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1.  平成21年4月期第3四半期の業績（平成20年5月1日～平成21年1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4月期第3四半期 439 △67.0 △725 ― △727 ― △837 ―
20年4月期第3四半期 1,331 26.2 △37 ― △41 ― △23 ―

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4月期第3四半期 △78,553.70 ―
20年4月期第3四半期 △2,177.53 ―

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4月期第3四半期 1,060 602 56.8 56,472.81
20年4月期 2,023 1,439 71.2 135,026.52

（参考） 自己資本   21年4月期第3四半期  602百万円 20年4月期  1,439百万円

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4月期 ― ― ― ― ―
21年4月期 ― ― ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4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  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 528 △74.4 △794 ― △798 ― △908 ― △85,154.27

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  

(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） 

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第3四半期  10,663株 20年4月期  10,663株
② 期末自己株式数 21年4月期第3四半期  0株 20年4月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第3四半期  10,663株 20年4月期第3四半期  10,663株
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の危機的混乱、景気の急減速ならびに急速な円高

などにより、輸出産業を中心として大きな打撃を受けており、その結果、個人消費の低迷や企業の設備投資の冷え込

み、雇用調整などにより、経済活動全体が停滞しております。 

 当社をとりまくエレクトロニクス業界においては、電子部品メーカーによる生産調整の実施や設備投資の抑制が更

に強まるなど、特に半導体市場の需要の冷え込み及び価格の下落が著しく、当社にとって非常に厳しい事業環境が続

いております。 

  このような状況の中で、当社は、製品ラインナップの拡充に努め、ＴＡＢテープのファイン製品対応パターン検査

装置（ＡＯＩ）及び新製品の最終外観検査装置（ＡＶＩ）の両テープ検査装置とファイン化が進んでいるＢＧＡ・Ｃ

ＳＰ検査装置を中心に受注獲得に努めてまいりました。 

  研究開発では、テープＡＶＩ及びプリント基板ＡＯＩ検査装置の完成に向けて注力し、成果を確認できる状況とな

っております。 

  しかしながら、半導体メーカーの設備投資を抑える動きが急速に広がり、受注は極めて低調な状況に推移し当初の

受注計画を大幅に下回る結果となりました。 

  この結果、売上高４億39百万円、営業損失７億25百万円、経常損失７億27百万円、四半期純損失８億37百万円とな

りました。 

  

 当第３四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ９億62百万円減少し、10億60百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が４億69百万円減少し、原材料及び仕掛品が３億50百万円減少したことによる

ものです。 

 負債の部では、前事業年度末に比べ１億24百万円減少し、４億58百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が１億70百万円減少したことによるものです。 

 純資産の部では、前事業年度末に比べ８億37百万円減少し、６億２百万円となりました。これは、四半期純損失 

８億37百万円を計上したことによるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期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、税引前四半期純損失の計上等に

より営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、前事業年度末に比べ90百万円減少し、当第３四半期会計

期間末には１億53百万円となりました。 
   当第３四半期累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） 

 営業活動の結果使用した資金は１億30百万円となりました。これは主に、売上債権の減少４億69百万円、たな卸資

産の減少３億50百万円、仕入債務の減少１億70百万円及び税引前四半期純損失８億34百万円によるものです。 

（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21百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出21百万円によ

るものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果調達した資金は62百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加額80百万円によるもので

す。 

   

  当事業年度（平成21年４月期）の業績予想は次のとおりです。 

      売上高         528百万円（前年同期比△74.4％） 

      営業損失（△）    △794百万円（前年同期は△23百万円） 

       経常損失（△）    △798百万円（前年同期は△26百万円） 

      当期純損失（△）   △908百万円（前年同期は△307百万円） 

  

   半導体市場の需要の冷え込み及び価格の下落により、半導体関連の設備投資が抑制されており、当社をとりまく 

 事業環境は急激かつ著しく悪化しております。この急激な半導体市場の悪化については、半導体関連企業の先般の

 業績悪化予想から、早期回復は非常に厳しい状況であると予想しており、当事業年度の売上高及び利益ともに、当 

 初計画を大幅に下回ることを見込んでおります。 

  なお、平成21年２月16日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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①簡便な会計処理  

 定率法を採用している資産については、事業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。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

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 

（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。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を第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（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しており

