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平成 21 年２月 27 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 
事業の現状、今後の展開について 

 

 当社は、事業の現状、今後の展開等につきまして、下記の通り株式会社東京証券取引所に対し、

同社有価証券上場規程第 603 条第１項第 5号ａに定める書面を提出いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 本書面の提出により、平成 21 年 8月 31 日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及

び月末時価総額が 3億円以上になったときは、有価証券上場規程第 603 条第１項第 5号ａに該当

しないことになります。 

 当社では、下記「２．今後の展開」に記載した内容を推進して事業計画の改善を実現し、市場

からの評価を高め、時価総額を 3億円以上へ回復し、今後とも上場を維持するよう努めてまいる

所存であります。 

 なお、平成 21 年１月 13 日付けで東京証券取引所より、時価総額基準の金額を平成 21 年 12

月末日までの間、現行の「５億円未満」から「３億円未満」に変更する旨、発表されております。 

 

記 

１． 事業の現状 

（１） 事業の内容 

当社は、エレクトロニクス業界の中で特にデジタル機器の製造過程で重要な役割を担

っている外観検査装置の専業メーカーとして事業活動を行なっております。 

携帯電話やデジタルカメラ液晶テレビなどに代表されるデジタル家電には、多数の半

導体や液晶表示装置が使用されておりますが、それらの機器内部には多くの精密な配線回

路が形成されており、その配線回路の一つでも切れたり（断線）、隣の線と接触（ショー

ト）するなどの欠陥が発生すると製品自体が不良品となってしまいます。このような配線

上の欠陥の有無を検査する装置がパターン検査装置（AOI）です。またメッキやレジスト

を塗布した後の最終段階で、目視検査に代わり全般的な外観上の欠陥を検査する装置が最

終外観検査装置（AVI）です。 
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（２） 現状の問題点 

① 事業環境 

昨年の後半から深刻化してきた世界経済の低迷を背景に、アメリカやヨーロッパの

みならず中国やその他の新興国まで世界中の景気が悪化し消費の低迷を招いており

ます。当社の事業分野であるデジタル家電分野においても、液晶テレビや携帯電話の

売れ行きが急速に落ちており、さらには自動車の販売不振の影響により、自動車向け

半導体やカーナビなどのカーエレクトロニクスも生産の縮小が続いております。 

このような状況の中で、当社の主力製品である TAB テープ検査装置が液晶テレビの

消費低迷の影響が直撃したかたちで受注が減少し、当社の業績の急速な落ち込みを招

いております。 

 

② 事業の内容が特定の分野、及び検査装置に集中している問題点 

当社は、特徴のある画像処理技術を生かし、エレクトロニクス分野におけるハイエ

ンドの検査ニーズに集中して事業を展開してまいりました。 

この戦略は、メーカー各社が次々と新製品を開発していく先端的なエレクトロニク

ス製品の商品サイクルを先取りして、常に最新の検査システムを供給することで顧客

企業であるメーカーの最も新しいニーズに対応し、この結果として顧客企業との強固

な信頼関係を築くと共に、いわゆるオンリーワンに近い形で高いシェアを維持する、

という戦略に基づくものであり、一定の成果を出してきたと考えております。 

 しかしながら、昨今の世界同時不況のような状況下において、デジタル家電全般の

消費が低迷してくると、顧客企業はいっせいに設備投資を縮小あるいは凍結し、当社

の受注が急速に落ち込む結果となります。 

 このような不況下においても、異分野への進出等の柔軟な対応が出来る事業基盤を

構築していくことが今後の重要な課題であると認識いたしております。 

 

２． 今後の展開 

（１） 製品分野の拡大及び販売活動の強化 

① TAB テープ分野 

TAB テープの外観検査装置は、AOI（パターン検査）と AVI(最終外観検査)に大別さ

れます。AOI については TAB テープメーカー各社とも全数検査に対応した機械化がな

されているため、現在の生産ラインに対しほぼ十分な台数が導入されております。一

方 AVI については自動化が進んでいる状況とは必ずしも言えず、各社とも相当数の検

査要員をかかえて国内外で目視による検査業務を行っております。 

液晶業界は、昨今の厳しいコスト競争にさらされており、これに対応するため最終

外観検査についても、人員削減効果によるコストダウンのための AVI 導入の検討が本

格化してきております。 
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当社では、これに対応した検査装置「AV3000」を 2008 年 7 月に発表しており、ユ

ーザーの検査の自動化や高品質化のニーズにしっかりと対応していくべく営業活動

を強化しております。 

 

