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1.  平成22年4月期第3四半期の業績（平成21年5月1日～平成22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 ％

22年4月期第3四半期 315 △28.1 △141 ― △145 ― △146 ―
21年4月期第3四半期 439 △67.0 △725 ― △727 ― △837 ―

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4月期第3四半期 △13,725.15 ―
21年4月期第3四半期 △78,553.70 ―

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4月期第3四半期 1,072 366 34.2 34,411.14
21年4月期 1,002 513 51.2 48,136.30

（参考） 自己資本   22年4月期第3四半期  366百万円 21年4月期  513百万円

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4月期 ― ― ― ― ―
22年4月期 ― ― ―
22年4月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22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 650 22.6 2 ― 10 ― 10 ― 937.82
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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4月期第3四半期 10,663株 21年4月期  10,663株
② 期末自己株式数 22年4月期第3四半期  ―株 21年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第3四半期 10,663株 21年4月期第3四半期 10,663株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   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、発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。 
   予想には様々の不確定要素が内在しており、実際の業績は様々要素によりこれらの業績予想とは異なる場合があります。               
   業績予想に関する事項は、３ページ【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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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出関連産業の牽引やエコポイント等の景気刺激策により、回復に

向けた動きが見られる状況となりました。 

 当社が属する半導体関連業界におきましても、一部の半導体メーカーの生産が回復してきており、設備投資につい

ても底入れの兆しが見えてまいりました。 

 このような状況のもと、当社は、新製品の高性能パターン検査装置（基板ＡＯＩ）とファイン化が進んでいるＢＧ

Ａ・ＣＳＰ検査装置を中心に受注獲得に努めると同時に、徹底した各種経費の見直し・削減に努め、厳しい状況を乗

り越えるべく対応を行いました。 

 また、研究開発活動では、「戦略的基盤技術高度化支援事業」並びに「ものづくり中小企業製品開発等支援補助

金」に採択されており、両プロジェクトともに計画通りに進捗しております。  

 この結果、売上高は３億15百万円（前年同期比28.1％減）、営業損失１億41百万円（前年同期は営業損失７億25百

万円）、経常損失１億45百万円（前年同期は経常損失７億27百万円）、四半期純損失１億46百万円（前年同期は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70百万円増加し、10億72百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が１億62百万円増加したことによるものであります。 

 負債の部では、前事業年度末に比べ２億16百万円増加し、７億６百万円となりました。これは主に、短期借入金が

１億80百万円増加したことによるものであります。 

純資産の部では、前事業年度末に比べ１億46百万円減少し、３億66百万円となりました。これは、四半期純損失１億

46百万円を計上したことによるものであります。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累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、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92百万円減少し、当第３四半期累

計期間末には92百万円となりました。 

 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２億49百万円となりました。これは主に、売上債権の増加１億62百万円、税引前四

半期純損失１億44百万円計上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２百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出４百万円によるも

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１億59百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加１億80百万円によるも

のであります。 

  

 当事業年度（平成22年４月期）の業績予想は次のとおりです。 

        売上高         650百万円（前年同期比122.6％） 

        営業利益                  2百万円（前年同期は△819百万円） 

        経常利益               10百万円（前年同期は△819百万円） 

        当期純利益        10百万円（前年同期は△926百万円） 

  

   当第３四半期の経営成績については、半導体メーカーにおける新製品への取組などにおいて、当社の新製品である

  高性能パターン検査装置（基板ＡＯＩ）やＢＧＡ・ＣＳＰ検査装置の引合いが増加してきており、引続き受注獲得に

  向け活動を強化してまいります。特に、基板ＡＯＩにつきましては、量産ラインにおける生産には欠かせない検査装

  置として確固たるものにし、今後、国内のユーザー向けのみならず、海外のユーザーニーズにも適した製品開発を積

  極的に進め、市場拡大に向けた活動を強化してまいります。 

      なお、現時点での通期業績予想は、当社では主として顧客の増産が集中する第４四半期会計期間に需要が多く、第

  ４四半期会計期間の売上高及び営業費用が著しく増加する傾向がありますので、平成21年６月12日に発表いたしまし

  た業績予想から変更はございません。 

  

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 

 定額法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によ

ております。  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項ありません。  

  

  

     該当事項ありません。 

  

  

  当社は、前々事業年度において23,891千円の営業損失を計上し、前事業年度においては売上高が530,154千円  

（前々事業年度2,059,634千円）と著しく減少するとともに、819,265千円の営業損失を計上しております。また、

 当第３四半期累計期間においても141,076千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を生じさせるような状況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、ＴＡＢテープやＢＧＡ・ＣＳＰ等の半導体パッケージ及びプリント基板の外観検査装置の分野におい 

