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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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9月期第2四半期 9,720 △4.1 △1,345 ― △1,381 ― △695 ―

21年9月期第2四半期 10,134 ― △1,729 ― △2,565 ― △1,783 ―

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9月期第2四半期 △35.68 ―

21年9月期第2四半期 △90.98 ―

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9月期第2四半期 37,896 20,587 52.1 1,012.32
21年9月期 34,849 20,798 56.6 1,012.84

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  19,731百万円 21年9月期  19,741百万円

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9月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年9月期 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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 27,000 39.9 1,200 ― 1,100 ― 700 ― 35.91
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

本書に記載した業績予想数値等は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、様々な要因により異なる場合がありま 
す。業績予想等の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３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下さい。 

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9月期第2四半期 20,012,658株 21年9月期  20,012,658株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  521,252株 21年9月期  521,252株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 19,491,406株 21年9月期第2四半期 19,598,682株
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当第２四半期連結累計期間における半導体市場は、ＰＣやスマートフォン、液晶テレビ等の好調な販売を背景に

順調な回復を続け、デバイスの需給が逼迫するまでになりましたが、リーマン・ショックを経て縮小したメーカー

の生産能力は急速な能力拡大が間に合わず、またメーカーの体力も設備投資を本格的に再開するほど改善していな

かったため、各社限られた生産体制の中での生産管理を推し進めようと、量産計画の調整を頻繁に行う様子が見ら

れました。これを受け、当社半導体機器の製品需要は増加したものの、顧客の急変する生産計画への迅速な対応や

製品の短納期化など、難易度の高い生産管理を要求される状況となりました。 

一方ＦＰＤ市場は、中国を中心とした薄型テレビの力強い需要の継続や、ＰＣモニタ向けパネルの需要の増加等

があり、ようやく収益を回復させてきたメーカーにおいて生産能力を引き上げようとする設備投資の動きが見られ

るようになりましたが、工場を売却し撤退する中堅企業もありました。これを受け、当社ＦＰＤ機器の受注済み製

品に関しては順調に納品・立上を実施し、売上を計上できましたが、新規の受注に関しては企業の設備投資が本格

的な再開に至っていないことから、引き続き低調に推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、前連結会計年度に引き続き人件費その他の固定費削減に努め、生産の効

率化や部材調達の見直し等により原価低減を推し進め、また新技術や新製品の開発にも精力的に取組んでまいりま

した。 

また当第２四半期連結累計期間には特別利益として、平成18年９月発行の新株予約権戻入益185百万円、前年度に

おける貸倒引当金及び製品保証引当金の戻入益106百万円等がありました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高9,720百万円（前年同期比4.1％減）、営業損失1,345百万

円（前年同期は1,729百万円の営業損失）、経常損失1,381百万円（前年同期は2,565百万円の経常損失）、四半期純

損失695百万円（前年同期は1,783百万円の四半期純損失）となりました。 

  

