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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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3四半期 1,517 ― △1,152 ― △1,286 ― △1,452 ―

20年5月期第3四半期 3,367 13.9 △801 ― △976 ― △666 ―

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3四半期 △239.24 ―

20年5月期第3四半期 △109.87 ―

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3四半期 7,915 1,405 17.8 231.59
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3四半期  1,405百万円 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 2,873 ― △1,256 ― △1,436 ― △1,607 ― △264.85
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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、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) 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、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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。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、４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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,069,625株 20年5月期第3四半期 6,069,685株
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 当第３四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に端を発した金融危機の影響

により、様々な産業で深刻な不況に陥り、景気の先行き不透明感がよりいっそう増大してまいりました。 

こうした環境のもと、当社グループの参画しております半導体業界も、実態経済の急変や半導体デバイス価格低迷の

影響等により、主要なウェーハメーカー及びデバイスメーカーは、設備投資の凍結や先送りを実施しました。 

 そのような状況下で、当社グループは、ウェーハメーカー向けの既存主力製品であるウェーハ検査装置及びウェー

ハ測定装置の受注が先送りとなる中、新製品開発への戦略的投資を積極的に行いました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,517,313千円、経常損失△1,286,707千円、四半期純損

失△1,452,113千円となりました。 

 営業品目別の概況は次のとおりです。 

 ウェーハ検査装置におきましては、新たに生産合理化用の新製品（スリップライン自動欠陥検査装置、新エッジ・

裏面複合検査装置）を開発し、主要ウェーハメーカーへの導入、サポートに注力してまいりました。また、出荷済み

製品に対するサービスを行ってまいりました。この結果、売上高は812,372千円となりました。 

 ウェーハ測定装置におきましては、インライン対応のナノトポグラフィー測定装置を開発し、主要ウェーハメーカ

ーへの導入、サポートに注力してまいりました。また、出荷済み製品に対するサービスを行ってまいりました。この

結果、売上高は484,606千円となりました。 

 その他装置におきましては、子会社（株）ナノシステムソリューションズの製品（マスクレス露光装置）を販売し

ました。この結果、売上高は113,761千円となりました。なお、レーザードライ方式を用いたウェーハエッジクリー

ニング（金属膜除去）装置事業に参入し、現在ユーザー２社（Ｔ社、Ｓ社）への納入に向け製品化を進めています。

また、“ポスト半導体デバイス戦略”としてスタートした太陽電池市場への参入においては、欧米や中国そして日本

において国のクリーンエネルギー政策として機運が高まっており、市場の拡大が期待される中、レーザースクライビ

ング装置の開発に着手し、現在米国ユーザー（Ｏ社）向け１号機の当期中納入に向け製品化を進めています。 

 商品におきましては、出荷済み商品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は106,572

千円となりました。 

   

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四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2,187,383千円減少し

5,657,558千円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が2,284,071千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66,529千円増加し2,258,023千円となりました。これは主として無形固定資産の

のれんが償却により116,732千円減少となりましたが、その他有形固定資産が144,342千円増加したこと及び投資その

他の資産のその他が104,056千円増加したことによるものです。この結果、資産合計は2,120,853千円減少し

7,915,582千円となりました。 

 負債につきましては、流動負債は1,347,079千円減少し3,287,110千円となりました。これは主として支払手形及び

買掛金が795,536千円減少したことによるものです。固定負債は、704,168千円増加し3,222,820千円となりました。

これは主として長期借入金が744,168千円増加したことによるものです。この結果、負債合計は642,911千円減少し

6,509,930千円となりました。 

 純資産につきましては、1,477,942千円減少し1,405,651千円となりました。これは主に第３四半期連結累計期間の

四半期純損失△1,452,113千円の計上により、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３四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689,394千

円減少し1,045,415千円となりました。また、当第３四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、725,427千円となりました。これは主に、売上債権が2,250,374千円減少した一方

で、税金等調整前四半期純損失△1,454,100千円を計上、たな卸資産が1,091,354千円増加及び仕入債務が775,953千

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、243,698千円となりました。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、264,903千円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が

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
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1,130,477千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。 

  

  

 通期の見通しについては、平成21年３月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて売上の減額及び損失の発

生について発表いたしました。 

 現在の世界的不況下、自動車・電化製品等の需要低迷により、連鎖的に半導体製造設備投資の凍結・延期が相次ぎ

ました。当社主力製品のウェーハ検査・測定装置も、合理化・次世代対応投資による導入はあるものの、多台数が見

込める設備投資用の引合いについては急減した状況となりました。 

 当初の計画に織り込んでおりました案件については、案件自体が無くなったのではなく引き続き顧客との商談は継

続されておりますが、景気悪化に伴う顧客予算の執行延期により当期の売上とはならなくなり、売上減少に伴い損失

の発生の見込みとなりました。 

  

  

 該当事項はありません。  

    

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定しています。 

②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。  

  