 て、特に高い性能を要求されるハイエンドの分野に注力して、事業活動を展開しております。一昨年のリーマン 

 ショック以降、設備投資が極端に低迷しておりましたが、当第３四半期後半頃から引合いが増加し、受注も回復

 の兆候が見えてまいりました。 

   当社は、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、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ることで検査装置の製品ラインナップの拡充を図り、当社の強みであ 

 るファインパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユーザーの検査ニーズに対する高度なソリューシ 

 ョンを提供していくこと及びハイエンド分野で培った技術をベースとして、市場規模の大きい精密プリント基板 

 の市場に向けた製品戦略を展開することで、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。 

   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したことで固定費を圧縮し、収益構造の改善を進めております。 

   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。 

   しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め 

 られます。 

    なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確 

   実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

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

（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

（３）継続企業の前提に関する重要事象等
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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22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 96,855 184,356

受取手形及び売掛金 281,550 119,292

仕掛品 108,342 106,781

原材料及び貯蔵品 39,977 40,480

その他 8,931 31,765

貸倒引当金 △900 △400

流動資産合計 534,757 482,277

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 381,807 401,927

その他（純額） 91,076 47,880

有形固定資産合計 472,883 449,808

無形固定資産 28,683 32,196

投資その他の資産 36,672 38,586

固定資産合計 538,239 520,590

資産合計 1,072,996 1,002,868

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 76,652 26,949

短期借入金 180,000 －

1年内返済予定の長期借入金 53,480 50,660

未払法人税等 4,018 4,997

製品保証引当金 2,971 2,070

その他 25,129 17,612

流動負債合計 342,252 102,289

固定負債   

長期借入金 334,480 357,340

その他 29,337 29,962

固定負債合計 363,817 387,302

負債合計 706,070 489,591

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 △1,513,022 △1,366,671

株主資本合計 366,926 513,277

純資産合計 366,926 513,277

負債純資産合計 1,072,996 1,002,868
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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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 439,004 315,508

売上原価 749,078 248,186

売上総利益又は売上総損失（△） △310,074 67,322

販売費及び一般管理費 415,642 208,398

営業損失（△） △725,716 △141,076

営業外収益   

受取利息 123 8

受取配当金 403 －

還付加算金 － 730

補助金収入 － 1,539

保険解約返戻金 － 631

その他 401 180

営業外収益合計 928 3,090

営業外費用   

支払利息 2,550 7,205

その他 303 386

営業外費用合計 2,853 7,592

経常損失（△） △727,641 △145,577

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,000 －

特別退職一時金戻入額 － 1,524

特別利益合計 2,000 1,524

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 △144,052

法人税、住民税及び事業税 3,875 2,922

法人税等調整額 △624 △624

法人税等合計 3,251 2,298

四半期純損失（△） △837,618 △146,351
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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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22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 △144,052

減価償却費 65,027 26,271

支払利息 2,550 7,205

受取利息及び受取配当金 △526 △8

補助金収入 － △1,539

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 △162,257

たな卸資産の増減額（△は増加） 350,438 △1,057

仕入債務の増減額（△は減少） △170,705 49,702

その他 △96,267 △13,439

小計 △109,155 △239,174

利息及び配当金の受取額 526 8

利息の支払額 △2,723 △7,105

補助金の受取額 － 1,241

法人税等の支払額 △5,150 △4,563

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 △249,593

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 － △4,800

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 2,132

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,772 △2,667

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） 80,000 180,000

長期借入金の返済による支出 △17,300 △20,040

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,700 159,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,017 △92,301

現金及び現金同等物の期首残高 243,761 184,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 153,744 92,055
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 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年５月１日 

    至 平成22年1月31日） 

当社は、前々事業年度において23,891千円の営業損失を計上し、前事業年度においては売上高が530,154

千円（前々事業年度2,059,634千円）と著しく減少するとともに、819,265千円の営業損失を計上しており

ます。また、当第３四半期累計期間において141,076千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を生じさせるような状況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、ＴＡＢテープやＢＧＡ・ＣＳＰ等の半導体パッケージ及びプリント基板の外観検査装置の分野

において、特に高い性能を要求されるハイエンドの分野に注力して、事業活動を展開しております。一昨

年のリーマンショック以降、設備投資が極端に低迷しておりましたが、当第３四半期後半頃から引合いが

増加し、受注も回復の兆候が見えてまいりました。 

当社は、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、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ることで検査装置の製品ラインナップの拡充を図り、当

社の強みであるファインパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユーザーの検査ニーズに対す

る高度なソリューションを提供していくこと及びハイエンド分野で培った技術をベースとして、市場規模

の大きい精密プリント基板市場に向けた製品戦略を展開することで、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。 

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したことで固定費を圧縮し、収益構造の改善を進めておりま

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。 

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められます。 

 なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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