② フレキシブルデバイスのロール to ロール検査システム 

当社は、TAB テープの外観検査装置で培ってきた技術としてフレキシブルデバイス

のロール to ロール高速連続検査技術があります。この技術は、フィルム状であるた

めに著しい変形（伸び縮み）があるデバイスを高速かつ連続的に検査するという技術

であり、スピードと高分解能を併せ持つこのノウハウは当社独自のものであり、他社

に比べて技術的な優位性を持っております。 

ロール to ロールによる生産方式は、生産性が非常に高くコスト競争力があるため、

フレキシブルな表示装置（フレキシブル液晶、フレキシブル有機 EL など）や従来以

上に精密なフレキシブル基板等様々なデバイスに応用されていくと考えられます。 

当社は、この差別化された特長ある技術を生かし、フレキシブルデバイスの応用製

品分野で積極的に検査装置の提案を行なってまいります。 

 

③ 基板 AOI 

当社は、いわゆる高密度プリント配線板用のパターン検査装置において最高性能の

ものを提供することを目標に市場進出の機会をうかがっていました。この技術におい

て、当社は、TAB テープのパターン検査装置（AOI）を開発する過程で、TAB テープの

ファインパターンを精密に検査する技術を磨き上げてきた結果、現時点で 10μmを切

るほどの極細線パターンで形成された配線を従来にない低コストで検査できる独自

の検査方式の開発に成功いたしました。 

この独自技術を応用することで、当社は、最先端のプリント配線板が要求するハイ

スペックなプリント基板用 AOI を提供することが可能となっており、この技術をベー

スに基板 AOI の開発を進めており、2009 年 5 月に完成させ 6月の JPCA ショー（注）

に出展する予定で鋭意取り組み中であります。 

（注）参考ＵＲＬ： 

 http://www.jpcashow.com/show2009/Search/jpca_search.aspx?i=1128  

 

④ ＦＡシステム事業への取組み 

当社では、主にエレクトロニクス分野の中でも半導体及び液晶テレビ関連分野にお

ける外観検査装置の専業メーカーとして事業を行なってまいりました。この戦略は、

顧客との強固な信頼関係を築き、いわゆるオンリーワンに近い形で高シェアを維持す

る、という大きな成果を実現してきました。 
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しかしながら、当社の業績が、好不況の波の中で特定分野における顧客企業の設備

投資動向に大きく影響を受けてしまう、という大きな課題が内在しております。 

また、専業メーカーというイメージは、顧客企業から見ても特定分野における検査

装置メーカーという印象が強く、当社が本来持っている、異分野でも様々な応用が可

能なコア技術をうまく生かすことが出来ていない、という結果になっております。 

以上のことを解消し、特定の分野に偏らない間口の広い取組みを実現していくため、

コア技術である外観検査技術を生かしながら、ユーザーにおける生産プロセスの省力

化、自動化ニーズへの提案を核としたＦＡシステム事業に取り組んでまいります。 

この事業においては、エレクトロニクス分野に限らず、自動車分野、医療分野、医

工連携分野、バイオ分野、ＭＥＭＳ分野、クリーンエネルギー分野など、広い分野に

対しアプローチしてまいります。 

    

   ⑤ 高速インライン検査システム 

携帯電話やビデオカメラ、デジカメなどの小型デジタル機器の普及で、チップ抵抗

やチップコンデンサーの生産量は膨大な数量になっており、両方あわせると年間で

9,000 億個以上ともいわれております。 

これらの生産ラインでは、品質の確保のためインラインでの検査ニーズがありますが、

従来の画像処理では処理速度がネックとなり実現できておりませんでした。 

当社が TAB テープ検査装置などで培ってきた高速で連続検査が可能な画像処理シ

ステムを応用することで、チップ部品の生産速度に同期したインラインでの全数連続

検査が可能となりました。これにより、生産ラインの上流で検査が出来ることとなり、

メーカー様の歩留まり改善や品質向上に大きく貢献できることから、今後積極的にこ

のシステムを提案してまいります。 

 

⑥ 新分野への取組み  

現時点では市場調査と開発の実現可能性を併せて進めている段階でありますが、当

社では、固有技術である高度な画像処理技術を生かして、新たにエックス線を使った

非破壊による自動検査分野に取り組んでおります。 

当社が持つハードベースの画像処理システムは、エックス線撮像で得られる 14 ビ

ット諧調（16,384 階調）の画像データをリアルタイムに処理できる能力を持ってお

り、これを応用することでエックス線画像を用いた自動検査が可能となります。エッ

クス線で撮像するシステム全体を一つの特殊なカメラと見立てることにより、従来の

外観検査システムと同様のシステムを構築することが出来ます。 

エックス線を使った非破壊検査の分野は、エックス線画像で「観察する」という用

途のものが多く、自動検査まで踏み込んだシステムは普及が進んでおりません。 
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当社では、独自のハードウエアを用いた画像処理システムを応用することにより、

