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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,070 100.7 857 ― 1,041 ― 916 ―

22年3月期 4,021 △6.2 △621 ― △363 ― △342 ―

（注）包括利益 23年3月期 823百万円 （―％） 22年3月期 △351百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 162.18 ― 8.5 8.4 10.6
22年3月期 △60.60 ― △3.2 △3.0 △15.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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3月期 12,395 11,170 90.1 1,977.16
22年3月期 12,527 10,402 83.0 1,841.39

（参考） 自己資本   23年3月期  11,169百万円 22年3月期  10,402百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資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期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 309 4 △557 2,289
22年3月期 △707 298 440 2,573

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 56 ― 0.5
23年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 225 24.7 2.1

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 40.00 40.00 47.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）

 

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) 3,400 △26.9 140 △80.8 170 △79.8 160 △80.4 28.32
通期 7,500 △7.1 500 △41.7 550 △47.2 480 △47.6 84.97



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期 5,778,695 株 22年3月期 5,778,695 株

② 期末自己株式数 23年3月期 129,635 株 22年3月期 129,605 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 5,649,066 株 22年3月期 5,649,090 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,009 104.8 726 ― 914 ― 838 ―

22年3月期 3,910 △6.4 △588 ― △315 ― △324 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 148.48 ―

22年3月期 △57.38 ―

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3月期 12,042 10,864 90.2 1,923.29
22年3月期 12,207 10,120 82.9 1,791.46

（参考） 自己資本 23年3月期  10,864百万円 22年3月期  10,120百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度における世界経済は、中国、インドなどアジアの新興国およびブラジルなどの資源国においては、

インフレ懸念が高まったものの輸出や個人消費の拡大により高い経済成長が続きました。一方、米国、欧州、日本な

どの主要先進国においては、財政問題の顕在化や内需低迷により総じて緩やかな景気回復にとどまりました。  

 

 半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末などモバイル機器向けＩＣデバイスの旺盛な需要に

加え産業機器や車載向けパワーデバイス需要の増加を背景に、大手半導体メーカーによる設備投資が本格化しまし

た。設備投資の加速を受け製造装置需要も順調に回復してきましたが、秋口以降、増産設備の一巡やデジタル家電の

在庫調整懸念により減速感が広がり始めました。  

 

 このような状況の中で、設備投資が旺盛なマレーシア、中国、台湾などアジアの主要市場においてＩＣデバイス用

主力ハンドラの販売を順調に増加させるとともに、電力制御用として需要が拡大しているパワーデバイス向けについ

ては高低温新型ハンドラを投入して受注の増強を図りました。  

 

 以上の結果、受注高は68億53百万円（前年同期比4.9％増）、売上高は80億70百万円（同100.7％増）となりまし

た。製品別売上高はハンドラ48億21百万円（同101.5％増）、テスタ15億96百万円（同221.5％増）、パーツ等16億53

百万円（同46.1％増）となりました。  

 損益面は、稼働率の上昇および量産効果による採算性の向上などにより、営業利益率が改善したことから、営業利

益は8億57百万円（前年同期は営業損失6億21百万円）、経常利益は10億41百万円（同経常損失3億63百万円）、当期

純利益は9億16百万円（同当期純損失3億42百万円）となりました。  

 

②次期の見通し 

半導体業界におきましては、東日本大震災の影響によるシリコンウェハーの供給不足やサプライチェーンの混乱が

続いており、今後の設備投資動向が不透明な状況でありますが、半導体市場は新興国需要に加えスマートフォンなど

モバイル機器需要の増加を背景に引き続き堅調に推移するものと予想されます。  

 次期の業績につきましては、設備投資が本格的に回復するまでは厳しい受注環境が続くものと予想されますが、パ

ワーデバイス用の高低温新型ハンドラの本格的な市場投入などにより、売上高は75億円（当期比7.1％減）を見込ん

でおります。損益面につきましては、円高による価格競争の激化、採算性の低下などの影響により、営業利益5億円

（同41.7％減）、経常利益5億50百万円（同47.2％減）、当期純利益4億80百万円（同47.6％減）となる見通しであり

ます。  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、売上増に伴う売上債権の増加などにより流動資産は1億12百万円増加しまし

たが、投資有価証券の減少などにより固定資産が2億44百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べ1億32百万

円減少し、123億95百万円となりました。  

 負債は、短期借入金の返済などにより流動負債が7億70百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べ8億99百

万円減少し、12億25百万円となりました。  

 純資産は、当期純利益9億16百万円の計上などにより、前連結会計年度末に比べ7億67百万円増加し、111億70百万

円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況   

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、下記の各キャッシュ・フローによる増減により、前連結会計年