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

（１）事業の種類別セグメント 

① 半導体機器事業 

プローブカードは、全般的に半導体市場の回復を受けて受注・売上が緩やかに回復しつつありますが、特

にＰＣやデジタル家電で需要が拡大したＤＲＡＭ等メモリ向けのプローブカードにおいては、第１四半期の

調整期を経て、第２四半期には新規開発製品の受注・売上が急速に増加しました。これは、メモリデバイス

の需給逼迫に対し、リセッションを経て生産能力を縮小させたメーカー各社が、限られた生産体制の中で

適な製品投入及び量産を行ったためで、当社グループは顧客の急変する生産計画への迅速な対応や製品の短

納期化など、難易度の高い生産管理を要求される状況となりました。 

営業損益に関しては、原価低減や経費削減等に努めたものの、売上高に対する減価償却費等固定費負担が

重く、また製品売上構成上でも粗利率の低い量産前の新規デバイス向けプローブカードの比率が高かったこ

ともあり、損失を計上することとなりました。 

この結果、受注高は7,291百万円（前年同期比17.6％増）、売上高は6,658百万円（前年同期比9.7％減）、

営業損失は599百万円（前年同期は929百万円の営業損失）となりました。 

② ＦＰＤ機器事業 

ＬＣＤ検査装置は、第２四半期において一部メーカーの稼動前倒し要請を受け迅速な対応で納品・立上を

実施した結果、予想を若干上回る売上を計上できました。受注に関しては各企業が本格的な設備投資再開に

は至っていないことから引き続き低調に推移いたしました。一方、検査器具プローブユニットは、テレビ需

要が比較的低価格な製品中心であったことから、メーカーがパネルの品種絞込みや簡易検査の適用可能なパ

ネルを増加させたため、低水準の受注・売上となりました。 

営業損益に関しては、原価低減や経費削減等に努めたものの、大幅に減少した売上高がまだ固定費を吸収

しきれず、損失を計上することとなりました。 

この結果、受注高は2,499百万円（前年同期比41.1％減）、売上高は3,061百万円（前年同期比10.8％

増）、営業損失は162百万円（前年同期は212百万円の営業損失）となりました。 

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

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第2四半期決算短信
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（２）所在地別セグメント 

① 日本 

国内は、半導体や液晶パネル市場が回復しつつあり、主に半導体計測機器及び液晶検査機器で売上が回復

したものの、売上高がまだ固定費を吸収しきれず、売上高8,224百万円（前年同期比4.4％増）、営業損失756

百万円（前年同期は1,362百万円の営業損失）となりました。 

② アジア 

アジアは、主に台湾大手液晶パネルメーカーが低価格パネル製品の需要増を受けて、簡易型プローブユニ

ットの採用を広げたことから、現地子会社による液晶検査器具プローブユニットの売上が低調に推移し、売

上高645百万円（前年同期比47.7％減）、営業利益40百万円（前年同期比86.8％減）となりました。 

③ 米国 

米国では、前連結会計年度に経営破綻した企業の売上を補填するほどの半導体市場の回復がなく、主に現

地子会社での半導体検査器具アドバンストプローブカードの売上が振るわず、売上高839百万円（前年同期比

17.0％減）、営業損失42百万円（前年同期は42百万円の営業損失）となりました。 

④ その他 

欧州では、前連結会計年度の主要顧客の経営破綻以降、低水準な売上高が継続しているため、現地子会社

での半導体検査器具アドバンストプローブカードの売上が振るわず、売上高11百万円（前年同期比35.8％

増）、営業損失28百万円（前年同期は32百万円の営業損失）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,047百万円増加し、37,896百万

円となりました。これは主に、減価償却費により有形及び無形固定資産が543百万円減少したものの、現金及び

預金が1,758百万円、投資有価証券が1,545百万円、受取手形及び売掛金が519百万円増加したこと等によるもの

であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,259百万円増加し、17,309百万円となりました。これは主に、未払法

人税等が202百万円減少したものの、短期借入金と長期借入金を合わせた純借入額が2,359百万円、支払手形及び

買掛金が1,080百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ211百万円減少し、20,587百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金が921百万円増加したものの、四半期純損失の計上等により利益剰余金が890百万円減少した

こと等によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、前連結会計年度末に比

べ2,073百万円増加し、6,178百万円となりました。 

当第２四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） 

営業活動により得られた資金は92百万円（前年同期は2,627百万円の支出）となりました。これは主に仕入債

務の増加額1,100百万円、減価償却費967百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失1,091百万円、売上

債権の増加額537百万円、たな卸資産の増加額226百万円があったこと等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） 

投資活動により使用された資金は63百万円（前年同期は1,913百万円の支出）となりました。これは主に韓国

子会社の新工場設備投資等により、有形固定資産の取得による支出が385百万円あったものの、定期預金の純払

戻額506百万円があったこと等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） 

財務活動により得られた資金は1,932百万円（前年同期比30.3％増）となりました。これは主に短期借入金と

長期借入金を合わせた純借入による収入2,372百万円が、担保定期預金の預入による支出200百万円、配当金の支

払額194百万円等の支出を上回ったことによるものであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第2四半期決算短信
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平成21年11月19日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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。  

  

該当事項はありません。 

  

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

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第2四半期決算短信
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,519 4,761