 ます。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期累計期間の売上総損失が94千円増加し、営業損 

 失、経常損失及び税引前四半期純損失が94千円それぞれ増加しております。  

③たな卸資産のうち、原材料につきましては、従来先入先出法を採用しておりましたが、当第３四半期会計期間

 より移動平均法を採用しております。この変更は、新しい原価計算システム導入を契機に、仕入価格の変動を

 より適切に原価計算に反映させるためであります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期累計期間の売上総損失が2,677千円減少し、営業

 損失、経常損失及び税引前四半期純損失が2,756千円それぞれ減少しております。 

 なお、第２四半期累計期間において、原材料の評価方法を移動平均法に変更した場合、その影響額は売上総損

 失が3,063千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失が3,138千円それぞれ減少しております。
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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３四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 153,744 243,761

受取手形及び売掛金 143,878 613,308

原材料 36,295 358,126

仕掛品 164,212 192,839

その他 33,403 3,630

貸倒引当金 △500 △2,500

流動資産合計 531,033 1,409,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 409,477 432,128

その他（純額） 49,029 121,166

有形固定資産合計 458,507 553,294

無形固定資産 33,134 20,771

投資その他の資産 38,180 39,992

固定資産合計 529,822 614,058

資産合計 1,060,855 2,023,226

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 91,358 262,064

短期借入金 80,000 －

1年内返済予定の長期借入金 33,000 41,300

未払法人税等 3,971 7,896

製品保証引当金 1,864 11,587

その他 69,322 71,796

流動負債合計 279,516 394,644

固定負債   

長期借入金 149,000 158,000

その他 30,170 30,794

固定負債合計 179,170 188,794

負債合計 458,686 583,438

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,274,424 1,274,424

資本剰余金 605,524 605,524

利益剰余金 △1,277,778 △440,160

株主資本合計 602,169 1,439,787

純資産合計 602,169 1,439,787

負債純資産合計 1,060,855 2,023,226
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 439,004

売上原価 749,078

売上総損失（△） △310,074

販売費及び一般管理費 415,642

営業損失（△） △725,716

営業外収益  

受取利息 123

受取配当金 403

その他 401

営業外収益合計 928

営業外費用  

支払利息 2,550

その他 303

営業外費用合計 2,853

経常損失（△） △727,641

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,000

特別利益合計 2,000

特別損失  

減損損失 53,275

固定資産除却損 3,149

事務所解約損 1,444

特別退職一時金 50,544

その他 311

特別損失合計 108,725

税引前四半期純損失（△） △834,367

法人税、住民税及び事業税 3,875

法人税等調整額 △624

法人税等合計 3,251

四半期純損失（△） △837,618
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 78,253

売上原価 192,640

売上総損失（△） △114,387

販売費及び一般管理費 117,946

営業損失（△） △232,333

営業外収益  

受取手数料 80

その他 43

営業外収益合計 123

営業外費用  

支払利息 687

その他 132

営業外費用合計 819

経常損失（△） △233,029

特別利益  

貸倒引当金戻入額 100

特別損失  

減損損失 50,130

固定資産除却損 3,038

特別退職一時金 50,544

特別損失合計 103,713

税引前四半期純損失（△） △336,642

法人税、住民税及び事業税 1,291

法人税等調整額 △208

法人税等合計 1,083

四半期純損失（△） △337,726

インスペック株式会社（6656） 平成21年４月期 第３四半期決算短信（非連結）

6



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１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（△） △834,367

減価償却費 65,027

支払利息 2,550

受取利息及び受取配当金 △526

減損損失 53,275

事務所解約損 1,444

特別退職一時金 50,544

売上債権の増減額（△は増加） 469,430

たな卸資産の増減額（△は増加） 350,438

仕入債務の増減額（△は減少） △170,705

その他 △96,267

小計 △109,155

利息及び配当金の受取額 526

利息の支払額 △2,723

法人税等の支払額 △5,150

特別退職一時金の支払額 △14,441

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,945

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △257

無形固定資産の取得による支出 △21,731

その他 216

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,772

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） 80,000

長期借入金の返済による支出 △17,300

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,017

現金及び現金同等物の期首残高 243,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 153,744
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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 

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１月31日） 

当社は、前事業年度において23,891千円の営業損失を計上し、また当第３四半期累計期間においては、売上高が

439,004千円と著しく減少するとともに、725,716千円の営業損失を引き続き計上しております。当該状況により、継

続企業の前提に重要な疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消するために、次のとおりビジネスモデル及び経営戦略の改革を実行し、事業の安定化及び

