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1.  平成23年4月期第3四半期の業績（平成22年5月1日～平成23年1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4月期第3四半期 528 67.5 △11 ― 5 ― 2 ―
22年4月期第3四半期 315 △28.1 △141 ― △145 ― △146 ―

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4月期第3四半期 259.21 ―
22年4月期第3四半期 △13,725.15 ―

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4月期第3四半期 962 264 27.5 24,780.12
22年4月期 967 261 27.0 24,520.91

（参考） 自己資本   23年4月期第3四半期  264百万円 22年4月期  261百万円

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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年4月期 ― 0.00 ―
23年4月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30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  有   

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 730 31.5 0 ― 37 ― 33 ― 3,094.81



(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]３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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期3Q 10,663株 22年4月期  10,663株
② 期末自己株式数 23年4月期3Q  ―株 22年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期3Q 10,663株 22年4月期3Q  10,663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を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想には、発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。予想には様々の不確定要素が内在しており、実際の業
績は様々な要素によりこれらの業績予想とは異なる場合があります。業績予想に関する事項は、[添付資料]２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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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間における日本経済は、新興国の旺盛な需要に下支えられ回復傾向に転じましたが、個人消

費は力強さに欠け、急激な円高の進行とその高止まりやエコカー補助金、家電等のエコポイント付与などの経済刺

激策効果の一巡を背景にその回復は鈍化し、先行きについては依然不透明感が続いております。 

 当社が属する半導体関連業界においては、当社のターゲットである検査装置市場もアジア地域での需要が大きく

伸びており、スマートフォンやタブレット型コンピュータ向けの需要が増加する一方で、デスクトップコンピュー

タ向けや液晶テレビ向け半導体製品は価格下落が続き、市場の回復や成長はまだら模様となりました。 

 このような状況の中、当社は引続きハイエンドパッケージ基板向け検査装置である基板ＡＯＩ（ＳＸ5300）の受

注獲得並びにファイン対応ＢＧＡ検査装置及びリードフレーム検査装置等の受注獲得に努めるとともに、基板ＡＯ

Ｉ市場におけるボリュームゾーンをターゲットとした世界市場戦略モデルＳＸ3300の受注活動を積極的に推進して

まいりました。また、これらの製品や当社が持つ特徴的な技術について、第２四半期後半から実施してきたホーム

ページでの積極的なＰＲ活動により、国内のみならず海外からも引合い情報が増加してまいりました。 

     研究開発活動では、顧客ニーズに応えるべく基板ＡＯＩの機能強化の開発に注力するとともに、「戦略的基盤技

術高度化支援事業」プロジェクトを中心に、次世代向けの画像処理システム及び関連技術の開発を実施しておりま

す。  

 この結果、売上高は５億28百万円（前年同四半期比67.5％増）、営業損失11百万円（前年同四半期は営業損失１

億41百万円）、経常利益５百万円（前年同四半期は経常損失１億45百万円）、四半期純利益２百万円（前年同四半

期は四半期純損失１億46百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ５百万円減少し、９億62百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金１億42百万円の減少と現金及び預金１億36百万円の増加によるものでありま

す。  

 負債の部では、前事業年度末に比べ７百万円減少し、６億98百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金34百万円の減少及び借入金28百万円の増加によるものであります。 

 純資産の部では、前事業年度末に比べ２百万円増加し、２億64百万円となりました。これは主に、四半期純利益

２百万円の計上によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少により、営

業活動によるキャッシュ・フローがプラスとなり、また、借入れの純増等により、前事業年度末に比べ１億36百万

円増加し、当第３四半期会計期間末には２億70百万円となりました。  

 当第３四半期累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） 

 営業活動の結果獲得した資金は１億10百万円(前年同四半期は２億49百万円の使用)となりました。これは主

に、売上債権の減少１億42百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は２百万円(前年同四半期は２百万円の使用)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） 

 財務活動の結果獲得した資金は28百万円(前年同四半期は１億59百万円の獲得)となりました。これは主に、長

期借入金１億16百万円の純増及び短期借入金88百万円の減少によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当事業年度（平成23年４月期）の業績予想は次のとおりです。  

        売上高         730百万円（前年同期比131.5％） 

        営業利益                  0百万円（前年同期は△224百万円） 

        経常利益               37百万円（前年同期は△205百万円） 

        当期純利益        33百万円（前年同期は△251百万円） 

平成23年４月期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成22年6月11日に公表いたしました業

績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成23年３月11日）発表いたしました「通期業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理  

 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。 

②特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、当第３四半期累計期間の営業損失は85千円増加し、経常利益は85千円減少しており、税引前四半期

純利益は593千円減少しております。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1,509千円であ

ります。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社は、当第３四半期累計期間において 千円の営業損失を計上しており、前々事業年度において