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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間の売上総利益が122,126

千円減少し、仕掛品が229,640千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229,640千円減少しております。   

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,169,994 1,845,656

受取手形及び売掛金 1,005,267 3,289,339

商品 16,332 19,354

製品 － 23,396

原材料 609,999 591,752

仕掛品 2,353,398 1,703,681

貯蔵品 1,764 1,645

繰延税金資産 224,994 166,949

その他 284,903 203,166

貸倒引当金 △9,096 －

流動資産合計 5,657,558 7,844,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 649,525 696,262

その他（純額） 580,612 436,269

有形固定資産合計 1,230,137 1,132,532

無形固定資産   

のれん 466,929 583,662

その他 205,791 224,192

無形固定資産合計 672,721 807,855

投資その他の資産   

繰延税金資産 － 52,613

その他 355,164 198,493

投資その他の資産合計 355,164 251,107

固定資産合計 2,258,023 2,191,494

資産合計 7,915,582 10,036,436
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,053,648 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 1,546,853 1,921,499

1年内償還予定の社債 40,000 64,000

未払法人税等 7,568 11,902

製品保証引当金 6,980 10,403

その他 132,060 237,200

流動負債合計 3,287,110 4,634,189

固定負債   

長期借入金 3,002,820 2,258,652

社債 220,000 260,000

固定負債合計 3,222,820 2,518,652

負債合計 6,509,930 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 △1,723,484 △271,370

自己株式 △310 △302

株主資本合計 1,448,627 2,900,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,565 －

為替換算調整勘定 △35,410 △17,153

評価・換算差額等合計 △42,975 △17,153

純資産合計 1,405,651 2,883,594

負債純資産合計 7,915,582 10,036,436
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 1,517,313

売上原価 1,298,788

売上総利益 218,525

販売費及び一般管理費 1,371,053

営業損失（△） △1,152,528

営業外収益  

受取利息 3,594

受取配当金 4

受取賃貸料 6,538

保険返戻金 5,325

雑収入 1,489

営業外収益合計 16,950

営業外費用  

支払利息 89,417

為替差損 26,315

支払手数料 32,098

雑損失 3,298

営業外費用合計 151,129

経常損失（△） △1,286,707

特別利益  

固定資産売却益 1,159

特別利益合計 1,159

特別損失  

たな卸資産評価損 163,377

その他 5,176

特別損失合計 168,553

税金等調整前四半期純損失（△） △1,454,100

法人税、住民税及び事業税 3,444

法人税等調整額 △5,431

法人税等合計 △1,987

四半期純損失（△） △1,452,113
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △1,454,100

減価償却費 235,924

のれん償却額 116,732

たな卸資産評価損 163,377

固定資産除却損 372

固定資産売却損益（△は益） △1,055

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,096

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,423

受取利息及び受取配当金 △3,598

支払利息 89,417

為替差損益（△は益） 9,980

売上債権の増減額（△は増加） 2,250,374

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,091,354

仕入債務の増減額（△は減少） △775,953

その他の流動資産の増減額（△は増加） △85,176

その他の負債の増減額（△は減少） △141,185

長期前払費用の増減額（△は増加） 25,216

小計 △655,354

利息及び配当金の受取額 5,852

利息の支払額 △73,563

法人税等の支払額 △2,361

営業活動によるキャッシュ・フロー △725,427

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 △13,732

有形固定資産の取得による支出 △5,146

有形固定資産の売却による収入 5,299

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 △40,127

その他 53,394

投資活動によるキャッシュ・フロー △243,698

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 △1,130,477

社債の償還による支出 △64,000

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △611

財務活動によるキャッシュ・フロー 264,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △689,394

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 1,045,415
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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。 

  

 当社グループは、前連結会計年度において393,975千円の営業損失及び444,003千円の当期純損失を計上してお

り、当第３四半期連結累計期間においても1,152,528千円の営業損失及び1,452,113千円の四半期純損失を計上

し、当連結会計年度においては大幅な営業損失及び当期純損失の計上が見込まれることとなりました。また、こ

のような業績の状況に伴い、シンジケートローン契約（平成21年2月28日現在の借入金残高3,666,666千円）の財

務制限条項に抵触する見込みが高く、将来、期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性があります。なお、主に

平成21年3月30 日及び31日に返済期限が到来したシンジケートローンを含む借入金1,888,973千円の履行延滞を

取引金融機関に要請し、返済期日の延長に応じていただきました。 

 これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じることになりました。 

 当社グループは、係る疑義を解消するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを行

い、早期に業績の改善を図るために事業改善計画を策定し推進しておりますが、その概要は以下のとおりです。

１．基本方針 

 当社グループは創業以来、独自のマーケティング力を生かし、常にお客様のニーズに合致した製品を提供して

まいりました。今後もお客様に貢献できることを喜びとし、強い信頼関係を築きながら、相互に発展していくと

いう理念を忘れることなく、安定した売上と利益の確保を目指し、再建計画を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

