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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％

22年6月期第1四半期 281 △62.6 △82 ― △87 ― △86 ―
21年6月期第1四半期 751 ― △94 ― △99 ― △108 ―

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6月期第1四半期 △1,729.81 ―
21年6月期第1四半期 △2,171.03 ―

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6月期第1四半期 1,467 550 37.5 10,947.73
21年6月期 1,582 638 40.3 12,690.72

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  550百万円 21年6月期  638百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

1,015 △47.1 △76 ― △89 ― △90 ― △1,757.52

通期 3,376 20.3 78 ― 51 ― 47 ― 935.11
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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、４～５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） 

(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 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6月期第1四半期 50,623株 21年6月期  50,623株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  338株 21年6月期  338株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 50,285株 21年6月期第1四半期 50,115株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、本資料の発表日において入手可能な情報から判断された一定の前提に基づき策定したものであり、実際の業績は様々な要
因によって予想数値と異なる場合があります。 
なお、業績予想に関する事項は、４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参照ください。 
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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１四半期におけるわが国経済は、輸出の減少幅縮小や在庫調整の進展により、生産の持ち直しの動きが自

動車や家電業界の一部で見られるものの、景気は依然として厳しい状況が続いております。当社の主要な需要先

である半導体関連業界におきましては、半導体デバイスの需要が回復基調となりましたが、半導体メーカー各社

において設備投資が大幅に削減されるなど、総じて厳しい経営環境が続きました。 

このような市場環境の中、当社は半導体業界の投資動向に大きく依存した既存の事業領域（装置販売事業、テ

クニカル事業、ソフトウェア事業）だけでは断続的な売上金額の低減傾向に歯止めをかけることは困難であると

の認識のもと、環境関連分野である太陽光発電やLED事業への進出を目指し、市場調査を徹底的に推し進めまし

た。当社が目指す環境関連分野は、不況下の現在においても活発な投資が見込まれる将来展望が明るい市場では

ありますが、第１四半期においては代理店契約を念頭に置いた商品・顧客調査に留まり、本格的な受注活動は第

２四半期以降へと持ち越されております。 

一方、既存事業におきましては、元来、下期偏重の販売計画に低調な投資環境が重なり、足下では会社設立以

来の厳しい状況が続いておりますが、当社が得意とする提案型営業を丁寧に推し進めることにより、販売可能性

の機会喪失を避け、来るべき景気回復の局面における加速度的な販売攻勢を目指し、顧客ニーズを徹底的に洗い

直す地道な営業活動を続けてまいりました。 

しかしながら、取引先の設備投資への姿勢は慎重を極め、当社が期首に想定した保守的な水準をも大きく下回

る状況で推移しております。当第１四半期におきましては、その影響を大きく受け、装置販売おいては前年同期

比68.4％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並びに取扱プロダクトの減

少等の影響から前年同期比79.5％の減少となりました。一方、ストック型ビジネスであるソフトウェアは順調に

販売を伸ばし前年同期比35.6％の増加となりました。 

当社では前述の外部環境の悪化並びに事業領域の見直し・拡大にあたり、前期より継続的に固定費の圧縮に

努めております。 

この結果、売上高281,038千円（前年同期比62.6％減）、営業損失82,265千円（前年同期比12,082千円の損失

の減少）、経常損失87,614千円（前年同期比11,653千円の損失の減少）、四半期純損失86,983千円（前年同期比

21,818千円の損失の減少）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低迷と生産・在庫調整が断続的に続き、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凍結や先

送りが顕著となる状況が続いております。一部装置においては堅調な動きがあるものの、全体的には市況悪化の

影響下、売上台数を減少させ、期初の販売計画を下回り前年同期実績をも大きく割込んでおります。 

その結果、売上高は142,848千円（前年同期比68.4％減）となりました。 

テクニカル（技術サービス）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取扱プロダクトの減少に起

因する保守契約の減少、さらには顧客における経費削減策に伴い、修理案件においても取扱いの減少が顕在化し

てきております。 

その結果、売上高は47,958千円（前年同期比79.5％減）となりました。 

ソフトウェア事業 

ソフトウェア事業におきましては、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、新規顧客へ

の拡販を進めながら順調に販売を拡大いたしました。 

その結果、売上高は90,231千円（前年同期比35.6％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１四半期会計期間末における流動資産の残高は、1,260,378千円（前事業年度末は1,373,525千円）とな