度末に比べ2億84百万円減少し、22億89百万円となりました。     

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9百万円のプラス（前年同期は7億7百万円のマイナス）となりました。

これは主に、売上増に伴い売上債権が増加した一方で、税金等調整前当期純利益を計上し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）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、4百万円のプラス（同2億98百万円のプラス）となりました。これは主に、

有価証券の償還によるものであります。  

  

１．経営成績



（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・フローは、5億57百万円のマイナス（同4億40百万円のプラス）となりました。これは

主に、短期借入金の返済によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

   1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数により計算しております。 

3.有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

4.平成21年３月期および平成23年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債が存在しないため記

載しておりません。 

5.平成21年３月期のインタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いが存在しないため記載しておりません。 

6.平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営

業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、配当につきましては業績推移等を

総合的に勘案しつつ、安定的な配当の継続を基本方針としております。  

 当期の配当金につきましては、業績が順調に回復したことから、１株当たりの期末配当金を前期に比べ30円増配し

40円とさせていただく予定です。  

 次期の配当金につきましては、上記方針および業績予想等を踏まえ、１株当たりの期末配当金40円を予定しており

ます。 

 

(4）事業等のリスク 

  当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

①半導体市況の変動などについて  

 当社グループは、半導体検査装置の製造・販売を行っておりますが、検査装置の需要は半導体市況の変動および半

導体メーカーの設備投資動向等に影響を受けます。当社グループでは市場環境の変化に対応するためコスト構造の改

善を進めておりますが、急激な半導体市況の変動および半導体設備投資の抑制等は当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

②研究開発について  

  当社グループは、技術革新が激しい半導体業界にあって 先端の市場を見据えた新製品の開発を行っております

が、新製品開発の遅れおよび新製品投入のタイミングのずれ込み等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

③部品調達および外注について  

 当社グループは、部品の調達および組立・配線工程の外注に関して多数の仕入先・外注先と取引を行っております

が、特定の部品調達および外注については一部の取引先に依存しております。取引先の事情により部品の調達および

製造工程に支障が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④品質について   

 当社グループは、国際的品質管理基準であるISO9001などに基づいて品質保証体制の強化を図っておりますが、予

期せぬ不具合や瑕疵による製造物責任賠償により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

  自己資本比率（％）  92.7  83.0  90.1

 時価ベースの自己資本比率（％）  22.5  46.1  56.5

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － － 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 3,300.4 



⑤為替の変動について   

 当社グループの連結売上高に占める海外売上高の比率は、平成22年３月期においては83.0％、当期においては

83.5％となっております。為替リスクを回避するため円建の輸出取引を推進しておりますが、一部取引は外貨建とな

っております。急激な為替変動により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥保有有価証券の価格変動について   

 当社グループは、余裕資金の一部を有価証券にて運用しておりますが、時価または実質価額が著しく下落した場合

には、有価証券評価損等の計上により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦災害等の発生について   

 当社グループは、東京都東大和市の本社および長野県上伊那郡箕輪町に生産拠点を有しておりますが、これらの地

域で大地震や台風等の自然災害が発生した場合には、当社グループの生産能力に影響を及ぼす可能性があります。 

  



 当社グループは、当社および連結子会社３社により構成されており、半導体検査装置の製造・販売を主な事業内容

としております。 

 当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次の通りであります。 

 事業系統図は次の通りであります。 

 
  

