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1.  平成23年7月期第1四半期の業績（平成22年8月1日～平成22年10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 ％

23年7月期第1四半期 177 △20.4 △44 ― △44 ― △47 ―
22年7月期第1四半期 223 △41.9 5 △92.0 5 △92.0 5 △92.4

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7月期第1四半期 △963.75 ―
22年7月期第1四半期 102.23 ―

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7月期第1四半期 1,451 1,346 92.7 27,289.90
22年7月期 1,441 1,399 97.0 28,379.88

（参考） 自己資本   23年7月期第1四半期  1,344百万円 22年7月期  1,398百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年7月期 ―
23年7月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年7月期の業績予想（平成22年8月1日～平成23年7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) 669 58.2 8 △46.3 8 △46.4 6 △33.5 124.77

通期 1,254 75.3 24 ― 24 ― 21 ― 432.66



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年7月期1Q 49,274株 22年7月期  49,274株
② 期末自己株式数 23年7月期1Q  0株 22年7月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期1Q 49,274株 22年7月期1Q 49,274株

※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すが、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は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページ「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１四半期会計期間におけるわが国経済は、好調なアジア経済や政府の経済政策の効果を背景に、景

気後退局面から持ち直す兆しが見られたものの、急激な円高の進行による海外生産シフトの傾向が強まる

とともに国内企業設備投資は抑制され、景気の先行きに陰りが見え始めました。 

また、先行きについては世界経済における金融システム不安や、雇用情勢悪化による影響などが懸念さ

れるとともに、国内においてもデフレ傾向が継続するなど、厳しい事業環境が続くものと想定されます。

当社が属する半導体およびフラットパネルディスプレイ市場においては、その一部に回復傾向が見ら

れ、これまでの設備投資に対する慎重姿勢が見直される状況になりつつあるものの伸び悩み、やや厳しい

事業環境が続きました。 

このような状況において、当社は自社製品の開発を加速させるとともに、顧客ニーズに対応した製品と

サービスの迅速な提供に努め、ミックスド・シグナル検査装置おいては、パワー半導体関係の新規顧客か

らの受注並びに既存顧客からのリピート受注を獲得いたしました。 

また、販売費及び一般管理費については、継続して経費の削減に努めました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は177,532千円（前年同期比20.4%減）、営業損失

44,866千円（前年同期は営業利益5,206千円）、経常損失44,920千円（前年同期は経常利益5,345千円）、

四半期純損失47,487千円（前年同期は四半期純利益5,037千円）となりました。 

当第１四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ9,215千円増加し、1,266,737千円

（前事業年度末比0.7%増）となりました。この主な要因は、棚卸資産が56,585千円増加したことと、受

取手形及び売掛金が53,927千円減少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19千円増加し、184,488千円（前事業年度末比0.0%増）となりまし

た。この主な要因は、建物が4,506千円、長期前払費用が2,212千円それぞれ増加したことと、投資有価

証券が6,219千円減少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55,221千円増加し、97,345千円（前事業年度末比131.1%増）となり

ました。この主な要因は、買掛金が31,320千円、前受金が16,223千円それぞれ増加したことによるもの

です。 

固定負債は、前事業年度末に比べ7,278千円増加し、7,278千円（前事業年度末は固定負債はありませ

ん。）となりました。この主な要因は、資産除去債務が5,369千円、繰延税金負債が1,909千円それぞれ

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53,264千円減少し、1,346,601千円（前事業年度末比3.8%減）となり

ました。この主な要因は、利益剰余金が47,487千円、その他有価証券評価差額金が6,219千円それぞれ

減少したことによるものです。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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１四半期会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第１四半期会計期間

末に比べて70,663千円減少し、当第１四半期会計期間末には494,075千円（前第１四半期会計期間末比

12.5%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367千円（前年同期は181,898千円の使用）となりました。これは主に

売上債権の減少53,927千円、仕入債務の増加31,320千円及び前受金の増加16,223千円等による資金の増

加はあったものの、たな卸資産の増加56,585千円及び税引前四半期純損失45,323千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8,494千円（前年同期は4,515千円の使用）となりました。これは有形

固定資産の取得による支出5,189千円及びその他投資による支出3,305千円によるものです。 

  

 （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（前年同期も財務活動による資金の増減はありません）。 

  

業績予想につきましては、当社が属する半導体およびフラットパネルディスプレイ市場における設備投

資への慎重姿勢が強まる懸念があるものの、当第１四半期会計期間における受注、売上は、概ね順調に推

移しているため、現時点では平成22年９月11日に公表いたしました業績の予想に変更はありません。 

  

 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１四半期会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。 

  

当第１四半期会計期間より、「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、経常損失が226千円増加し、税引前四半期純損失が628千円増加しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は5,349千円であります。 

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動資産の増減額」及び「その他の流動負債の

増減額」については、重要性が乏しいことから当第１四半期累計期間より「その他」として表示し

ております。なお、当第１四半期累計期間の「その他の流動資産の増減額」は641千円、「その他の

流動負債の増減額」は△4,203千円であります。 

  

