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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12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9月期第1四半期 6,793 81.0 422 ― 379 ― 320 ―

22年9月期第1四半期 3,753 △39.0 △1,206 ― △1,213 ― △733 ―

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9月期第1四半期 16.45 ―

22年9月期第1四半期 △37.65 ―

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9月期第1四半期 38,343 20,857 53.1 1,043.82
22年9月期 36,296 20,644 55.5 1,033.77

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  20,345百万円 22年9月期  20,149百万円

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9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
23年9月期 ―

23年9月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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  
(注)１株当たり当期純利益は、期末発行済株式数から期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。 

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)

14,350 47.6 800 ― 700 ― 400 ― 20.52

通期 30,000 21.4 2,000 376.5 1,800 ― 1,100 525.3 56.44



(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、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料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、【添付資料】Ｐ．３「１．当四半期の連結業績等に関す
る定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご参照下さい。）

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9月期1Q 20,012,658株 22年9月期  20,012,658株

② 期末自己株式数 23年9月期1Q  521,532株 22年9月期  521,412株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 19,491,163株 22年9月期1Q  19,491,406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半導体市場は、年末商戦向け需要の落ち着きやＰＣの在庫調整があったもの

の、多機能携帯電話スマートフォンやタブレット端末の市場拡大により、比較的堅調に推移いたしました。メー

カーの工場稼働状況は、 終製品の需要によって濃淡があり、汎用ＤＲＡＭを主として生産するメーカーは調整

期にあり、モバイルＤＲＡＭやＮＡＮＤ、画像処理ＬＳＩを生産するメーカーでは、新製品の投入及び量産が活

発に行われました。また、設備投資におきましては、軟調なＰＣ需要を背景に半導体市況の先行き不透明感が生

じ、一部メモリメーカーにおいて投資抑制が見られました。 

一方ＦＰＤ市場は、液晶テレビ向け大型パネルの需要が年末商戦の調達から中国の旧正月向け調達に切り替わ

り、ＰＣ向け中小型パネルの需要では在庫調整の底打ちから回復に転じましたが、 終製品の需要が伸びていな

いことから、全般的にはメーカーの生産調整局面が継続いたしました。また設備投資においては、中国大陸での

大型テレビ向け設備投資が始まりを見せる他、市場拡大が期待できる３Ｄテレビ、スマートフォンやタブレット

端末向けに３Ｄパネルや中小型パネルへの設備投資が小規模ながらも活発化いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、平成21年２月より緊急不況対策として実施してまいりました人件費抑

制の緩和を行いましたが、引き続き一般経費等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る

原価低減も継続して推し進めました。また受注の獲得、売上の拡大、新技術や新製品の開発も精力的に取組んで

まいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高6,793百万円（前年同期比81.0%増）、営業利益422百万

円（前年同期は1,206百万円の営業損失）、経常利益379百万円（前年同期は1,213百万円の経常損失）、四半期純

利益320百万円（前年同期は733百万円の四半期純損失）となりました。 

  

なお、セグメントごとの業績は以下のとおりであります。 

① 半導体機器事業 

プローブカードは、全般的に年末商戦向け需要ピーク後の後退期にありましたが、スマートフォンやタブ

レット端末等モバイル機器に搭載されるＤＲＡＭやＮＡＮＤ、画像処理ＬＳＩ向けに関しては需要の水準が

高く、受注・売上が堅調に推移いたしました。また、テスタをはじめとする半導体検査装置におきまして

は、主要メーカーの設備投資が行われず、受注・売上が低調となりました。 

営業利益に関しては、アドバンストプローブカードの売上増加、及び生産効率化による原価低減や経費削

減等により、前年同期の損失から大幅に改善いたしました。 

この結果、受注高は5,276百万円、売上高は5,043百万円、営業利益は450百万円となりました。 

  

② ＦＰＤ機器事業 

ＬＣＤ検査装置は、中国メーカーのテレビ向け大型パネルの設備投資の開始や、スマートフォンやタブレ

ット端末等中小型パネルの需要増加を受けて、既存のアレイ・セル工程の検査プローバからセル・モジュー

ル工程の自動検査装置、リペア装置等幅広い装置の受注を得ることができましたが、プローブユニットにお

いては、パネルの生産調整や簡易型プローブユニットの台頭により、受注・売上ともに低調に推移いたしま

した。装置の売上は、主に大型パネル向け自動検査装置となりました。 

営業利益に関しては、自動検査装置等新規検査装置の売上増加、及び部材調達や設計・製造等プロセスの

適化による原価低減や経費削減により、前年同期の損失から大幅に改善いたしました。 

この結果、受注高は1,713百万円、売上高は1,750百万円、営業利益は376百万円となりました。 

  

（２）連結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 

当第１四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2,047百万円増加し、38,343百

万円となりました。これは主に、現預金が1,085百万円、受取手形及び売掛金が1,023百万円増加したこと等

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1,834百万円増加し、17,486百万円となりました。これは主に、短期

借入金と長期借入金を合わせた純借入額が1,285百万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212百万円増加し、20,857百万円となりました。これは主に、その

他有価証券評価差額金が194百万円増加したこと等によるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結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、前連結会計年度末

に比べ1,042百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は5,674百万円となりました。 

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211百万円（前年同期比44.9%減）となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益549百万円、減価償却費437百万円、前受金の増加額283百万円等の資金増加要因が、売上債権