（1）会社の経営の基本方針 （2）中長期的な会社の経営戦略 （3）会社の対処すべき課題 

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）において記載した内容から重要な変更がありませんので、

開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.tesec.co.jp 

（4）目標とする経営指標 

  平成20年３月期決算短信（平成20年５月13日開示）において記載した内容から重要な変更がありませんので、

開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.tesec.co.jp 

２．企業集団の状況

会社名 関 係 事業内容 

㈱テセック 当  社
ハンドラ、テスタ及びパーツ等の製造・販売及びアフター

サービス 

TESEC,INC. 連結子会社
主に北米におけるハンドラ、テスタ及びパーツ等の販売及

びアフターサービス 

TESEC(M)SDN.BHD. 連結子会社
主にマレーシアにおけるハンドラ、テスタ及びパーツ等の

販売及びアフターサービス 

泰賽国際貿易（上海）有限公司 連結子会社
主に中国におけるハンドラ、テスタ及びパーツ等の販売及

びアフターサービス 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,733 2,372

受取手形及び売掛金 1,817 2,089

有価証券 839 744

製品 434 219

仕掛品 935 1,252

原材料 444 489

未収消費税等 104 159

未収還付法人税等 27 6

その他 41 149

貸倒引当金 △37 △32

流動資産合計 7,340 7,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,620 2,612

減価償却累計額 △1,862 △1,918

建物及び構築物（純額） 758 693

機械装置及び運搬具 306 299

減価償却累計額 △282 △279

機械装置及び運搬具（純額） 23 20

工具、器具及び備品 937 886

減価償却累計額 △847 △819

工具、器具及び備品（純額） 90 67

土地 1,898 1,897

有形固定資産合計 2,771 2,678

無形固定資産   

のれん 162 112

その他 90 63

無形固定資産合計 252 175

投資その他の資産   

投資有価証券 2,004 1,921

保険積立金 126 134

その他 38 39

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,163 2,088

固定資産合計 5,187 4,943

資産合計 12,527 12,395



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 645 344

短期借入金 500 －

リース債務 1 1

未払金 118 89

未払費用 136 145

未払法人税等 21 43

繰延税金負債 － 0

賞与引当金 168 211

製品保証引当金 48 33

その他 33 33

流動負債合計 1,673 902

固定負債   

リース債務 3 2

繰延税金負債 13 11

退職給付引当金 264 273

長期未払金 98 11

負ののれん 72 24

固定負債合計 451 323

負債合計 2,124 1,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 4,965 5,825

自己株式 △201 △201

株主資本合計 10,656 11,515

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12 △25

為替換算調整勘定 △266 △321

その他の包括利益累計額合計 △253 △346

少数株主持分 0 0

純資産合計 10,402 11,170

負債純資産合計 12,527 12,395



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,021 8,070

売上原価 3,130 5,438

売上総利益 891 2,632

販売費及び一般管理費   

販売手数料 172 241

荷造運搬費 26 63

役員報酬 89 125

給料手当及び賞与 359 410

法定福利費 46 49

賞与引当金繰入額 40 50

減価償却費 21 20

研究開発費 428 398

のれん償却額 50 50

その他 278 367

販売費及び一般管理費合計 1,512 1,775

営業利益又は営業損失（△） △621 857

営業外収益   

受取利息 75 64

受取配当金 22 18

投資有価証券売却益 1 0

為替差益 31 25

負ののれん償却額 48 48

助成金収入 71 38

その他 8 8

営業外収益合計 259 203

営業外費用   

支払利息 0 0

保険解約損 － 7

寄付金 － 10

控除対象外消費税等 0 －

その他 0 0

営業外費用合計 1 18

経常利益又は経常損失（△） △363 1,041

特別利益   

固定資産売却益 0 1

貸倒引当金戻入額 9 4

投資有価証券売却益 0 0

特別利益合計 10 5

特別損失   

投資有価証券評価損 6 58

投資有価証券売却損 0 －

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 0 10

ゴルフ会員権評価損 － 0

特別損失合計 7 69

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△360 978



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 0 61

過年度法人税等還付税額 △19 －

法人税等調整額 0 0

法人税等合計 △18 61

少数株主損益調整前当期純利益 － 916

少数株主利益 0 0

当期純利益又は当期純損失（△） △342 916



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 916

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △37

為替換算調整勘定 － △55

その他の包括利益合計 － ※2  △92

包括利益 － ※1  823

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 823

少数株主に係る包括利益 － 0



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,521 2,521

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,521 2,521

資本剰余金   

前期末残高 3,370 3,370

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,370 3,370

利益剰余金   

前期末残高 5,364 4,965

当期変動額   

剰余金の配当 △56 △56

当期純利益又は当期純損失（△） △342 916

当期変動額合計 △398 859

当期末残高 4,965 5,825

自己株式   

前期末残高 △201 △201

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △201 △201

株主資本合計   

前期末残高 11,054 10,656

当期変動額   

剰余金の配当 △56 △56

当期純利益又は当期純損失（△） △342 916

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 △398 859

当期末残高 10,656 11,515



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 23 12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △37

