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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年11月30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2四半期 540 32.4 △467 ― △537 ― △1,013 ―

22年5月期第2四半期 408 △69.4 △510 ― △558 ― △560 ―

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2四半期 △166.95 ―

22年5月期第2四半期 △92.38 ―

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2四半期 3,608 △3,641 △100.9 △599.92

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2四半期  △3,641百万円 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、対前期増減率）

（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

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終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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2Q 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2Q  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2Q 6,069,559株 22年5月期2Q 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２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、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、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の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。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高540,597千円（前年同期比32.4％増）、経常損失

537,462千円（前年同期は経常損失558,883千円）、四半期純損失1,013,330千円（前年同期は四半期純損失560,709

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223.9％増の393,858千円となりました。 

 ウェーハ測定装置におきましては、韓国ユーザーへの販売及び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1146.3％増の246,880千円となりました。 

 その他装置におきましては、株式会社フォトニクス・エンジニアリングより太陽電池事業の製品について返品を

受け入れたことにより、売上高は△42,965千円（前年同期は181,613千円）となりました。 

 商品におきましては、株式会社フォトニクス・エンジニアリングより太陽電池事業の商品について返品を受け入

れたことにより、売上高は△57,175千円（前年同期は85,281千円）となりました。  

  

 利益につきましては、ユーザーの設備投資予算の執行の関係で、ユーザーの事業年度末または、新年度の予算の

スタート時期にあたる当社の第４四半期連結会計期間に売上高が集中する傾向にあるため、過去の当社グループの

業績同様に当第２四半期連結会計期間も赤字となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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187,488千円減少し、3,608,965千

円となりました。これは、主に、貸倒引当金が47,561千円減少したものの、仕掛品126,458千円の減少及びその他

有形固定資産30,681千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854,805千円増加し、7,250,232千円となりました。これは主に、

未払金543,899千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1,042,294千円減少し、3,641,266千円の債務超過となりまし

た。これは主に、利益剰余金1,013,330千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、期首残高に比べ36,847千

円減少し13,368千円となりました。また、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、36,210千円(前年同期は668,661千円の使用)となりました。これは、遅延損害

金が453,471千円発生したものの、税金等調整前四半期純損失を1,012,036千円を計上し、貸倒引当金が47,561千円

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、13,383千円(前年同期は106,315千円の獲得)となりました。これは、有形固定

資産の売却による収入が12,562千円増加したことによるもの等であります。 

（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、5,247千円(前年同期は435千円の使用)となりました。これは、短期借入金の純

増減額が4,334千円減少したことによるもの等であります。  

  

（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２四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） 

 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1,330千円増加し、税金等調整前四半期純損失は11,436千円増加しており

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２四半期連結累計期間においても1,013,330千円の四半期純損失を計上した結

果、当第２四半期連結会計期間末で3,641,266千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,077,952千円の

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２四半期連結累計期間において

も営業キャッシュ・フローは36,210千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２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30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 19,368 56,416

受取手形及び売掛金 206,478 207,803

商品及び製品 288 －

仕掛品 1,712,372 1,838,831

原材料及び貯蔵品 289,668 302,643

その他 121,490 108,829

貸倒引当金 △72,817 △120,378

流動資産合計 2,276,848 2,394,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 583,127 580,287

その他（純額） 345,329 376,010

有形固定資産合計 928,456 956,298

無形固定資産   

無形固定資産合計 73,119 99,171

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 330,540 346,839

固定資産合計 1,332,117 1,402,309

資産合計 3,608,965 3,796,454
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30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 194,568 215,305

短期借入金 － 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 959,260 415,361

未払法人税等 13,208 10,452

製品保証引当金 6,480 8,170

その他 723,539 423,783

流動負債合計 7,195,009 6,375,359

固定負債   

金利スワップ負債 11,189 16,283

資産除去債務 41,201 －

その他 2,831 3,784

固定負債合計 55,222 20,067

負債合計 7,250,232 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 △6,713,506 △5,700,175

自己株式 △310 △310

株主資本合計 △3,541,394 △2,528,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,028 △20,524

為替換算調整勘定 △65,843 △50,384

評価・換算差額等合計 △99,872 △70,908

純資産合計 △3,641,266 △2,598,972

負債純資産合計 3,608,965 3,796,454
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 408,308 540,597

売上原価 355,981 579,967

売上総利益又は売上総損失（△） 52,327 △39,369

販売費及び一般管理費 562,453 428,418

営業損失（△） △510,126 △467,788

営業外収益   

受取利息 2,065 1,668

受取配当金 3 4

為替差益 9,140 1,901

金利スワップ評価益 － 3,921

受取賃貸料 400 480

補助金収入 13,810 2,536

雑収入 8,072 500

営業外収益合計 33,491 11,011

営業外費用   

支払利息 66,395 70,352

支払手数料 13,285 2,642

雑損失 2,567 7,690

営業外費用合計 82,249 80,685

経常損失（△） △558,883 △537,462

特別利益   

製品保証引当金戻入額 － 683

貸倒引当金戻入額 972 51,361

固定資産売却益 － 4,195

特別利益合計 972 56,241

特別損失   

たな卸資産評価損 － 66,404

固定資産売却損 － 584

固定資産除却損 1,116 248

遅延損害金 － 453,471

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 1,116 530,815

税金等調整前四半期純損失（△） △559,027 △1,012,036

法人税、住民税及び事業税 1,681 1,293

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,681 1,293

四半期純損失（△） △560,709 △1,013,330
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30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（△） △559,027 △1,012,036

減価償却費 166,889 113,348

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,105

のれん償却額 77,821 －

たな卸資産評価損 － 66,404

固定資産除却損 1,116 248

固定資産売却損益（△は益） － △3,611

遅延損害金 － 453,471

貸倒引当金の増減額（△は減少） △972 △47,561

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,656 △1,690

受取利息及び受取配当金 △2,068 △1,672

支払利息 66,395 70,352

為替差損益（△は益） 236 84

売上債権の増減額（△は増加） 58,610 △4,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △350,734 28,265

仕入債務の増減額（△は減少） △280,327 △20,736

割引手形の増減額（△は減少） － 5,536

その他の流動資産の増減額（△は増加） 189,287 △12,392

その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,207 328,906

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 321

リース債務の増減額（△は減少） △870 －

金利スワップ評価損益（△は益） － △3,921

長期前払費用の増減額（△は増加） 3,884 1,073

小計 △581,206 △29,816

利息及び配当金の受取額 2,346 1,316

利息の支払額 △86,601 △7,416

法人税等の支払額 △3,200 △293

営業活動によるキャッシュ・フロー △668,661 △36,210

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 103,669 200

有形固定資産の取得による支出 △3,889 △700

有形固定資産の売却による収入 － 12,562

無形固定資産の取得による支出 △550 －

その他 7,085 1,321

投資活動によるキャッシュ・フロー 106,315 13,383

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 △4,334

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 － △911

配当金の支払額 △435 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △435 △5,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,696 △8,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △574,478 △36,847

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 19,934 13,368

7



 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２四半期連結累計期間においても1,013,330千円の四半期純損失を計上した結

果、当第２四半期連結会計期間末で3,641,266千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,077,952千円の

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２四半期連結累計期間において

も営業キャッシュ・フローは36,210千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。  

  

  

 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。  

  

  

（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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