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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22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 ％

22年5月期第3四半期 737 △51.4 △754 ― △862 ― △989 ―

21年5月期第3四半期 1,517 ― △1,152 ― △1,286 ― △1,452 ―

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3四半期 △163.10 ―

21年5月期第3四半期 △239.24 ―

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3四半期 5,211 △718 △13.8 △118.32

21年5月期 6,169 305 4.9 50.27

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  △718百万円 21年5月期  305百万円

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
22年5月期 ― ― ―

22年5月期 
（予想）

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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  

(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 

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。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第3四半期 6,069,850株 21年5月期  6,069,850株

② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  291株 21年5月期  291株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第3四半期 6,069,559株 21年5月期第3四半期 6,069,625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、平成20年の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、若干の回復基調が見え始めてはいるものの、依然として景気の

先行きが不透明な状況が継続しています。 

 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、設備投資は低調に推移しました。 

 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、経営の安定化を目指した新規市場の開拓と同時に経費削減に努めてまいりまし

た。 

 なお、特別損失としてたな卸資産評価損を111,769千円計上いたしました。技術部門及び生産部門の稼働率の低下

により、製造間接経費の固定費部分の配賦割合が増した製番に対して、低価法を適用したことによるものです。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高737,226千円（前年同期比51.4％減）、経常損失862,941

千円（前年同期は経常損失1,286,707千円）、四半期純損失989,951千円（前年同期は四半期純損失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、出荷済み製品に対する定期点検などのサービスを行ってまいりました。この結

果、売上高は前年同期比57.9％減の341,608千円となりました。 

 ウェーハ測定装置におきましては、出荷済み製品に対する移設などのサービスを行ってまいりました。この結果、

売上高は前年同期比90.8％減の44,543千円となりました。 

 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）及びレー

ザースクライバー装置モジュールを販売しました。この結果、売上高は前年同期比65.8％増の188,652千円となりま

した。 

 商品におきましては、レーザーの販売及び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、売上高は前年同期比52.4％増の162,422千円となりました。  

  

  

 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512,976千円減少し

3,217,815千円となりました。これは主として現金及び預金が652,103千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444,883千円減少し1,993,664千円となりました。これは主としてその他有形固定資産が

166,410千円減少したこと及び無形固定資産ののれんが償却により116,732千円減少したことによるものです。この結

果、資産合計は957,859千円減少し5,211,480千円となりました。 

 負債につきましては、流動負債は4,468,064千円増加し5,368,641千円となりました。これは主として１年内返済予

定の長期借入金が4,460,452千円増加したことによるものです。固定負債は、4,402,708千円減少し560,965千円とな

りました。これは主として長期借入金が4,422,046千円減少したことによるものです。この結果、負債合計は65,356

千円増加し5,929,607千円となりました。 

 純資産につきましては、1,023,215千円減少し△718,127千円となりました。これは主に第３四半期連結累計期間の

四半期純損失989,951千円の計上により、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548,433千

円減少し45,978千円となりました。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、687,032千円(前年同期は725,427千円の使用)となりました。これは主に、その他

流動負債が295,196千円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失987,372千円を計上、たな卸資産が361,380千円

増加及び仕入債務が251,023千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） 

 投資活動の結果得られた資金は、148,951千円(前年同期は243,698千円の使用)となりました。これは、主に定期預

金の解約による収入が103,669千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） 

 財務活動の結果使用した資金は、2,052千円(前年同期は264,903千円の獲得)となりました。これは、長期借入金の

返済による支出が1,594千円あったことによるものであります。 

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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 平成22年５月期通期の業績予想については、今後の世界経済及び半導体市場の動向が不安定であり、適切な予想数

値を算出することが困難であるため、未定と致します。なお、業績予想が可能になり次第、速やかに開示いたしま

す。   

  

 該当事項はありません。  

  

 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。   

  

 前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました営業外収益の「保険返戻金」は、営業外収益総額

の100分の20以下となったため、当第３四半期連結累計期間では営業外収益の「その他」に含めて表示すること

としました。なお、当第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険返戻金」は173千円

であります。 

   

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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 当社グループは、２期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、特に前連結会計年度においては、

1,555,583千円の営業損失及び2,546,356千円の当期純損失を計上しました。このように厳しい経営環境のなか、

財務体質改善に向けて収益性の向上とキャッシュ・フローの改善に取組んでおりますが、当第３四半期連結累計

期間におきましても、754,427千円の営業損失を計上しており、営業キャッシュ・フローは687,032千円のマイナ

スとなっております。その結果、当第３四半期連結会計期間末において718,127千円の債務超過となっておりま

す。 

 このような状況に伴い、平成21年12月に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しましたが、取引金融機