千円の営業損失、前事業年度においても 千円の営業損失を計上しております。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。 

当社は、プリント基板の外観検査装置及びＴＡＢテープやＢＧＡ・ＣＳＰ等の半導体パッケージの分野におい

て、特に高い性能を要求されるハイエンドの分野に注力して、事業活動を展開しております。リーマンショック

以降、設備投資が極端に低迷しておりましたが、前事業年度後半から新製品を中心に引合いが増加し、受注は回

復しつつあります。 

当社は、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を構築するため、検査対象を半導体パッケージからプリ

ント基板及び精密電子部品等に裾野を広げることで検査装置の製品ラインナップの拡充を図り、当社の強みであ

るファインパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユーザーの検査ニーズに対する高度なソリューシ

ョンを提供していくこと及びハイエンド分野で培った技術をベースとして、市場規模の大きい精密プリント基板

市場に向けた製品戦略を展開することで、国内のみならず海外においても売上拡大を実現し、収益基盤の安定化

を図ってまいります。 

また、費用面においては、研究開発投資を戦略製品の開発に集中させることで、事業規模とのバランスを図る

一方、組織のスリム化や業務フローの見直し等、業務全般の徹底した改善による効率化を図り、収益構造の改善

を進めております。 

資金面につきましては、引き続き主要取引金融機関に対して継続的な支援が得られるよう良好な関係を築き、

資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいりますので、資金面では問題はないと考えております。 

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では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、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。  

２．その他の情報

11,289 819,265

224,415
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３．四半期財務諸表 
（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23年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 270,461 134,256

受取手形及び売掛金 132,605 274,618

仕掛品 72,021 52,487

原材料及び貯蔵品 23,414 37,207

その他 7,109 9,621

貸倒引当金 － △900

流動資産合計 505,611 507,291

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 358,028 375,100

その他（純額） 57,791 41,299

有形固定資産合計 415,819 416,399

無形固定資産 24,101 27,512

投資その他の資産 16,992 16,385

固定資産合計 456,913 460,298

資産合計 962,525 967,589

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 72,856 107,840

短期借入金 92,000 180,000

1年内返済予定の長期借入金 66,840 51,480

未払法人税等 3,871 5,773

製品保証引当金 4,113 6,962

その他 21,648 19,076

流動負債合計 261,329 371,133

固定負債   

長期借入金 406,560 305,860

その他 30,405 29,129

固定負債合計 436,965 334,989

負債合計 698,294 706,123

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,274,424 1,274,424

資本剰余金 605,524 605,524

利益剰余金 △1,615,718 △1,618,482

株主資本合計 264,230 261,466

純資産合計 264,230 261,466

負債純資産合計 962,525 967,589
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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21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 315,508 528,434

売上原価 248,186 291,623

売上総利益 67,322 236,811

販売費及び一般管理費 208,398 248,100

営業損失（△） △141,076 △11,289

営業外収益   

受取利息 8 10

還付加算金 730 －

補助金収入 1,539 25,604

保険解約返戻金 631 －

その他 180 825

営業外収益合計 3,090 26,441

営業外費用   

支払利息 7,205 8,314

その他 386 1,536

営業外費用合計 7,592 9,851

経常利益又は経常損失（△） △145,577 5,300

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 900

特別退職一時金戻入額 1,524 －

特別利益合計 1,524 900

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 508

固定資産除却損 － 91

減損損失 － 135

特別損失合計 － 734

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △144,052 5,465

法人税、住民税及び事業税 2,922 2,949

法人税等調整額 △624 △248

法人税等合計 2,298 2,701

四半期純利益又は四半期純損失（△） △146,351 2,763
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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11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 121,364 84,152

売上原価 85,346 52,599

売上総利益 36,017 31,552

販売費及び一般管理費 87,744 74,634

営業損失（△） △51,727 △43,081

営業外収益   

受取手数料 34 44

補助金収入 40 －

その他 12 10

営業外収益合計 87 54

営業外費用   

支払利息 3,163 2,395

その他 － 111

営業外費用合計 3,163 2,507

経常損失（△） △54,803 △45,534

特別損失   

固定資産除却損 － 36

特別損失合計 － 36

税引前四半期純損失（△） △54,803 △45,570

法人税、住民税及び事業税 974 1,001

法人税等調整額 △208 △217

法人税等合計 766 783

四半期純損失（△） △55,569 △46,354
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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21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１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又は税引前四半期純損失
（△）

