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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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 ％

22年5月期第1四半期 95 △73.8 △166 ― △176 ― △175 ―

21年5月期第1四半期 365 ― △19 ― △18 ― △9 ―

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

22年5月期第1四半期 △2,916.36 ―

21年5月期第1四半期 △155.28 ―

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

22年5月期第1四半期 2,216 816 36.8 13,590.84
21年5月期 2,573 992 38.6 16,514.17

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  816百万円 21年5月期  992百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

370 △34.3 △81 ― △95 ― △95 ― △1,581.09

通期 1,192 69.6 22 ― △4 ― △4 ― △66.57
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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  
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） 

(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 

上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により、予想と異
なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 63,841株 21年5月期  63,841株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  3,756株 21年5月期  3,756株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 60,085株 21年5月期第1四半期 60,841株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の大幅な景気の悪化から、輸出や公共投資は回復しつつあ

るものの、個人消費は力強さに欠け、設備投資は落ち込みが続いております。当社グループの主要取引先である半導体メ

ーカーも、稼働率は回復しつつあるものの、設備投資の再開については依然慎重な姿勢が続いております。 

このような環境の中、当社グループでは、前連結会計年度に行った経営合理化を受け、 小限の固定費で事業を運営

し、需要の取り込みを図る活動を継続しております。当社グループの主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ検査

向け光源装置につきましては、受注状況の落ち込みは底を打ち、改善傾向にはありますものの、いまだ昨年来の大幅な設

備需要の落ち込みから回復するまでには至っておりません。 

また、当第１四半期連結累計期間において、滞留たな卸資産の評価をより厳格に行うために評価基準を改定し、たな

卸資産評価損96百万円を売上原価に計上いたしました。  

 以上のような状況から、当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高95百万円、営業損失166百万円、経常損

失176百万円、四半期純損失175百万円となりました。 

  現在、各国政府による景気刺激策の一つとして太陽光発電に係る様々な施策が施されております。当社グループは、太

陽光発電に関する製品への取組みを強化しており、本年８月には、太陽光発電モジュールの生産・販売において世界トッ

プクラスの実績を有するインリーグリーンエナジーホールディングとの間で、太陽光発電モジュールの販売に関する業務

提携契約を締結いたしました。今後同社との緊密な協業関係を構築し、日本市場の開拓を進めてまいります。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

（電子部品検査装置事業） 

当社グループの主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ検査向け光源装置の売上につきましては、国内

及び海外における半導体メーカーの装置稼働率の回復がみられ、当セグメントの売上高も３四半期ぶりに増加に転

じましたが、本格的な回復には至っておりません。 

また、太陽光発電に関する製品への取組みを強化し、関連企業との提携を含め販売体制の構築を進めておりま

す。 

このような状況のなか、当セグメントの外部顧客に対する売上高は95百万円となりました。 

  

（セキュリティ関連事業） 

 従来セキュリティ関連事業に割り当てていた経営資源を、主として太陽電池に関する事業へ振り向けていること

もあり、当セグメントの外部顧客に対する売上高はありませんでした。 

   

  

  

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ356百万円減少し、2,216百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ331百万円減少し、1,517百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少等

によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ25百万円減少し、699百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ181百万円減少し、1,400百万円となりました。これは

主に、社債及び長期借入金等の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ175百万円減少し、816百万円となりました。これは

主に四半期純損失175百万円の計上によるものであります。 

  

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ264百万円減少し、606百

万円となりました。 

 当第１四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） 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは96百万円の支出となりました。これは、たな

卸資産評価損96百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失174百万円、売上債権の増加34百万円があったこと等

によるものです。 

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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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは４百万円の収入となりました。これは、投

資有価証券の売却による収入７百万円があったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは169百万円の支出となりました。これは、長

期借入金の返済による支出179百万円があったこと等によるものです。 

  

  

   