の増加額1,044百万円等の資金減少要因を上回ったこと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146百万円（前年同期は33百万円の収入）となりました。これは主に青森

工場生産合理化設備等、有形固定資産の取得による支出104百万円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985百万円（前年同期は178百万円の支出）となりました。これは主に短期

借入金と長期借入金の純借入額1,296百万円が、配当金の支払額292百万円等の支出を上回ったことによるも

のであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22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。  

  

  

（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の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計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する方法によっております。 

 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の適用） 

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。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

 ② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間より、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

   

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年12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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,672 5,587

受取手形及び売掛金 9,935 8,911

製品 182 164

仕掛品 2,896 2,478

原材料及び貯蔵品 427 431

その他 1,979 2,431

貸倒引当金 △96 △265

流動資産合計 21,997 19,739

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,432 5,539

機械装置及び運搬具（純額） 2,413 2,638

その他（純額） 3,045 2,964

有形固定資産合計 10,891 11,143

無形固定資産 1,162 1,158

投資その他の資産   

投資有価証券 2,499 2,187

その他 2,014 2,334

貸倒引当金 △221 △266

投資その他の資産合計 4,292 4,255

固定資産合計 16,346 16,557

資産合計 38,343 36,296

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,881 5,709

短期借入金 4,148 2,405

未払法人税等 42 72

賞与引当金 314 411

製品保証引当金 267 288

その他 2,380 1,434

流動負債合計 13,035 10,322

固定負債   

社債 270 270

長期借入金 2,975 3,432

退職給付引当金 950 872

長期未払金 213 754

その他 41 －

固定負債合計 4,450 5,329

負債合計 17,486 15,651



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年12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 9,655 9,626

自己株式 △671 △671

株主資本合計 19,771 19,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,114 919

為替換算調整勘定 △540 △513

評価・換算差額等合計 573 406

新株予約権 76 61

少数株主持分 435 434

純資産合計 20,857 20,644

負債純資産合計 38,343 36,296



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,753 6,793

売上原価 3,150 4,558

売上総利益 602 2,235

販売費及び一般管理費 1,809 1,812

営業利益又は営業損失（△） △1,206 422

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 1 2

受取賃貸料 9 8

その他 14 6

営業外収益合計 28 18

営業外費用   

支払利息 24 26

訴訟関連費用 6 6

為替差損 2 29

その他 0 0

営業外費用合計 34 61

経常利益又は経常損失（△） △1,213 379

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 17 185

製品保証引当金戻入額 13 －

その他 3 2

特別利益合計 35 187

特別損失   

固定資産除却損 1 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9

その他 － 1

特別損失合計 1 17

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,179 549

法人税、住民税及び事業税 25 18

法人税等調整額 △452 205

法人税等合計 △427 223

少数株主損益調整前四半期純利益 － 325

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △733 320



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,179 549

減価償却費 480 437

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △199 △97

製品保証引当金の増減額（△は減少） △38 △21

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △213

受取利息及び受取配当金 △4 △3

支払利息 24 26

売上債権の増減額（△は増加） 1,085 △1,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △220 △427

仕入債務の増減額（△は減少） 334 185

前受金の増減額（△は減少） 36 283

その他 122 520

小計 439 273

利息及び配当金の受取額 10 4

利息の支払額 △25 △24

法人税等の支払額 △26 △41

その他の収入 0 2

その他の支出 △14 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー 383 211

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 △69 △64

定期預金の払戻による収入 333 21

有形固定資産の取得による支出 △207 △104

有形固定資産の売却による収入 1 36

その他の支出 △30 △50

その他の収入 5 14

投資活動によるキャッシュ・フロー 33 △146

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 2,400 2,050

短期借入金の返済による支出 △1,755 △285

長期借入金の返済による支出 △413 △468

担保定期預金の預入による支出 △200 －

設備関係割賦債務の返済による支出 － △16

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △194 △292

少数株主への配当金の支払額 △14 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △178 985

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 197 1,042

現金及び現金同等物の期首残高 4,104 4,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,302 5,674



該当事項はありません。  

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

 〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12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

  
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  3,077  676  3,753  －  3,753

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  3,077  676  3,753  (－)  3,753

営業損失（△）  △461  △425  △886  (319)  △1,206

  
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  3,016  346  390  －  3,753  －  3,753

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 400  119  0  －  520  (520)  －

計  3,417  465  390  －  4,274  (520)  3,753

 営業利益又は営業損失（△）  △863  8  △15  △13  △883  (322)  △1,206

  アジア 米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,571  346  9  1,927

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  3,753

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 41.9  9.2  0.2  51.3



 〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社

の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、製品別の事業部を置き、各事業部は、連結子会社も含め取り扱う製品について国内及び海外の包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、当社の事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「半導体機

器事業」及び「ＦＰＤ機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「半導体機器事業」はプローブカード、パッケージプローブ（ＩＣテストソケット）、ウェーハプロービングシ

ステム、テスタ等を生産・販売しております。「ＦＰＤ機器事業」は、液晶パネル検査装置、プローブユニット、

太陽電池検査装置等を生産・販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△404百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費

用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

  

報告セグメント
調整額 

（注）１. 

四半期連結
損益計算書 
計上額 

（注）２. 
半導体機器

事業 
ＦＰＤ機器

事業  
計

売上高           

外部顧客への売上高  5,043  1,750  6,793  －  6,793

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  5,043  1,750  6,793  －  6,793

セグメント利益  450  376  826  △404  422

（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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