関との協議のもと、返済を猶予していただいております。また、取引金融機関以外の取引先等にも支援を要請し

ており、支払期日の延期等に応じていただいております。さらに、借入金の返済につきましては、各金融機関の

支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を当第１四半期連結会計期間に締結しましたが、財務体質のさらなる

建て直しを図るため、取引金融機関に財務制限条項の契約変更を含め、借入金の返済条件等の再度の変更に向け

て、引続き支援を要請しております。当該状況により、引続き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。 

  

 当社グループは、このような状況から脱却するため、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、その対応策は以下のと

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まだ自動化されていない装置の展開 

 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おり、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・製造することで、他社との差別化を図ってまいります。当

社は、上記技術の市場認知度向上のため、展示会への出展、業界誌への広告宣伝、お客様に対する個別の装置プ

レゼンテーション、ライブデモ等、積極的な営業活動を展開してまいります。 

  

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 

（４）継続企業の前提に関する重要事項等
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（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．資金繰りの改善及び財務体質の強化 

 資金繰りにつきましては、取引金融機関については、財務制限条項の変更契約を含め、借入金の返済条件等の

変更に向けて、引続き支援を要請しており、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、上記事業改善計画を徹底し、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。 
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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22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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 51,978 704,082

受取手形及び売掛金 360,581 268,594

商品及び製品 16,710 16,332

仕掛品 2,337,237 1,977,458

原材料及び貯蔵品 344,167 469,425

その他 115,781 304,143

貸倒引当金 △8,640 △9,244

流動資産合計 3,217,815 3,730,791

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 592,818 634,820

その他（純額） 580,835 747,245

有形固定資産合計 1,173,654 1,382,066

無形固定資産   

のれん 311,286 428,019

その他 118,633 176,821

無形固定資産合計 429,920 604,840

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 390,089 451,641

固定資産合計 1,993,664 2,438,547

資産合計 5,211,480 6,169,339
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 156,440 418,620

1年内返済予定の長期借入金 4,761,952 301,500

1年内償還予定の社債 － 40,000

未払法人税等 10,141 10,190

製品保証引当金 1,635 2,866

その他 438,472 127,399

流動負債合計 5,368,641 900,577

固定負債   

長期借入金 316,000 4,738,046

社債 220,000 220,000

金利スワップ負債 20,712 －

その他 4,253 5,627

固定負債合計 560,965 4,963,673

負債合計 5,929,607 5,864,251

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 △3,807,678 △2,817,727

自己株式 △310 △310

株主資本合計 △635,566 354,384

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,769 △10,772

為替換算調整勘定 △54,790 △38,523

評価・換算差額等合計 △82,560 △49,296

純資産合計 △718,127 305,088

負債純資産合計 5,211,480 6,169,339
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 1,517,313 737,226

売上原価 1,298,788 665,386

売上総利益 218,525 71,840

販売費及び一般管理費 1,371,053 826,267

営業損失（△） △1,152,528 △754,427

営業外収益   

受取利息 3,594 2,973

受取配当金 4 3

為替差益 － 5,584

受取賃貸料 6,538 400

保険返戻金 5,325 －

補助金収入 － 17,453

雑収入 1,489 8,967

営業外収益合計 16,950 35,382

営業外費用   

支払利息 89,417 100,520

為替差損 26,315 －

支払手数料 32,098 19,428

デリバティブ評価損 － 20,712

雑損失 3,298 3,235

営業外費用合計 151,129 143,896

経常損失（△） △1,286,707 △862,941

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 604

固定資産売却益 1,159 －

特別利益合計 1,159 604

特別損失   

たな卸資産評価損 163,377 111,769

その他 5,176 13,265

特別損失合計 168,553 125,035

税金等調整前四半期純損失（△） △1,454,100 △987,372

法人税、住民税及び事業税 3,444 2,578

法人税等調整額 △5,431 －

法人税等合計 △1,987 2,578

四半期純損失（△） △1,452,113 △989,951
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22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 △987,372