り113,147千円の減少となりました。その主な要因は、前受金の増加に伴い現金及び預金が41,139千円増加し

たものの、売上高の大幅な減少による売上債権の減少が66,565千円、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60,419千円の減少、さらに在庫商品の販売不振により在庫評価減を実施したこと等により、

たな卸資産の減少25,295千円があったことによるものであります。 
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また、当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、206,943千円（前事業年度末は209,200千円）

となり2,256千円の減少となりました。その主な要因は、減価償却に伴う有形固定資産の減少1,472千円、同

じく無形固定資産の減少534千円等によるものであります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における総資産は1,467,321千円（前事業年度末は1,582,725千円）と

なりました。 

②負債の状況 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、745,655千円（前事業年度末は743,664千円）となり     

1,990千円の増加となりました。その主な要因は、販売低迷に伴い買掛金が87,530千円減少するとともに、短

期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が37,250千円、未払費用が9,589千円、未払消費税等が5,277千円

減少したものの、12月に売上予定である大型装置案件の代金を含む前受金が146,425千円増加したこと等によ

るものであります。 

また、当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、171,160千円（前事業年度末は200,908千円）

となり29,748千円の減少となりました。その主な要因は、社債の償還に伴う減少が20,000千円、長期借入金

の減少が9,748千円あったことによるものであります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は916,815千円（前事業年度末は944,572千円）とな

りました。 

③純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、550,506千円（前事業年度末は638,152千円）となり     

87,646千円の減少となりました。その主な要因は、四半期純損失を86,983千円計上したことにより、当第１

四半期会計期間末における利益剰余金がマイナスの355,171千円（前事業年度末はマイナスの268,188千円）

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１四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

31,139千円増加し430,513千円となりました。なお、当第１四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108,082千円となりました（前年同期比102,807千円の増加）。これは税引前

四半期純損失が86,967千円になるとともに仕入債務の減少87,530千円や未払費用の減少8,913千円等の資金減

少はあったものの、売上債権の減少66,565千円、たな卸資産の減少25,295千円、その他資産の減少62,502千円、

さらにその他負債の増加139,815千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9,154千円となりました（前年同期比10,901千円の減少）。これは定期預金

の預入による支出10,000千円並びに有形固定資産の取得による支出192千円がある一方、有形固定資産の売却

による収入1,037千円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66,998千円となりました（前年同期比63,099千円の増加）。これは社債の償

還による支出20,000千円と短期借入金の収支に伴う支出27,000千円及び長期借入金の返済による支出19,998千

円によるものであります。 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 

今期の見通しにつきましては、家電や自動車業界の一部に回復の動きが見られるものの、民間設備投資の

減少や個人消費の冷え込みに加え、雇用情勢のさらなる悪化等の懸念材料を抱えており、わが国経済は先行

き不透明な状況が続くことが予想されます。 

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、事業活動全般にわたり積極的な諸施策

を展開するとともに、コスト削減のための徹底した合理化を推進してまいります。 

なお、業績予想（平成21年８月12日発表）の見直しは行っておりません。 

 

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 

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を
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基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

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、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。 

 

③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１四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適

用後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、住民税及び事業税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等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、

又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前事業年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニング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 

該当する事項はありません。 

 

 (3) 継続企業の前提に関する重要な事象等 

当社は前事業年度（平成21年６月期）において、売上高が前期比40.1％減少すると同時に当期純損失

268,188千円を計上いたしました。 

また、当第１四半期会計期間におきましても、売上高はさらに前年同期比62.6％減少するとともに、四半

期純損失86,983千円を計上しており、継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような事象が存在し