財務体質の強化を図ってまいります。 

当社は、自社で開発した画像処理専用コンピュータを搭載した半導体パッケージの外観検査装置を主力製品として

おり、新製品開発のために先行して研究開発投資を実施しております。しかしながら、現在、半導体市場の需要の冷

え込み及び価格の下落により、半導体関連の設備投資が抑制されており、当社をとりまく事業環境は急激かつ著しく

悪化しております。 

当社は、このような事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を構築するため、次の取り組みにより売上拡大を

実現し、収益基盤の安定化を図ってまいります。 

１．検査対象を半導体パッケージからプリント基板及び精密電子部品等に裾野を広げた製品ラインナップの拡充を図

り、当社の強みである検査の高微細化及び高速連続検査技術によって、ユーザーの検査工程の自動化を実現し、顧

客ニーズに対する高度なソリューションを提供してまいります。 

２．ＦＡシステム事業を再開し、ユーザーにおける生産プロセスの自動化ニーズへのソリューションを提供してまい

ります。 

また、費用面においては、研究開発投資を戦略製品の開発に集中させることで、事業規模とのバランスを図る一

方、組織のスリム化や業務フローの見直し等、業務全般の徹底した改善による効率化を図り、更には人員の削減及び

給与体系の見直しを実施することで固定費を圧縮し、営業利益の改善を推進してまいります。 

資金面につきましては、今後の厳しい事業環境を踏まえ、これまで以上に主要取引金融機関に対して継続的な支援

が得られるよう良好な関係を築き、資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいりますので、資金面では問題はないと

考えております。 

なお、（６）重要な後発事象に記載のとおり、平成21年２月27日開催の当社取締役会において、株式会社ワイ・イ

ー・データとの間で資本業務提携を行うことを前提に、基本合意書の締結を行いました。当社及び株式会社ワイ・イ

ー・データは、事業基盤及び顧客基盤の相互活用等によるシナジー効果を期待し、当社はこれらの施策により、収益

性の強化、財務健全性の向上を図るよう努めてまいります。  

四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸表には反映

しておりません。  

インスペック株式会社（6656） 平成21年４月期 第３四半期決算短信（非連結）

8



 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 

（６）重要な後発事象 

  

・資本業務提携及び第三者割当による新株式発行 

  当社は、平成21年２月27日開催の取締役会において、株式会社ワイ・イー・データ（以下「ＹＥＤ社」という。） 

 との資本業務提携を行うことを前提とした基本合意を行うことを決議し、ＹＥＤ社との間で基本合意契約を締結いた 

 しました。 

１．資本業務提携及び第三者割当による新株式発行の目的 

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、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フォーカスして事業を展開してまいりました。 

一方、ＹＥＤ社では創業以来「情報化社会に貢献する技術と信頼」をモットーに、独創の技術と高い信頼性を追求

し製品開発を行っております。その事業領域は時代の変遷に合わせて、常にマーケットのニーズに応える新たな事業

に取り組んでおります。最近では、２次元コードリーダー技術とレーザー技術を活用することで液晶製造装置関連事

業に進出し、更に、太陽電池関連事業への足掛かりとしてシリコン系・薄膜系太陽電池でのレーザー加工技術を利用

した事業展開も開始しております。 

当社がＹＥＤ社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、ＹＥＤグループが持つ制御技術等を融合することで、より大きな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、ＹＥＤグループの販売網及びサービス網を活用することが可能となり、当社の

検査装置事業を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。 

今後、資本業務提携に関する具体的な条件の検討を行うとともに、当社の平成21年４月期の業績動向及び平成22年

４月期の受注状況の確認を踏まえ、平成21年３月末を目処に資本業務提携契約を締結する予定です。 

  

２．資本業務提携の内容 

(1) 技術の相互活用による装置事業の拡大 

(2) 事業基盤および顧客基盤の相互活用による製品競争力の強化 

(3) 営業面での協力 

(4) 人材交流による経営ノウハウの共有 

(5) 当社が発行する第三者割当増資のＹＥＤ社引受 

  