非破壊による自動検査分野の市場を開拓していく所存です。 

   

（２） 資本業務提携   

株式会社ワイ・イー・データとの資本業務提携 

当社では、かねてから株式会社ワイ・イー・データとの資本業務提携について検討

をしてまいりましたが、本日２月 27 日に基本合意書を締結し、今後資本業務提携に

関する具体的な条件の検討を行います。 

当社がワイ・イー・データ及びその親会社である安川電機グループの一員となるこ

とにより、当社が持つ画像処理技術及び検査装置のシステム化技術と、ワイ･イー・

データグループが持つ制御技術等を融合することにより、より競争力のある検査装置

を提供することが可能になると共に、世界に構築されたワイ･イー・データグループ

の販売網やサービス網を活用することにより、当社の検査装置事業を広く世界に展開

する上で大きなシナジー効果を発揮することができると考えております。 

いままで当社では、製品開発から販売及びサービスまで単独で行なうことを前提に

事業戦略を立案してまいりましたが、今後は提携による技術開発面から販売及びサー

ビス体制までの大きなシナジー効果を念頭に置いた事業戦略の策定を進めてまいり

ます。 

 

（３） 製品競争力の強化 

① ＶＡ／ＶＥの推進 

当社の製品は、1台あたりの単価が数千万円と高額なものが多く、ユニット単位で

検討を重ねることでコストダウンを実現する余力があります。現状の製品及び開発中

の新製品も含めて、コストミニマムを実現できるようＶＡ／ＶＥの活動を積極的に実

行してまいります。 

これを実行することで、技術面の差別化にとどまらず、製品価格においても競争力

を高め、利益の増大につなげてまいります。 

 

② 集中購買等による調達価格の低減 

当社の製品である検査装置には、カメラやレンズ、その他特殊部品など高額な部品

のほか、多数の機械部品や電気部品が使用されております。これらの調達について、

今後業務提携先との連携による共同調達等を実施し、調達コストの低減に努めてまい

ります。 
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（４） 経費の削減 

① 総人件費の抑制 

当社は、過去数年間にわたり事業の拡大に対応することを目的として人員の増強を

図ってまいりました。 

しかしながら、昨今の急激な経営環境の変化及び今後数年間の市況環境の厳しさに

対応していくため、希望退職者の募集や非正規社員の契約終了その他をあわせて平成

20 年 12 月及び平成 21 年２月に大幅な人員削減を実施し、必要最小限の少数精鋭体

制といたしました。併せて、役員報酬の減額並びに社員給与の減額、時短対応等によ

って実効あるコストダウンを図っております。 

 

② 研究開発関連の投資効率の向上 

当社は、保有する画像処理技術を最大限生かして競争力のある製品を市場に提供す

ることを目的として、画像処理装置の心臓部である専用コンピューターを始め、検査

システムに必要とする多くのデジタル処理ボード等を自社で開発してきました。 

この方法は、極めて強力な競争力を発揮することは確かですが、反面、開発費用及

び開発時間などの負担が非常に大きく、その開発リスクは決して低いものではありま

せん。また昨今の市況悪化により開発製品の開発費の回収に伴うリスクも増大するこ

とが想定されます。 

これを解決していくため、当社では専門メーカー製データフローシステム向け最新

ボード（ﾊｰﾄﾞｳｴｱﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ）を積極的に活用してまいります。 

これは、当社が今まで inspecⅡや inspecⅢで開発してきた膨大なハードウエア資

産を有効に活用できるサードパーティー製の高性能ボードが入手可能となったため、

これを活用して自社システムを構築していくものです。これにより、いままで専用の

コンピューターを自社で開発するために要していた膨大なコストと大きなリスクを

負うことなく、かつ今までに開発してきたハードウエア資産をほぼそのまま生かすこ

とが出来るため従来と同様の競争力のあるシステムを構築することが可能になる、と

いう大きなメリットがあります。 

上記の取組みで、研究開発費を適正化し、投資総額を減少させつつ研究開発の効率

化を両立させて参ります。 

 

３． 上場維持について 

  当社は、上記「２．今後の展開」に記載しました改善計画を推進し、業績の改善を図り、市

場からの評価を高め、時価総額を３億円以上に回復させ、今後とも株式会社東京証券取引所マ

ザーズ市場への上場維持に努めてまいる所存です。 

以上 


