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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8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 ％

23年5月期第1四半期 317 11.8 △181 ― △219 ― △492 ―

22年5月期第1四半期 283 5.1 △198 ― △220 ― △221 ―

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

23年5月期第1四半期 △81.18 ―

22年5月期第1四半期 △36.43 ―

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

23年5月期第1四半期 3,731 △3,119 △83.6 △513.95

22年5月期 3,796 △2,598 △68.5 △428.20

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  △3,119百万円 22年5月期  △2,598百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年5月期 ― ― ― ― ―

23年5月期 ―

23年5月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成23年５月期第２四半期連結累計期間及び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、未定といたしました。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 6,069,850株 22年5月期  6,069,850株

② 期末自己株式数 23年5月期1Q  291株 22年5月期  291株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 6,069,559株 22年5月期1Q 6,069,559株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における世界経済については、中国を中心に一部地域では景気の回復が見られたもの

の、主要先進国では失業率が高止まりするなど、金融危機に端を発した世界経済の不振が続きました。また、日本経

済においても、輸出が若干改善傾向にあるものの、個人消費や設備投資は回復基調に至りませんでした。 

 そのような状況下で、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高317,042千円（前年同期比11.8％増）、経常損

失219,033千円（前年同期は経常損失220,538千円）、四半期純損失492,742千円（前年同期は四半期純損失221,118千

円）となりました。 

 ウェーハ検査装置におきましては、国内外のユーザーに対し在庫機の販売を行うと伴に、出荷済み製品に対する保

守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534.0％増の270,674千円となりました。 

 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903.1％増の80,974千円となりました。 

 その他装置におきましては、出荷済み製品に対するサービスを行ってまいりましたが、当第１四半期連結会計期間

は、返品を受け入れたことにより、売上高は△44,643千円（前年同期は178,044千円）となりました。 

 商品におきましては、出荷済み製品に対する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

81.7％減の10,036千円となりました。  

 なお、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しておりますため、当第１四半期連結会

計期間において、遅延損害金276,230千円を計上いたしました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ64,785千円減少し、3,731,668千

円となりました。これは、主に、貸倒引当金が51,821千円減少したものの、受取手形及び売掛金43,564千円の減少

及びその他有形固定資産30,730千円の減少したことによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ455,690千円増加し、6,851,117千円となりました。これは主に、

未払金302,280千円の増加によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ520,476千円減少し、3,119,448千円の債務超過となりました。

これは主に、利益剰余金492,742千円の減少によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末おける現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に比

べ20,898千円減少し、29,317千円となりました。また、当第１四半期連結会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、10,737千円(前年同期は597,115千円の使用)となりました。これは、遅延損害金

が276,230千円発生したものの、税金等調整前四半期純損失を492,093千円を計上し、たな卸資産が51,715千円増加

し、貸倒引当金が51,821千円減少し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）  

 投資活動の結果獲得した資金は1,308千円(前年同期は111,446千円の獲得)となりました。これは、有形固定資産の

売却による収入が27千円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）  

 財務活動の結果使用した資金は、2,954千円(前年同期は35千円の使用)となりました。これは、主として短期借入

金が2,499千円減少したこと等によるものであります。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月期第２四半期連結累計期間及び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、未定といたしました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合

理的な方法により算定しています。 

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、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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の変更 

（資産除去債務に関する会計基準等） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。  

 これにより、営業損失及び経常損失が665千円増加し、税金等調整前四半期純損失は10,771千円増加しておりま

す。  

  

② 表示方法の変更 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、前連結会計期間末において

債務超過となり、さらに当第１四半期連結会計期間においても492,742千円の四半期純損失を計上した結果、当第

１四半期連結会計期間末で3,119,448千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,079,787千円の借入金及び

220,000千円の社債を有しております。  

 また、営業キャッシュ・フローは２期連続してマイナスとなっており、当第１四半期においても営業キャッシ

ュ・フローは10,737千円のマイナスとなっております。  

 このような状況に伴い、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

更を平成21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生してお

ります。また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。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。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,517 56,416

受取手形及び売掛金 164,238 207,803

仕掛品 1,821,922 1,838,831

原材料及び貯蔵品 327,569 302,643

その他 91,932 108,829

貸倒引当金 △68,557 △120,378

流動資産合計 2,372,623 2,394,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 596,100 580,287

その他（純額） 345,280 376,010

有形固定資産合計 941,381 956,298

無形固定資産 85,966 99,171

投資その他の資産 331,696 346,839

固定資産合計 1,359,044 1,402,309

資産合計 3,731,668 3,796,454
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 221,558 215,305