 当社グループは前第４四半期において、大幅な固定費削減を行い、需要回復期においては高収益の獲得が可能な組織体

制を構築しております。しかしながら、急速な受注落ち込みからの回復期にはあるものの、当連結会計年度においても、

半導体設備への需要は当面の間、低い水準での推移が見込まれるため、 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ需要

の取り込みを図る活動を継続してまいります。 

電子部品検査装置事業については、主力のＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け光源装置の受注については、上期は厳

しい状況が続くものの、足元の半導体メーカーの稼働率改善の状況等から、下期から徐々に回復の兆しが見えてくると考

えられるため、こうした需要の取り込みを図ってまいります。 

一方、世界的に市場が拡大している太陽電池関連産業へは、経営資源の有効活用に留意しつつも、引き続き積極的な

参入を図ってまいります。上期において費用は先行するものの、下期からの確実な利益貢献に繋げるための早急な事業の

立ち上げと確立に努めてまいります。 

セキュリティ関連事業につきましては、少額の利益貢献を見込んでおります。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、滞留たな卸資産の評価をより厳格に行うために評価基準を改定し、たな卸

資産評価損を売上原価に計上したものの、売上高、販売費及び一般管理費については概ね計画通り推移していることか

ら、現時点におきましては、平成21年７月10日に発表いたしました業績予想について第２四半期連結累計期間、通期とも

に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

   

   （簡便な会計処理） 

   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固定資産については、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。  

   （四半期連結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。   

  

 該当事項はありません。  

   

     当社グループは、前々連結会計年度において営業損失159百万円、前連結会計年度において営業損失603百万  

    円、当第１四半期連結会計期間において営業損失166百万円を計上しており、継続的な損失の発生により、継続 

    企業の前提に関する重要事象等が存在しております。 

     この状況が継続すると、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるおそれがあります。  

     そこで当社グループはこの状況を解消するため、前第４四半期において、大幅な固定費削減を行い、需要回復

    期においては高収益の獲得が可能な組織体制を構築いたしました。当連結会計年度においても 小限の組織体制

    とコスト構造を維持しつつ、需要の取り込みを図る活動を継続し、早急な収益構造の改善に努めております。 

 また、既存事業及び新規事業による売上を着実に獲得する一方で、速やかな資金調達を可能とし、当社グルー 

プの財務キャッシュ・フローの改善を図れるよう、積極的な資本政策の検討をしております。 

     従いまして、当社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。 

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 965,976 1,229,756

受取手形及び売掛金 145,615 111,158

有価証券 23,945 24,088

商品及び製品 33,374 48,265

仕掛品 122,341 159,551

原材料及び貯蔵品 197,476 246,439

その他 72,304 73,597

貸倒引当金 △43,686 △43,686

流動資産合計 1,517,347 1,849,170

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 306,620 311,118

その他（純額） 248,956 257,065

有形固定資産合計 555,576 568,183

無形固定資産   

その他 30,683 34,766

無形固定資産合計 30,683 34,766

投資その他の資産   

投資有価証券 250,167 255,996

その他 105,545 108,165

貸倒引当金 △242,426 △242,426

投資その他の資産合計 113,285 121,735

固定資産合計 699,546 724,685

資産合計 2,216,893 2,573,856

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,114 8,404

1年内償還予定の社債 380,000 380,000

1年内返済予定の長期借入金 376,270 445,226

未払法人税等 － 3,366

製品保証引当金 11,427 7,337

その他 46,033 60,065

流動負債合計 822,846 904,399

固定負債   

社債 130,000 170,000

長期借入金 441,024 501,399

退職給付引当金 6,062 5,804

その他 355 －

固定負債合計 577,441 677,203

負債合計 1,400,287 1,581,602
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,102,711 1,102,711

資本剰余金 1,033,711 1,033,711

利益剰余金 △865,738 △690,509

自己株式 △448,798 △448,798

株主資本合計 821,886 997,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,016 △4,469

