには有望な事業領域への進出を見据えた営業戦略の再構築を間断なく実施してまいります。

また、徹底した固定費の削減並びにその流動化を促進させることにより市況悪化の状況においても抵抗力の強

いビジネスモデルへの転換を目指してまいります。 

    以上の結果、平成21年６月期の業績見通しにつきましては、売上高3,756百万円、営業損失40百万円、経常損

失85百万円、当期純損失169百万円を見込んでおります。  

 

 

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 

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、
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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 

     税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計的

用語の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。       

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

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及び一時差異等の発生状況

に著しい変化があると認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測に当該著しい変化の

影響を加味したものを利用する方法によっております。 

 (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。 

 

 (3) 追加情報 

製品保証引当金 

従来、製品の無償サービス費用については、無償サービスの実施時に費用処理しておりましたが、無償

サービス費用の金額的重要性が増したこと、及び将来の無償サービス費用を合理的に見積もる体制が整備

されたことから、当第２四半期会計期間より過去の支出実績率を基礎として算出した無償サービス費用の

見積額を製品保証引当金として計上しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業損失、経常損失は3,882千円増加し、税引前四半期純損

失は15,632千円増加しております。 
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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２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 655,906 618,262

受取手形及び売掛金 550,758 903,666

商品 576,895 666,228

原材料 149,371 147,564

仕掛品 1,143 4,893

貯蔵品 1,238 644

繰延税金資産 － 48,840

その他 85,160 228,146

貸倒引当金 △5,573 △9,591

流動資産合計 2,014,902 2,608,654

固定資産   

有形固定資産 34,579 39,069

無形固定資産 63,019 66,976

投資その他の資産   

関係会社株式 12,761 －

その他 25,197 25,930

投資その他の資産合計 37,959 25,930

固定資産合計 135,558 131,977

資産合計 2,150,460 2,740,631

負債の部   

流動負債   

買掛金 295,435 561,438

短期借入金 685,000 739,000

1年内返済予定の長期借入金 84,992 82,511

未払金 37,390 34,691

未払法人税等 3,411 6,075

製品保証引当金 15,632 －

その他 230,082 348,153

流動負債合計 1,351,943 1,771,870

固定負債   

長期借入金 15,034 60,030

その他 － 2,295

固定負債合計 15,034 62,325

負債合計 1,366,977 1,834,196
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 △171,183 △49,444

自己株式 △36,225 △36,225

株主資本合計 784,601 903,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △126

繰延ヘッジ損益 △1,118 3,471

評価・換算差額等合計 △1,118 3,344

純資産合計 783,483 906,435

負債純資産合計 2,150,460 2,740,631
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,920,433

売上原価 1,636,132

売上総利益 284,300

販売費及び一般管理費 316,940

営業損失（△） △32,639

営業外収益  

受取利息 683

受取賃貸料 3,723

その他 381

営業外収益合計 4,788

営業外費用  

支払利息 10,731

為替差損 9,428

その他 3,844

営業外費用合計 24,004

経常損失（△） △51,855

特別利益  

固定資産売却益 44

貸倒引当金戻入額 4,018

特別利益合計 4,062

特別損失  

前期損益修正損 11,750

投資有価証券評価損 505

事業整理損 12,198

特別損失合計 24,453

税引前四半期純損失（△） △72,245

法人税、住民税及び事業税 49,493

法人税等合計 49,493

四半期純損失（△） △121,739
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12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（△） △72,245

減価償却費 11,628

のれん償却額 9,373

製品保証引当金の増減額（△は減少） 15,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,018

受取利息及び受取配当金 △683

為替差損益（△は益） 6,721

支払利息 10,731

固定資産売却損益（△は益） △44

投資有価証券評価損益（△は益） 505

売上債権の増減額（△は増加） 352,907

たな卸資産の増減額（△は増加） 90,581

その他の資産の増減額（△は増加） 137,199

仕入債務の増減額（△は減少） △266,003

未払費用の増減額（△は減少） △25,715

その他の負債の増減額（△は減少） △93,655

その他 △1,964

小計 170,951

利息及び配当金の受取額 691

利息の支払額 △9,124

法人税等の支払額 △1,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,156

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 △10,700

定期預金の払戻による収入 6,000

有形固定資産の取得による支出 △7,071

有形固定資産の売却による収入 2,463

無形固定資産の取得による支出 △6,518

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 △28,146

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） △54,000

長期借入金の返済による支出 △42,515

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 △93,396

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,891

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 602,618
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ファイル名:02_.doc  

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 

該当事項なし 

 

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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ファイル名:03_.doc  

【参考】 

前中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高 2,054,427 100.0

Ⅱ 売上原価 1,731,941 84.3

   売上総利益 322,485 15.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 357,155 17.4

   営業損失 34,669 △1.7

Ⅳ 営業外収益 12,871 0.6

Ⅴ 営業外費用 37,915 1.8

   経常損失 59,713 △2.9

Ⅵ 特別利益 3,860 0.2

Ⅶ 特別損失 20,330 1.0

   税引前中間純損失 76,182 △3.7

   法人税、住民税及び事業税 720

   法人税等調整額 △2,995 △2,274 △0.1

   中間純損失 73,908 △3.6
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ファイル名:03_.doc  

前中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年７月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 税引前中間純損失(△） △76,182

 ２ 減価償却費 14,912

 ３ のれん償却費 9,373

 ４ 長期前払費用償却 19

 ５ 貸倒引当金の増減額 △3,499

 ６ 受取利息及び受取配当金 △1,267

 ７ 為替差損益 △4,703

 ８ 支払利息 15,707

 ９ 固定資産除却損 3,368

 10 売上債権の増減額 608,621

 11 たな卸資産の増減額 △105,325

 12 その他資産の増減額 △61,288

 13 仕入債務の増減額 △587,675

 14 未払費用の増減額 △24,562

 15 その他負債の増減額 137,929

 16 その他 3,121

    小計 △71,451

 17 利息及び配当金の受取額 1,671

 18 利息の支払額 △18,323

 19 法人税等の支払額 △1,348

   営業活動によるキャッシュ・フロー △89,452

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 定期預金の預入による支出 △19,929

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △20,552

 ３ 営業譲受による支出 △64,295

 ４ 貸付金の回収による収入 20,000

 ５ 差入保証金の返還による収入 35,030

 ６ 長期前払費用の支出 △55

 ７ 保険解約による収入 7,280

   投資活動によるキャッシュ・フロー △42,521

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 短期借入金による収支 △307,884

 ２ 長期借入金の返済による支出 △87,603

 ３ 株式の発行による収入 413,711

 ４ 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 15,223

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 167

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △116,583

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中間期末残高 603,190
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