減価償却費 235,924 250,755

のれん償却額 116,732 116,732

たな卸資産評価損 163,377 111,769

固定資産除却損 372 1,114

固定資産売却損益（△は益） △1,055 2,222

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 9,928

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,096 △604

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,423 △1,231

受取利息及び受取配当金 △3,598 △2,976

支払利息 89,417 100,520

為替差損益（△は益） 9,980 255

デリバティブ評価損益（△は益） － 20,712

売上債権の増減額（△は増加） 2,250,374 △92,168

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,091,354 △361,380

仕入債務の増減額（△は減少） △775,953 △251,023

その他の流動資産の増減額（△は増加） △85,176 187,975

その他の負債の増減額（△は減少） △141,185 295,196

リース債務の増減額（△は減少） － △1,313

長期前払費用の増減額（△は増加） 25,216 5,816

小計 △655,354 △595,070

利息及び配当金の受取額 5,852 3,020

利息の支払額 △73,563 △91,388

法人税等の支払額 △2,361 △3,593

営業活動によるキャッシュ・フロー △725,427 △687,032

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 －

定期預金の払戻による収入 － 103,669

ゴルフ会員権の売却による収入 － 20,700

有形固定資産の取得による支出 △5,146 △3,889

有形固定資産の売却による収入 5,299 21,339

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 △550

その他 53,394 7,681

投資活動によるキャッシュ・フロー △243,698 148,951

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 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 △1,594

社債の償還による支出 △64,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △7 －

配当金の支払額 △611 △458

財務活動によるキャッシュ・フロー 264,903 △2,052

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,828 △8,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △689,394 △548,433

現金及び現金同等物の期首残高 1,734,809 594,412

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,045,415 45,978
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 当社グループは、２期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、特に前連結会計年度においては、

1,555,583千円の営業損失及び2,546,356千円の当期純損失を計上しました。このように厳しい経営環境のなか、

財務体質改善に向けて収益性の向上とキャッシュ・フローの改善に取組んでおりますが、当第３四半期連結累計

期間におきましても、754,427千円の営業損失を計上しており、営業キャッシュ・フローは687,032千円のマイナ

スとなっております。その結果、当第３四半期連結会計期間末において718,127千円の債務超過となっておりま

す。  

 このような状況に伴い、平成21年12月に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しましたが、取引金融機

関との協議のもと、返済を猶予していただいております。また、取引金融機関以外の取引先等にも支援を要請し

ており、支払期日の延期等に応じていただいております。さらに、借入金の返済につきましては、各金融機関の

支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を当第１四半期連結会計期間に締結しましたが、財務体質のさらなる

建て直しを図るため、取引金融機関に財務制限条項の契約変更を含め、借入金の返済条件等の再度の変更に向け

て、引続き支援を要請しております。当該状況により、引続き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。 

  

 当社グループは、このような状況から脱却するため、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、その対応策は以下のと

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まだ自動化されていない装置の展開 

 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おり、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・製造することで、他社との差別化を図ってまいります。当

社は、上記技術の市場認知度向上のため、展示会への出展、業界誌への広告宣伝、お客様に対する個別の装置プ

レゼンテーション、ライブデモ等、積極的な営業活動を展開してまいります。 

  

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 

（４）継続企業の前提に関する注記
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（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．資金繰りの改善及び財務体質の強化 

 資金繰りにつきましては、取引金融機関については、財務制限条項の変更契約を含め、借入金の返済条件等の

変更に向けて、引続き支援を要請しており、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、上記事業改善計画を徹底し、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。 

  

 しかしながら、これらの対応策をとっても業績及び資金繰りの改善を実行するうえで重要な要素となる売上高

の確保は外部要因に大きく依存することになるため、現時点において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、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を

四半期連結財務諸表に反映しておりません。   

  

  

前第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21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

   

  

前第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21年６月１日 至 平成22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。 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
半導体事業
（千円） 

太陽電池事業
（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 567,226  170,000 737,226  － 737,226

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － (－)  －

  計 567,226  170,000 737,226  (－) 737,226

 営業利益又は営業損失(△) △580,704 70,721  △509,983 (244,443) △754,427 

〔所在地別セグメント情報〕
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前第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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

  （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。  

        ２．各区分に属する主な国または地域は、以下のとおりであります。 

(1)欧州……………ドイツ、フランス 

(2)アジア…………マレーシア、台湾、韓国 

(3)北米……………アメリカ 

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)      

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  欧州 アジア 北米  計

Ⅰ海外売上高（千円）   53,723  30,382  16,086  100,192

Ⅱ連結売上高（千円）  －  －  －  737,226

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）  
 7.3  4.1  2.2  13.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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