ております。当社では、当該事象の解消に向け平成21年７月より新経営体制に刷新するとともに、営業組織

改革を始め徹底した固定費削減プランの策定、さらには半導体事業に大きく依存した事業構造からLEDや太陽

光発電等の環境関連を主体とした新しい事業領域への進出を目指してビジネスモデルの再構築を実施してお

ります。 

今後は徹底したマーケティングと戦略的営業活動を間断なく推進することにより、継続的に安定した経営

を維持するための強固な収益力を確立し財務体質の健全化を図ってまいる所存であります。 
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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１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 460,513 419,373

受取手形及び売掛金 41,249 107,814

商品 439,825 473,710

原材料 118,957 111,225

仕掛品 1,091 141

貯蔵品 660 752

その他 198,488 261,561

貸倒引当金 △408 △1,054

流動資産合計 1,260,378 1,373,525

固定資産   

有形固定資産 17,848 19,128

無形固定資産 6,344 6,879

投資その他の資産   

関係会社株式 12,761 12,761

その他 169,988 170,430

投資その他の資産合計 182,750 183,192

固定資産合計 206,943 209,200

資産合計 1,467,321 1,582,725

負債の部   

流動負債   

買掛金 33,517 121,047

短期借入金 320,000 347,000

1年内返済予定の長期借入金 58,872 69,122

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払金 18,816 19,886

未払法人税等 941 2,752

前受金 244,237 97,812

製品保証引当金 8,969 11,348

その他 20,301 34,695

流動負債合計 745,655 743,664

固定負債   

社債 140,000 160,000

長期借入金 31,160 40,908

固定負債合計 171,160 200,908

負債合計 916,815 944,572
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 149,055 149,055

資本剰余金 793,510 793,510

利益剰余金 △355,171 △268,188

自己株式 △36,225 △36,225

株主資本合計 551,169 638,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72 －

繰延ヘッジ損益 △735 －

評価・換算差額等合計 △662 －

純資産合計 550,506 638,152

負債純資産合計 1,467,321 1,582,725
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 751,992 281,038

売上原価 694,520 266,345

売上総利益 57,472 14,693

販売費及び一般管理費 151,819 96,958

営業損失（△） △94,347 △82,265

営業外収益   

受取利息 631 140

受取賃貸料 1,861 1,584

その他 23 2

営業外収益合計 2,516 1,727

営業外費用   

支払利息 5,404 3,000

為替差損 － 2,545

その他 2,030 1,529

営業外費用合計 7,435 7,076

経常損失（△） △99,267 △87,614

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,715 646

特別利益合計 2,715 646

特別損失   

前期損益修正損 11,750 －

投資有価証券評価損 374 －

特別損失合計 12,124 －

税引前四半期純損失（△） △108,676 △86,967

法人税、住民税及び事業税 125 15

法人税等合計 125 15

四半期純損失（△） △108,802 △86,983
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30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（△） △108,676 △86,967

減価償却費 5,479 2,007

のれん償却額 4,686 －

長期前払費用の増減額（△は増加） － △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,223 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 12,966 △2,379

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,715 △646

受取利息及び受取配当金 △631 △140

為替差損益（△は益） 658 789

支払利息 5,404 3,000

投資有価証券評価損益（△は益） 374 －

売上債権の増減額（△は増加） 208,445 66,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,741 25,295

その他の資産の増減額（△は増加） 87,447 62,502

仕入債務の増減額（△は減少） △66,075 △87,530

未払費用の増減額（△は減少） △40,475 △8,913

その他の負債の増減額（△は減少） △79,344 139,815

その他 93 △917

小計 14,120 112,470

利息及び配当金の受取額 627 76

利息の支払額 △4,163 △3,556

法人税等の支払額 △5,310 △908

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,274 108,082

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 △5,900 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △3,998 △192

有形固定資産の売却による収入 2,163 1,037

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 △20,055 △9,154

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） 15,500 △27,000

長期借入金の返済による支出 △22,517 △19,998

社債の償還による支出 － △20,000

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 △3,898 △66,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △658 △789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,339 31,139

現金及び現金同等物の期首残高 569,727 399,373

現金及び現金同等物の四半期末残高 550,388 430,513
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 (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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