為替換算調整勘定 △1,264 △393

評価・換算差額等合計 △5,280 △4,862

純資産合計 816,605 992,253

負債純資産合計 2,216,893 2,573,856
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 365,803 95,726

売上原価 215,144 143,611

売上総利益又は売上総損失（△） 150,659 △47,884

販売費及び一般管理費 170,602 118,527

営業損失（△） △19,942 △166,412

営業外収益   

受取利息 2,221 206

受取配当金 0 0

為替差益 8,493 －

固定資産賃貸料 3,472 184

その他 439 565

営業外収益合計 14,627 955

営業外費用   

支払利息 7,001 5,949

為替差損 － 2,879

原状回復費 2,800 －

その他 2,926 2,525

営業外費用合計 12,728 11,354

経常損失（△） △18,043 △176,811

特別利益   

製品保証引当金戻入額 5,742 2,761

製造権譲渡益 30,437 －

その他 － 18

特別利益合計 36,180 2,780

特別損失   

固定資産除却損 2,664 149

投資有価証券売却損 － 469

たな卸資産評価損 8,832 －

特別損失合計 11,497 619

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

6,639 △174,650

法人税、住民税及び事業税 1,126 578

法人税等調整額 14,960 －

法人税等合計 16,086 578

四半期純損失（△） △9,447 △175,229
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

6,639 △174,650

減価償却費 26,454 15,721

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,395 4,090

退職給付引当金の増減額（△は減少） △307 258

受取利息及び受取配当金 △2,222 △206

支払利息及び保証料 7,351 6,560

為替差損益（△は益） △7,479 3,082

有形固定資産除却損 2,664 149

たな卸資産評価損 8,832 96,469

売上債権の増減額（△は増加） △37,429 △34,456

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,664 4,594

仕入債務の増減額（△は減少） △39,522 710

その他 △200,029 △6,451

小計 △205,779 △84,130

利息及び配当金の受取額 1,895 206

利息及び保証料の支払額 △11,313 △9,926

法人税等の支払額 △1,465 △2,560

営業活動によるキャッシュ・フロー △216,663 △96,410

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 △30,741 △612

定期預金の払戻による収入 30,089 －

有形固定資産の取得による支出 △576 △578

無形固定資産の取得による支出 △682 －

投資有価証券の取得による支出 － △1,120

投資有価証券の売却による収入 477 7,103

敷金の差入による支出 △52 －

敷金の回収による収入 8,774 －

貸付けによる支出 △24,000 －

その他 △19 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,731 4,782

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △6,900 －

長期借入れによる収入 50,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △108,703 △179,331

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

配当金の支払額 △224 △350

その他 △374 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,201 △169,681

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,345 △3,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,250 △264,391

現金及び現金同等物の期首残高 1,888,446 871,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,551,195 606,612
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     該当事項はありません。  

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

     電子部品検査装置事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合

     計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

        

 前第１四半期連結累計期間 （自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日 ） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 当第１四半期連結累計期間 （自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31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

 の記載を省略しています。 

  

（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〕

  
電子部品

検査装置事業 
（千円） 

セキュリティ
関連事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
 （千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  361,369  4,433  365,803  －  365,803

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,400  972  3,372  (3,372)  －

計  363,769  5,406  369,176  (3,372)  365,803

営業利益（又は営業損失△）  118,844  △27,901  90,942  (110,885)  △19,942

事業区分 主要製品

 電子部品検査装置事業  光源装置、IPモジュール、カメラモジュール検査システム 

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品 

〔所在地別セグメント情報〕
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります 

   (1) アジア・・・・・台湾、韓国、シンガポール 

  (2) 北米・・・・・・アメリカ 

  (3) 欧州・・・・・・フランス 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31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。 

   

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  66,742  47  11,949  78,739

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  － －  365,803

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.2  0.0  3.3  21.5

（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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