△144,052 5,465

減価償却費 26,271 28,573

支払利息 7,205 8,314

受取利息及び受取配当金 △8 △10

補助金収入 △1,539 △25,604

売上債権の増減額（△は増加） △162,257 142,012

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,057 △5,740

仕入債務の増減額（△は減少） 49,702 △34,984

その他 △13,439 △21,652

小計 △239,174 96,373

利息及び配当金の受取額 8 10

利息の支払額 △7,105 △7,804

補助金の受取額 1,241 25,604

法人税等の支払額 △4,563 △3,897

営業活動によるキャッシュ・フロー △249,593 110,286

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 △4,800 －

有形固定資産の取得による支出 － △1,246

その他 2,132 △895

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,667 △2,142

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） 180,000 △88,000

長期借入れによる収入 － 280,000

長期借入金の返済による支出 △20,040 △163,940

財務活動によるキャッシュ・フロー 159,960 28,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,301 136,204

現金及び現金同等物の期首残高 184,356 134,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 92,055 270,461
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 該当事項はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

前第３四半期累計期間 

（自 平成21年５月１日  

    至 平成22年１月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成22年５月１日  

    至 平成23年１月31日） 

当社は、前々事業年度において23,891千円の営業損失を

計上し、前事業年度においては売上高が530,154千円

（前々事業年度2,059,634千円）と著しく減少するととも

に、819,265千円の営業損失を計上しております。また、

当第３四半期累計期間においても141,076千円の営業損失

を引き続き計上しております。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。 

当社は、当該状況を解消するために、次のとおりビジネ

スモデル及び経営戦略の改革を実行し、事業の安定化及び

財務体質の強化を図ってまいります。 

当社は、ＴＡＢテープやＢＧＡ・ＣＳＰ等の半導体パッ

ケージ及びプリント基板の外観検査装置の分野において、

特に高い性能を要求されるハイエンドの分野に注力して、

事業活動を展開しております。一昨年のリーマンショック

以降、設備投資が極端に低迷しておりましたが、当第３四

半期後半頃から引合いが増加し、受注も回復の兆候が見え

てまいりました。 

当社は、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を

構築するため、検査対象を半導体パッケージからプリント

基板及び精密電子部品等に裾野を広げることで検査装置の

製品ラインナップの拡充を図り、当社の強みであるファイ

ンパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユー

ザーの検査ニーズに対する高度なソリューションを提供し

ていくこと及びハイエンド分野で培った技術をベースとし

て、市場規模の大きい精密プリント基板市場に向けた製品

戦略を展開することで、売上拡大を実現し、収益基盤の安

定化を図ってまいります。 

また、費用面においては、研究開発投資を戦略製品の開

発に集中させることで、事業規模とのバランスを図る一

方、組織のスリム化や業務フローの見直し等、業務全般の

徹底した改善による効率化を図り、更には人員の削減及び

給与体系の見直しを実施したことで固定費を圧縮し、収益

構造の改善を進めております。 

資金面につきましては、今後の厳しい事業環境を踏ま

え、これまで以上に主要取引金融機関に対して継続的な支

援が得られるよう良好な関係を築き、資金調達や資金繰り

の安定化に努めてまいりますので、資金面では問題はない

と考えております。 

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時

点では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、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成して

おり、このような継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。  

当社は、当第３四半期累計期間において11,289千円の営

業損失を計上しており、前々事業年度において 千

円の営業損失、前事業年度においても224,415千円の営業

損失を計上しております。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。 

当社は、プリント基板の外観検査装置及びＴＡＢテープ

やＢＧＡ・ＣＳＰ等の半導体パッケージの分野において、

特に高い性能を要求されるハイエンドの分野に注力して、

事業活動を展開しております。リーマンショック以降、設

備投資が極端に低迷しておりましたが、前事業年度後半か

ら新製品を中心に引合いが増加し、受注は回復しつつあり

ます。 

当社は、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を

構築するため、検査対象を半導体パッケージからプリント

基板及び精密電子部品等に裾野を広げることで検査装置の

製品ラインナップの拡充を図り、当社の強みであるファイ

ンパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユー

ザーの検査ニーズに対する高度なソリューションを提供し

ていくこと及びハイエンド分野で培った技術をベースとし

て、市場規模の大きい精密プリント基板市場に向けた製品

戦略を展開することで、国内のみならず海外においても売

上拡大を実現し、収益基盤の安定化を図ってまいります。

また、費用面においては、研究開発投資を戦略製品の開

発に集中させることで、事業規模とのバランスを図る一

方、組織のスリム化や業務フローの見直し等、業務全般の

徹底した改善による効率化を図り、収益構造の改善を進め

ております。 

資金面につきましては、引き続き主要取引金融機関に対

して継続的な支援が得られるよう良好な関係を築き、資金

調達や資金繰りの安定化に努めてまいりますので、資金面

では問題はないと考えております。 

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時

点では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、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成して

おり、このような継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。   

819,265

（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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