２． 営業施策 

（１） 半導体事業 

 当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまいりま

した、今後もシリコンウェーハメーカー検査工程の合理化・信頼性の向上を目指してまいります。 

① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）   

 スループット及び検査水準の向上による、競争力の強化 

② 新規装置（ウェーハエッジクリーニング装置等） 

 シリコンウェーハメーカーの製造工程における未開拓分野に着目した、合理化用装置の展開 

③ 保守・サービス 

 既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の強化 

（２） 太陽電池事業 

 世界的にクリーンエネルギーへの機運が高まっており、その中でも特に太陽電池市場の拡大が見込まれており

ます。当社グループも太陽電池市場への参入に向けて、従前から準備を進めて、太陽電池用レーザースクライビ

ング装置を新たな事業の柱の一つとしての早期実現を目指します。具体的には、現在、営業代理店契約を締結し

ておりますDeep Photonics Corporationとの連携を強化してまいります。同社の開発いたしました固体レーザー

は、薄膜太陽電池パネルの生産工程において、既存の他社製品では不可避であったデメリットを解決することが

でき、その優位性を遺憾なく発揮する装置を開発・販売することで、他社との差別化を計ってまいります。 

３．経営効率の改善 

 来期以降に想定される受注・売上規模に対し経営のスリム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管

理、生産技術など各部門の機能強化・経費削減を推進し、コスト構造の改善を進めてまいります。 

（１） 原価の低減 

  設計の見直し、仕入先との交渉等による、材料費の低減 

（２）組織・人員の合理化 

  ①役員報酬の減額 

  ②一時帰休など助成金制度を利用しながらのワークシェアリングの実施、等 

（３）研究開発の効率化 

  開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへのシフト 

４．資金繰りの改善 

 資金繰りにつきましては、取引金融機関へ上記の事業改善計画についての説明を行い、引続き支援を要請して

おり、現在、財務制限条項の契約変更も含め、借入金の返済条件等の変更に向けて協議中であり、早期に合意が

得られるものと考えております。 

 また、財務面におきましても、キャシュ・フローを意識した業務改善により営業キャッシュ・フローを好転さ

せ、有利子負債の削減、財務体質の健全化を推進します。 

 以上のような状況から当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

（４）継続企業の前提に関する注記
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り、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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。 

  

（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
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「参考資料」  

前年同四半期にかかる財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  3,367,660

Ⅱ 売上原価  2,309,232

売上総利益  1,058,428

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,860,301

営業損失(△)  △801,872

Ⅳ 営業外収益  14,679

１．受取利息  4,152

２．受取配当金  4

３．受取リース料  5,788

４．補助金収入  2,855

５．雑収入  1,878

Ⅴ 営業外費用  188,890

１．支払利息  95,406

２．為替差損  69,349

３．支払手数料  21,710

４．雑損失  2,424

経常損失(△)  △976,084

Ⅵ 特別利益  9,845

１．製品保証引当金戻入益  8,510

２．貸倒引当金戻入益  1,334

Ⅶ 特別損失  288

１．固定資産売却損  114

２．固定資産除却損  173

税金等調整前四半期純損失(△)  △966,527

法人税、住民税及び事業税  3,703

法人税等調整額  △303,364

四半期純損失(△)  △666,867
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△）  △966,527

減価償却費  198,084

のれん償却額  116,732

固定資産除却損  173

固定資産売却損  114

貸倒引当金の減少額  △1,334

製品保証引当金の減少額  △10,248

為替差損  3,926

受取利息及び受取配当金  △4,156

支払利息  95,406

売上債権の減少額  1,027,343

たな卸資産の増加額  △667,054

仕入債務の増加額  11,956

その他流動資産の増加額  △15,884

その他流動負債の増加額  12,368

長期前払費用の減少額  1,564

小計  △197,535

利息及び配当金の受取額  1,902

利息の支払額  △73,910

法人税等の支払額  △117,414

営業活動によるキャッシュ・フロー  △386,958

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  △13,632

有形固定資産の取得による支出  △185,936

有形固定資産の売却による収入  354,313

無形固定資産の取得による支出  △9,360

その他投資等の減少額  8,294

投資活動によるキャッシュ・フロー  153,678
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前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

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  △491,000

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  △1,362,330

社債の償還による支出  △64,000

配当金の支払額  △72,715

財務活動によるキャッシュ・フロー  △390,046

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △19,520

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △642,847

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第３四半期末
残高 

 1,692,232
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29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。  

  

  

 (重要な後発事象) 

 主に平成21年３月30日及び31日に返済期限が到来したシンジケートローンを含む借入金1,888,973千円の履行延滞

が発生しております。なお、現在、取引金融機関へ金融支援を要請しており、財務制限条項の契約変更も含め、借入

金返済条件等の変更に向けて協議中であり、早期に合意は得られるものと考えております。  

  

  

（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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