受取手形及び売掛金 8,213 7,693

製品 118 111

仕掛品 3,476 3,237

原材料及び貯蔵品 336 331

その他 1,436 1,891

貸倒引当金 △328 △409

流動資産合計 19,772 17,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,882 5,980

機械装置及び運搬具（純額） 2,724 3,192

その他（純額） 3,246 3,144

有形固定資産合計 11,853 12,317

無形固定資産 1,228 1,307

投資その他の資産   

投資有価証券 2,754 1,208

その他 2,658 2,766

貸倒引当金 △370 △367

投資その他の資産合計 5,042 3,607

固定資産合計 18,124 17,231

資産合計 37,896 34,849

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,020 2,939

短期借入金 5,145 3,795

未払法人税等 67 270

賞与引当金 432 421

製品保証引当金 194 264

その他 1,587 1,535

流動負債合計 11,448 9,227

固定負債   

社債 300 330

長期借入金 4,024 3,015

退職給付引当金 867 859

役員退職慰労引当金 － 618

長期未払金 646 －

その他 22 －

固定負債合計 5,860 4,823

負債合計 17,309 14,050

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第2四半期決算短信

－　6　－



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,018 5,018

資本剰余金 5,769 5,769

利益剰余金 8,755 9,645

自己株式 △671 △671

株主資本合計 18,872 19,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,251 329

為替換算調整勘定 △391 △350

評価・換算差額等合計 859 △20

新株予約権 28 185

少数株主持分 827 871

純資産合計 20,587 20,798

負債純資産合計 37,896 34,849

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第2四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,134 9,720

売上原価 7,582 7,643

売上総利益 2,551 2,076

販売費及び一般管理費 4,281 3,421

営業損失（△） △1,729 △1,345

営業外収益   

受取利息 14 8

受取配当金 1 2

受取賃貸料 14 19

為替差益 － 6

その他 34 25

営業外収益合計 65 61

営業外費用   

支払利息 34 56

持分法による投資損失 23 －

訴訟関連費用 549 15

為替差損 172 －

その他 121 26

営業外費用合計 902 98

経常損失（△） △2,565 △1,381

特別利益   

固定資産売却益 2 0

貸倒引当金戻入額 － 72

製品保証引当金戻入額 66 33

新株予約権戻入益 － 185

その他 21 3

特別利益合計 90 295

特別損失   

貸倒引当金繰入額 3 －

投資有価証券評価損 85 －

固定資産除却損 4 4

その他 0 0

特別損失合計 93 4

税金等調整前四半期純損失（△） △2,568 △1,091

法人税、住民税及び事業税 194 55

法人税等調整額 △1,116 △436

法人税等合計 △921 △380

少数株主利益又は少数株主損失（△） 136 △14

四半期純損失（△） △1,783 △695
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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損失（△） △2,568 △1,091

減価償却費 1,189 967

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △292 11

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △110 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △112 △69

貸倒引当金の増減額（△は減少） 501 △76

受取利息及び受取配当金 △16 △10

支払利息 34 56

新株予約権戻入益 － △185

売上債権の増減額（△は増加） 3,829 △537

たな卸資産の増減額（△は増加） △370 △226

仕入債務の増減額（△は減少） △3,188 1,100

前受金の増減額（△は減少） 258 67

その他 334 124

小計 △489 148

利息及び配当金の受取額 25 12

利息の支払額 △33 △58

法人税等の支払額 △1,593 △253

法人税等の還付額 － 261

その他の支出 △535 △17

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,627 92

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 △742 △69

定期預金の払戻による収入 294 575

有形固定資産の取得による支出 △1,026 △385

有形固定資産の売却による収入 5 1

投資有価証券の取得による支出 △238 △31

投資有価証券の払戻による収入 － 9

その他の支出 △241 △59

その他の収入 35 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,913 63
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,022 3,200

短期借入金の返済による支出 △857 △2,548

長期借入れによる収入 1,078 2,600

長期借入金の返済による支出 △568 △879

担保定期預金の預入による支出 － △200

社債の償還による支出 △30 △30

自己株式の取得による支出 △215 －

少数株主からの払込みによる収入 124 －

配当金の支払額 △890 △194

少数株主への配当金の支払額 △180 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,483 1,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △146 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,203 2,073

現金及び現金同等物の期首残高 7,596 4,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,393 6,178

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第2四半期決算短信

－　10　－



該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

（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〕

  
半導体機器事
業（百万円） 

ＦＰＤ機器事
業（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  7,370  2,763  10,134  －  10,134

