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1.  平成22年7月期第3四半期の業績（平成21年8月1日～平成22年4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7月期第3四半期 558 △30.0 △32 ― △32 ― △42 ―
21年7月期第3四半期 797 359.7 51 ― 54 ― 0 ―

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7月期第3四半期 △859.07 ―
21年7月期第3四半期 △14.72 ―

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7月期第3四半期 1,578 1,480 93.7 30,029.43
21年7月期 1,594 1,535 96.3 31,166.09

（参考） 自己資本   22年7月期第3四半期  1,479百万円 21年7月期  1,535百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年7月期 ― 0.00 ―
22年7月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成22年7月期の業績予想（平成21年8月1日～平成22年7月31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 1,027 11.3 14 ― 15 ― 6 ― 123.51
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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、 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7月期第3四半期 49,274株 21年7月期  49,274株
② 期末自己株式数 22年7月期第3四半期  ―株 21年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年7月期第3四半期 49,274株 21年7月期第3四半期 49,274株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。従いまして、本業績予想のみに全面的に依拠して投資判
断を下すことは控えられるようお願いいたします。また、実際の業績は、さまざまな要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきくださ
い。 
２．業績予想に関する事項は 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覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的金融不安の影響が残る中、新興国経済の立ち直り

や、補助金、減税等の国内政策支援を受け、在庫調整が収束するとともに一部企業の受注には回復の基調

が見られ、景気の二番底懸念の払拭には至らないながらも企業の設備投資は下げ止まりに向かいました。

当社が属する半導体、フラットパネルディスプレイ市場におきましては、CCD・CMOSイメージセンサー

メーカーを中心に生産設備に対する投資は回復基調で推移しましたが、他分野においてはテストシステム

投資への慎重な姿勢が継続し、需要の回復には至りませんでした。 

このような状況において、当社は営業担当とエンジニアを一体化した営業組織を活かし、顧客先企業の

ニーズに適した製品とサービスの提供に努め、既存顧客の利便性拡充と新規顧客の開拓に努めました。 

また、販売費及び一般管理費の削減を全社で継続するとともに、厳格な予算執行の管理に努め、コスト

の削減を推進しました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における当社の売上高は558,554千円（前年同期比30.0％減）、営

業損失は32,914千円（前年同期は営業利益51,861千円）、経常損失は32,517千円（前年同期は経常利益

54,961千円）、四半期純損失は42,329千円（前年同期は四半期純損失725千円）となりました。 

当第３四半期累計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ13,724千円減少し、1,376,815千

円（前事業年度末比1.0%減）となりました。この主な要因は、現金及び預金が231,375千円減少したこ

とと、受取手形及び売掛金が179,983千円増加したことによるものです。 

固定資産は前事業年度末に比べ2,178千円減少し、201,984千円（前事業年度末比1.1%減）となりまし

た。この主な要因は、投資有価証券が13,678千円、敷金が10,007千円それぞれ減少したことと、有形固

定資産が21,964千円増加したことによるものです。 

  

流動負債は前事業年度末に比べ39,071千円増加し、98,096千円（前事業年度末比66.2%増）となりま

した。この主な要因は、買掛金が30,274千円増加したことと、賞与引当金が13,532千円増加したことに

よるものです。 

  

純資産は、前事業年度末に比べ54,974千円減少し、1,480,703千円（前事業年度末比3.6%減）となり

ました。この主な要因は利益剰余金が42,329千円減少したことによるものです。 

  

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

(１) 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

(負債)

(純資産)
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当第３四半期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、前事業年度末に比べて

231,375千円減少し、当第３四半期累計期間末には519,777千円（前事業年度末比30.8%減）となりまし

た。 

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187,322千円（前年同期は268,349千円の増加）となりました。これは

主に仕入債務の増加30,274千円等による資金の増加はあったものの、売上債権の増加179,983千円及び

税引前四半期純損失41,543千円等による資金の減少があったことによるものです。 

  

 （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44,053千円（前年同期は184,170千円の増加）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出25,066千円及び敷金の差入よる支出14,667千円によるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増減はありません（前年同期は216,226千円の使用）。 

  

平成22年度７月期通期の業績予想につきましては、平成22年３月11日に開示いたしました「業績予想と

の差異に関するお知らせ」ならびに「本社移転に関するお知らせ」にてお知らせの通り、現事務所の賃貸

契約終了を機に長期的な経費節減を目的にした本社移転に伴う費用で９百万円の特別損失が発生し、当期

純利益を前回予想の14百万円から６百万円（直前発表予想に対し、58.5%減、前年同期比10百万円増）へ

修正しております。なお、売上高、営業利益、経常利益は前回予想を据え置いております。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況

３. 業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期累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に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。なお、継続企業の前

提に関する重要事象等は、次の通りであります。 

当社は、当第３四半期累計期間におきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは主に売上債権が

179,983千円増加しましたことから、187,322千円のマイナスとなりました。 

 また、撮像素子用検査装置の需要は期初に見込んだ計画とおりに推移しましたが、他の分野の検査装

置需要については、当社が関連する半導体業界の設備投資の回復の遅れにより伸び悩み、営業損失

32,914千円及び四半期純損失42,329千円を計上しました。 

当該状況により、当社には継続企業の前提に関する重要事象等が存在している状況にあります。 

しかし、当社は平成20年３月21日に株式会社タカトリと799,961千円の第三者割当増資を含む業務資

本提携を行いキャッシュ・フローの安定化を図るとともに、売上拡大、原価低減と本社事務所移転等固

定費の削減による営業損益の改善を目指した諸施策を推進しており、その効果が出つつあります。 

 また、財務状況につきましては当第３四半期累計期間末の現金及び預金残高は819,777千円となって

おり、資金面でも十分であると考えております。 

以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 

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

  ②固定資産の減価償却費の算定方法

(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４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 819,777 1,051,153