当期変動額合計 △11 △37

当期末残高 12 △25

為替換算調整勘定   

前期末残高 △268 △266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △55

当期変動額合計 2 △55

当期末残高 △266 △321

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △244 △253

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △92

当期変動額合計 △8 △92

当期末残高 △253 △346

少数株主持分   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

純資産合計   

前期末残高 10,810 10,402

当期変動額   

剰余金の配当 △56 △56

当期純利益又は当期純損失（△） △342 916

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △92

当期変動額合計 △407 767

当期末残高 10,402 11,170



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△360 978

減価償却費 184 142

のれん償却額 50 50

負ののれん償却額 △48 △48

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △4

受取利息及び受取配当金 △97 △82

支払利息 0 0

為替差損益（△は益） △4 5

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 6 58

固定資産除売却損益（△は益） △0 9

ゴルフ会員権評価損 － 0

売上債権の増減額（△は増加） △970 △283

たな卸資産の増減額（△は増加） △588 △159

仕入債務の増減額（△は減少） 622 △291

未収消費税等の増減額（△は増加） 7 △54

未収入金の増減額（△は増加） 1 △0

未払費用の増減額（△は減少） 21 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22 8

製品保証引当金の増減額（△は減少） 43 △15

長期未払金の増減額（△は減少） － △86

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8 △3

その他の流動負債の増減額（△は減少） 160 28

小計 △1,017 258

利息及び配当金の受取額 98 84

利息の支払額 △0 △0

法人税等の還付額 213 26

過年度法人税等の還付額 19 －

法人税等の支払額 △21 △59

営業活動によるキャッシュ・フロー △707 309



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 △3 △29

定期預金の払戻による収入 23 －

有価証券の取得による支出 △697 △895

有価証券の売却及び償還による収入 743 1,093

投資有価証券の取得による支出 △390 △750

投資有価証券の売却及び償還による収入 540 634

有形固定資産の取得による支出 △10 △36

有形固定資産の売却による収入 138 0

無形固定資産の取得による支出 △1 △0

保険積立金の積立による支出 △37 △26

保険積立金の解約による収入 － 16

その他 △7 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 298 4

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 500 △500

自己株式の取得による支出 － △0

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

配当金の支払額 △57 △56

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 440 △557

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34 △284

現金及び現金同等物の期首残高 2,539 2,573

現金及び現金同等物の期末残高 2,573 2,289



 該当事項はありません。 

  

  

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

(7）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「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

き、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目を表示しております。 

(8）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

(9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △351百万円

少数株主に係る包括利益 0 

計 △351 

その他有価証券評価差額金 △11百万円

為替換算調整勘定 2 

計 △8 



  

      前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

      当社グループは、半導体検査機器の専門メーカーとして、同一セグメントに属するハンドラ・テスタ及び 

     パーツ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……………アメリカ 

(2）アジア…………マレーシア・中国 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は29億24百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（預金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）であります。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……………アメリカ 

(2）アジア…………マレーシア・台湾・中国・タイ 

(3）その他…………フランス 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

期別 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,640 173 207 4,021  ― 4,021

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 270 31 141 443 ( ) 443 ―

計  3,910 205 349 4,465 ( ) 443 4,021

営業費用  4,499 255 334 5,089 ( ) 446 4,642

営業利益又は営業損失（△）  △588 △50 14 △623  2 △621

Ⅱ．資産  9,283 301 532 10,117  2,410 12,527

ｃ．海外売上高

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  173  3,144  21  3,339

Ⅱ 連結売上高（百万円）        4,021

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.3  78.2  0.5  83.0



当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループは、半導体検査機器の製造、販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 （単位：百万円）

   

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 （単位：百万円）

 (注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円）

  

（追加情報） 

 当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当連結会計年度より、「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。  

  

ｄ．セグメント情報

ｅ．関連情報

  ハンドラ テスタ パーツ等 合計 

外部顧客への売上高       4,821       1,596       1,653       8,070

 日本 北米 アジア その他 合計 

             1,334                619             6,065                50              8,070

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

TEXAS INSTRUMENTS MALAYSIA SDN. BHD.           1,125  半導体検査機器 

TEXAS INSTRUMENTS TAIWAN LIMITED           1,116  半導体検査機器 



 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円1,841.39 １株当たり純資産額 円1,977.16

１株当たり当期純損失金額 円△60.60 １株当たり当期純利益金額 円162.18

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
 △342  916

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
 △342  916

期中平均株式数（千株）  5,649  5,649

（重要な後発事象）



 (1) 受注及び販売の状況 

  

① 受注実績 

 当連結会計年度の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）1．金額は販売価格によっております。 

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  
 （注）1．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。  

    2．金額は販売価格によっております。 

3．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

５．その他

品目 受注高
対前期増減率

（％） 
受注残高 

対前期増減率
（％） 

ハンドラ（百万円）  3,687  △16.4  881  △56.3

テスタ（百万円）  1,473  58.8  327  △27.2

パーツ等（百万円）  1,692  41.3  158  33.2

    合計（百万円）  6,853  4.9  1,367  △47.1

品目 
当連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

対前期増減率（％）

ハンドラ（百万円）  4,821  101.5

テスタ（百万円）  1,596  221.5

パーツ等（百万円）  1,653  46.1

合計（百万円）  8,070  100.7

相手先 

前連結会計年度
 （自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
 （自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

TEXAS INSTRUMENTS MALAYSIA SDN. BHD.  1,033  25.7  1,125  13.9

TEXAS INSTRUMENTS TAIWAN LIMITED  695  17.3  1,116  13.8
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