短期借入金 1,835 4,334

1年内返済予定の長期借入金 5,077,952 5,077,952

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払金 717,642 415,361

未払法人税等 11,505 10,452

製品保証引当金 7,580 8,170

その他 535,526 423,783

流動負債合計 6,793,599 6,375,359

固定負債   

資産除去債務 41,038 －

デリバティブ債務 13,168 16,283

その他 3,310 3,784

固定負債合計 57,517 20,067

負債合計 6,851,117 6,395,426

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 △6,192,918 △5,700,175

自己株式 △310 △310

株主資本合計 △3,020,806 △2,528,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,472 △20,524

為替換算調整勘定 △65,169 △50,384

評価・換算差額等合計 △98,642 △70,908

純資産合計 △3,119,448 △2,598,972

負債純資産合計 3,731,668 3,796,454
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 283,646 317,042

売上原価 194,152 263,934

売上総利益 89,494 53,107

販売費及び一般管理費 288,121 234,271

営業損失（△） △198,626 △181,164

営業外収益   

受取利息 1,140 845

受取配当金 3 4

為替差益 2,862 －

受取賃貸料 240 240

補助金収入 8,441 2,536

雑収入 45 418

営業外収益合計 12,732 4,044

営業外費用   

支払利息 26,483 34,320

為替差損 － 377

支払手数料 7,142 1,321

金利スワップ評価損 － 346

雑損失 1,018 5,547

営業外費用合計 34,644 41,913

経常損失（△） △220,538 △219,033

特別利益   

製品保証引当金戻入額 － 250

貸倒引当金戻入額 357 51,821

固定資産売却益 － 15

特別利益合計 357 52,087

特別損失   

たな卸資産評価損 － 37,978

遅延損害金 － 276,230

固定資産売却損 － 584

固定資産除却損 － 248

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,105

特別損失合計 － 325,147

税金等調整前四半期純損失（△） △220,180 △492,093

法人税、住民税及び事業税 937 648

法人税等調整額 － －

法人税等合計 937 648

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △492,742

四半期純損失（△） △221,118 △492,742
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８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（△） △220,180 △492,093

減価償却費 82,534 56,789

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,105

たな卸資産評価損 － 37,978

のれん償却額 38,910 －

固定資産除却損 － 248

固定資産売却損益（△は益） － 568

遅延損害金 － 276,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △357 △51,821

製品保証引当金の増減額（△は減少） △95 △590

受取利息及び受取配当金 △1,143 △849

支払利息 26,483 34,320

為替差損益（△は益） 127 195

売上債権の増減額（△は増加） △30,264 42,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,048 △51,715

仕入債務の増減額（△は減少） △299,964 6,252

割引手形の増減額（△は減少） － 1,406

その他の流動資産の増減額（△は増加） 91,211 16,996

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,370 105,727

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 163

リース債務の増減額（△は減少） △432 －

金利スワップ評価損益（△は益） － 346

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,952 544

小計 △547,638 △7,185

利息及び配当金の受取額 1,661 670

利息の支払額 △47,393 △3,929

法人税等の支払額 △3,744 △293

営業活動によるキャッシュ・フロー △597,115 △10,737

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 103,669 －

有形固定資産の取得による支出 △3,312 －

有形固定資産の売却による収入 － 27

無形固定資産の取得による支出 △550 －

その他 11,639 1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー 111,446 1,308
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31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 － △2,499

長期借入れによる収入 40,000 －

社債の償還による支出 △40,000 －

リース債務の返済による支出 － △452

配当金の支払額 △35 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △35 △2,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,208 △8,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △489,913 △20,898

現金及び現金同等物の期首残高 594,412 50,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 104,499 29,317
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 当社グループは、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、前連結会計期間末において債

務超過となり、さらに当第１四半期連結会計期間においても492,742千円の四半期純損失を計上した結果、当第１四半

期連結会計期間末で3,119,448千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,079,787千円の借入金及び220,000千

円の社債を有しております。 

 また、営業キャッシュ・フローは２期連続してマイナスとなっており、当第１四半期においても営業キャッシュ・

フローは10,737千円のマイナスとなっております。  

 このような状況に伴い、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

平成21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。

また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。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事業改善計画を策定し促進しておりますが、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、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。 

国内の総販売店であるキヤノンマーケティングジャパン株式会社との協力により、営業活動・サービス体制の強化

及び財務体質の改善を図ることにより、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。 

  

２．営業施策 

 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） 

   デバイスメーカーに対する歩留まり向上によるコスト削減策の提案 

（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  

  

３．経営効率の改善 

  更なる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 

   保守のアウトソーシング化 

  

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、借入金の返済条件等の変更については本日現在契約に至っておらず、また、業績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しているため、現時点において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。  

（４）継続企業の前提に関する注記
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 太陽電池事業売上高は、連結売上高の10%未満であるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（５）セグメント情報

（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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