受取手形及び売掛金 312,155 132,171

原材料及び貯蔵品 8,810 9,125

仕掛品 177,429 168,796

その他 58,642 29,293

流動資産合計 1,376,815 1,390,540

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,924 7,110

減価償却累計額 △82 △4,709

建物（純額） 5,841 2,400

車両運搬具 12,835 12,835

減価償却累計額 △11,750 △11,409

車両運搬具（純額） 1,085 1,426

工具、器具及び備品 152,729 148,057

減価償却累計額 △116,981 △131,173

工具、器具及び備品（純額） 35,748 16,883

有形固定資産合計 42,675 20,710

無形固定資産   

電話加入権 358 358

ソフトウエア 3,939 4,423

無形固定資産合計 4,297 4,781

投資その他の資産   

投資有価証券 110,205 123,883

敷金 14,667 24,674

長期前払費用 30,138 30,112

投資その他の資産合計 155,011 178,670

固定資産合計 201,984 204,162

資産合計 1,578,800 1,594,703

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,242 10,967

未払法人税等 3,575 3,439

賞与引当金 17,142 3,610

製品保証引当金 2,292 5,808

その他 33,844 35,199

流動負債合計 98,096 59,025
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 997,101 997,101

資本剰余金 1,104,350 1,104,350

利益剰余金 △623,563 △581,233

株主資本合計 1,477,888 1,520,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,781 15,460

評価・換算差額等合計 1,781 15,460

新株予約権 1,033 －

純資産合計 1,480,703 1,535,678

負債純資産合計 1,578,800 1,594,703
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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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 797,925 558,554

売上原価 391,527 252,892

売上総利益 406,397 305,661

販売費及び一般管理費 ※  354,536 ※  338,576

営業利益又は営業損失（△） 51,861 △32,914

営業外収益   

受取利息 2,057 753

為替差益 2,064 －

その他 338 57

営業外収益合計 4,460 811

営業外費用   

支払利息 1,339 －

為替差損 － 268

支払手数料 － 146

その他 21 －

営業外費用合計 1,360 414

経常利益又は経常損失（△） 54,961 △32,517

特別利益   

固定資産売却益 － 563

特別利益合計 － 563

特別損失   

投資有価証券評価損 54,643 －

固定資産除却損 32 3,439

本社移転損失 － 6,150

特別損失合計 54,676 9,589

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 285 △41,543

法人税、住民税及び事業税 1,010 786

法人税等合計 1,010 786

四半期純損失（△） △725 △42,329
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  【第３四半期会計期間】 
（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 6,594 135,351

売上原価 1,630 60,442

売上総利益 4,964 74,908

販売費及び一般管理費 ※  109,996 ※  123,505

営業損失（△） △105,031 △48,596

営業外収益   

受取利息 549 243

為替差益 1,210 －

その他 8 46

営業外収益合計 1,768 290

営業外費用   

支払利息 250 －

為替差損 － 57

支払手数料 － 112

営業外費用合計 250 170

経常損失（△） △103,514 △48,476

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 4,732 －

固定資産売却益 － 563

特別利益合計 4,732 563

特別損失   

固定資産除却損 － 3,399

特別損失合計 － 3,399

税引前四半期純損失（△） △98,782 △51,312

法人税、住民税及び事業税 302 258

法人税等合計 302 258

四半期純損失（△） △99,085 △51,571
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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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

285 △41,543

減価償却費 11,550 13,513

長期前払費用償却額 2,022 3,278

株式報酬費用 － 1,033

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,032 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,271 13,532

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,465 △3,516

本社移転損失 － 6,150

受取利息及び受取配当金 △2,057 △753

支払利息 1,339 －

為替差損益（△は益） △73 △0

固定資産売却損益（△は益） － △563

固定資産除却損 32 3,439

投資有価証券評価損益（△は益） 54,643 －

前渡金の増減額（△は増加） 3,568 △7,855

前払費用の増減額（△は増加） △852 5,430

売上債権の増減額（△は増加） 156,961 △179,983

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,502 △8,317

破産更生債権等の増減額（△は増加） 11,032 －

仕入債務の増減額（△は減少） △38,851 30,274

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,835 △23,444

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,431 2,704

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,164 537

小計 270,117 △186,084

利息及び配当金の受取額 1,494 372

利息の支払額 △2,159 －

法人税等の支払額 △1,212 △1,984

法人税等の還付額 110 373

営業活動によるキャッシュ・フロー 268,349 △187,322

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300,000 100,000

定期預金の預入による支出 △100,000 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △4,677 △25,066

無形固定資産の取得による支出 △2,990 △1,014

敷金の差入による支出 － △14,667

長期前払費用の取得による支出 △4,857 －

その他 △3,305 △3,305

投資活動によるキャッシュ・フロー 184,170 △44,053

ウインテスト株式会社　（6721）　平成22年7月期　第3四半期決算短信　（非連結）

10



（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

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 △216,000 －

配当金の支払額 △226 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △216,226 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 73 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 236,366 △231,375

現金及び現金同等物の期首残高 482,349 751,153

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  718,715 ※  519,777
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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