当第１四半期会計期間におきまして、当社の検査装置について顧客からのリピート需要は引き続きあ

りましたが、当社が関連する半導体業界は回復基調にあるもののその設備投資への慎重さから伸び悩

み、売上高は177,532千円にとどまり営業損失44,866千円を計上することとなりました。 

 また、営業キャッシュ・フローは、主に売上債権が53,927千円減少しましたが、今後の納品に備えた

仕入を行ったことによりたな卸資産が56,585千円増加したこと等から、367千円のマイナスとなりまし

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。 

 ただし当社は、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、顧客ニーズに対応した製品拡張オプション

による売上拡大及び新規顧客の開拓、並びに原価低減と本社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引き続き推進してきており、前事業年度の複数の新規顧客との取引開始に続き、当

第１四半期会計期間でも新規顧客から受注獲得するなど、その効果があらわれつつあります。 

 また、財務状況につきましては当第１四半期会計期間末の現金及び預金残高は794,075千円となって

おり、資金面でも十分であると考えております。 

 従いまして、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。 

2. その他の情報

(1) 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

  ②固定資産の減価償却費の算定方法

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 ①会計処理基準に関する事項の変更

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用)

  ②表示方法の変更

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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１【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 794,075 802,419

受取手形及び売掛金 202,135 256,063

商品及び製品 － 25,540

原材料及び貯蔵品 3,554 4,433

仕掛品 215,143 132,138

その他 51,827 36,924

流動資産合計 1,266,737 1,257,521

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,871 5,924

減価償却累計額 △769 △329

建物（純額） 10,101 5,594

車両運搬具 12,835 12,835

減価償却累計額 △11,941 △11,864

車両運搬具（純額） 894 971

工具、器具及び備品 165,419 161,078

減価償却累計額 △128,006 △122,158

工具、器具及び備品（純額） 37,413 38,920

建設仮勘定 1,513 －

有形固定資産合計 49,921 45,486

無形固定資産   

電話加入権 358 358

ソフトウエア 2,970 3,378

無形固定資産合計 3,329 3,737

投資その他の資産   

投資有価証券 85,311 91,530

敷金 14,667 14,667

長期前払費用 31,258 29,046

投資その他の資産合計 131,237 135,244

固定資産合計 184,488 184,468

資産合計 1,451,225 1,441,989
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,917 12,597

未払法人税等 1,628 3,360

賞与引当金 13,626 3,246

製品保証引当金 4,041 2,519

その他 34,131 20,400

流動負債合計 97,345 42,123

固定負債   

資産除去債務 5,369 －

その他 1,909 －

固定負債合計 7,278 －

負債合計 104,624 42,123

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 △733,657 △686,169

株主資本合計 1,367,794 1,415,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,112 △16,892

評価・換算差額等合計 △23,112 △16,892

新株予約権 1,919 1,476

純資産合計 1,346,601 1,399,866

負債純資産合計 1,451,225 1,441,989
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 223,064 177,532

売上原価 111,375 96,462

売上総利益 111,688 81,069

販売費及び一般管理費 106,482 125,935

営業利益又は営業損失（△） 5,206 △44,866

営業外収益   

受取利息 312 135

その他 6 132

営業外収益合計 319 268

営業外費用   

為替差損 176 260

支払手数料 － 45

雑損失 3 17

営業外費用合計 179 323

経常利益又は経常損失（△） 5,345 △44,920

特別損失   

固定資産除却損 39 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 402

特別損失合計 39 402

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 5,305 △45,323

法人税、住民税及び事業税 268 254

法人税等調整額 － 1,909

法人税等合計 268 2,164

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,037 △47,487
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 5,305 △45,323

減価償却費 2,660 6,773

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 402

長期前払費用償却額 1,092 1,092

株式報酬費用 147 442

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,863 10,380

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,755 1,522

受取利息及び受取配当金 △312 △135

為替差損益（△は益） △0 △518

有形固定資産除却損 39 －

前渡金の増減額（△は増加） 14,585 △19,740

前払費用の増減額（△は増加） △2,106 △1,499

売上債権の増減額（△は増加） △197,448 53,927

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,877 △56,585

仕入債務の増減額（△は減少） 17,105 31,320

前受金の増減額（△は減少） － 16,223

未収消費税等の増減額（△は増加） － 5,606

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,058 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 483 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,294 －

その他 － △3,562

小計 △181,570 326

利息及び配当金の受取額 153 86

法人税等の支払額 △856 △920

法人税等の還付額 373 139

営業活動によるキャッシュ・フロー △181,898 △367

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,210 △5,189

その他 △3,305 △3,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,515 △8,494

財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動によるキャッシュ・フロー － －

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,413 △8,343

現金及び現金同等物の期首残高 751,153 502,419

現金及び現金同等物の四半期末残高 564,739 494,075
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 該当事項はありません。 

  

当社は、半導体検査装置の開発、設計、販売並びに技術サポートを事業内容とする単一セグ 

メントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準 

第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」 

（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 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) 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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