３．資本提携の内容 

 (1) 普通株式 

    発行する新株式数   ： 普通株式  7,109株 

    発行価額       ： １株あたり 8,000円 

    発行価額の総額    ：     56,872,000円 

    増資払込予定日    ： 平成21年４月（予定） 

    出資後の議決権保有比率： 40.00％ 

 (2) 優先株式 

    発行する新株式数   ： 優先株式   1,500株 

    発行価額       ： １株あたり 80,000円 

    発行価額の総額    ：     120,000,000円 

    増資払込予定日    ： 平成21年８月（予定） 

  当該優先株式を全額転換することにより、前(1)の普通株式と合わせて、発行済株式総数の67.46％となる予定

です。 

※1 現時点では基本合意の段階であり、今後、第三者割当増資の条件等が変更される可能性があります。 

※2 優先株式の発行内容 

 ①優先株式の発行については、当社の株主総会の承認が必要なため発行時期をずらしております。 

 ②優先株式の普通株式への転換については、優先株式1株につき普通株式10株を割当てます。 

 ③優先株式の内容の詳細につきましては、平成21年３月末予定の資本業務提携契約書締結時に決定いたします。
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４．その他の合意事項 

(1) 役員の派遣 

当社は、資本業務提携契約締結後、最初に開催される当社の株主総会においてＹＥＤ社の指名する者を取締役及

び監査役に選任する議題を提出する予定です。 

(2) 当社の欠損金の解消 

当社は、資本業務提携契約締結後、最初に開催される当社の株主総会において、当社の欠損金を解消するよう資

本金及び資本剰余金を減少させる議題を提出する予定で、当該減資において生じるその他資本剰余金を処分するこ

とによって繰越利益剰余金の欠損填補を行うことを目的とします。なお、当該減資にあたっては、発行済株式総数

の数を変更しないものとする予定です。 

  

５．今後の日程 

 平成21年２月27日   取締役会決議、基本合意書締結 

 平成21年３月（予定） 取締役会決議、資本業務提携契約書締結 

平成21年４月（予定） 第三者割当増資（普通株式）の払込期日 

平成21年７月（予定） 株主総会特別決議 

平成21年８月（予定） 第三者割当増資（優先株式）の払込期日 

※ なお、当社の平成21年４月期の業績が下方修正された場合や平成22年４月期の一定の受注が確定しない場合等に

は、資本業務提携契約書締結に至らない可能性があります。 

  

６．調達する資金の額及び使途 

 (1) 調達する資金の額（差引手取概算額） 

    56,758,000円（普通株式） 

    119,820,000円（優先株式） 

    

  (2) 調達する資金の具体的な使途 

   今回の資金調達につきましては、開発案件の基板ＡＯＩ検査装置のデモ機製作資金及び借入金返済等に充当する予

定です。 

  

  (3) 調達する資金の支出予定時期 

   平成21年５月以降随時  
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年５月１日～平成20年１月31日） 

  

科目 

前第３四半期累計期間 
（自 平成19年５月１日 

   至 平成20年１月31日） 
  

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,331,299

Ⅱ 売上原価  921,271

売上総利益  410,027

Ⅲ 販売費及び一般管理費  447,226

営業損失（△）  △37,198

Ⅳ 営業外収益  2,284

Ⅴ 営業外費用  6,342

経常損失（△）  △41,256

Ⅵ 特別利益  4,200

Ⅶ 特別損失  －

税引前四半期純利益  △37,056

法人税、住民税及び事業税  3,830

法人税等調整額  △17,668

四半期純損失（△）  △23,219
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年５月１日～平成20年１月31日） 

  

  
前第３四半期累計期間 
（自 平成19年５月１日 

   至 平成20年１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      

 税引前四半期（当期）純損失（△）  △37,056

 減価償却費      53,152

 支払利息  4,064

 受取利息及び受取配当金  △165

 売上債権の増減額  841,098

 たな卸資産の増減額  44,683

 仕入債務の増減額  △583,471

 その他  △18,956

小計  303,347

 利息及び配当金の受取額  165

 利息の支払額  △2,739

 法人税等の支払額  △4,964

営業活動によるキャッシュ・フロー  295,809

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有形固定資産の取得による支出  △10,054

 無形固定資産の取得による支出  △1,642

 その他  △146

投資活動によるキャッシュ・フロー  △11,842

Ⅲ 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  △300,000

 長期借入金の返済による支出  △21,510

財務活動によるキャッシュ・フロー  △321,510

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △37,542

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  390,175

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  352,632
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