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  7,370  2,763  10,134  (－)  10,134

営業損失（△）  △929  △212  △1,141  (587)  △1,729

  
半導体機器事
業（百万円） 

ＦＰＤ機器事
業（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  6,658  3,061  9,720  －  9,720

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  6,658  3,061  9,720  (－)  9,720

営業損失（△）  △599  △162  △761  (583)  △1,345

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
米国

（百万円） 
その他

（百万円） 
計（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

 売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  7,881  1,233  1,010  8  10,134  －  10,134

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 856  457  15  28  1,358  (1,358)  －

計  8,738  1,691  1,026  36  11,492  (1,358)  10,134

 営業利益又は営業損失（△）  △1,362  307  △42  △32  △1,129  (599)  △1,729

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
米国

（百万円） 
その他

（百万円） 
計（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

 売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  8,224  645  839  11  9,720  －  9,720

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 880  257  2  0  1,140  (1,140)  －

計  9,104  902  841  11  10,860  (1,140)  9,720

 営業利益又は営業損失（△）  △756  40  △42  △28  △786  (558)  △1,345
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,972  974  300  6,246

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  10,134

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 49.1  9.6  2.9  61.6

  アジア 米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,949  768  19  4,737

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  9,720

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 40.6  7.9  0.2  48.7

（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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（重要な後発事象） 

当社は、平成22年４月23日開催の取締役会において、台湾MPI Corporation（以下、MPI）との合弁会社であり

ます美科樂電子股份有限公司（英文名 Taiwan MJC Co.,Ltd.、以下TMC）について、合弁を解消すべく株式譲渡契

約を締結し、TMCを完全子会社化することを決議いたしました。 

  

１．合弁解消の理由 

当社は、平成16年に台湾でのLCD検査機器の販売・サービスを強化するためTMCを設立し、その後、平成18

年にはMPIの協力を得るため、同社と合弁契約を締結し、経営陣を含めたより一層の現地化と地域密着型事業

の展開を推進してきましたが、台湾LCD市場が成長期から成熟期に入り、合弁所期の目的も達成いたしました

ので、同社との契約を発展的に解消することといたしました。 

 今後TMCはFPD事業のグローバルネットワークとしての事業強化を進めていきます。また、MPIとは引き続き

半導体事業において協力関係を強化してまいります。 

２．合弁解消の内容 

平成22年５月末日に、当社とMPIは両社間で締結しているTMCの合弁契約を解消し、当社がMPIの保有する

TMCの全株式（出資額50百万台湾ドル、持ち株比率40％）を取得する。 

３．当該合弁会社の概要 

（１）商号     美科樂電子股份有限公司（Taiwan MJC Co.,Ltd.） 

（２）所在地    台湾新竹縣竹北市 

（３）代表者    董事長：高橋 啓章（当社取締役） 

（４）事業内容   LCD検査器具及び機器の設計・製造・販売・保守 

（５）資本金    125百万台湾ドル 

（６）設立年月日  平成16年７月13日 

（７）持株比率   当社 60％、MPI 40％ 

（８）当社との関係 資本関係：当社が60％保有 

人的関係：非常勤役員を３名派遣 

取引関係：当社が技術供与、LCD検査機器の販売 

関連当事者への該当状況：子会社に該当 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１）合弁解消前の所有株式数    750万株（所有割合60％） 

（２）取得株式数         500万株（取得見込み価格 135百万台湾ドル） 

（３）合弁解消後の所有株式数  1,250万株（所有割合 100％） 

５．解消する合弁相手先の概要 

（１）商号     MPI Corporation 

（２）所在地    台湾新竹縣竹北市 

（３）代表者    董事長：葛長林 

（４）事業内容   半導体計測器具の製造・修理・輸出入販売、PC及び周辺機器の保守・販売、機械及び

部品の輸出入販売 

（５）資 本 金   740百万台湾ドル 

（６）設立年月日  平成７年７月25日 

（７）当社との関係 資本関係：当社がMPI株式を8.84％保有 

人的関係：非常勤役員を1名派遣 

取引関係：当社がMPIに技術供与、半導体計測器具の販売代理店 

関連当事者には該当しません。 

６．今後の業績に与える影響 

本件による当社連結業績への影響は軽微です。  

６．その他の情報
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