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1.  平成24年4月期第2四半期の業績（平成23年5月1日～平成23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 ％

24年4月期第2四半期 213 △51.9 △122 ― △127 ― △128 ―
23年4月期第2四半期 444 128.8 31 ― 50 ― 49 ―

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

24年4月期第2四半期 △12,062.80 ―
23年4月期第2四半期 4,606.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第2四半期 980 173 17.7
23年4月期 1,031 301 29.2
（参考） 自己資本   24年4月期第2四半期  173百万円 23年4月期  310百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年4月期 ― 0.00
24年4月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 700 △5.7 △80 ― △80 ― △80 ― △7,502.58



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期2Q 10,663 株 23年4月期 10,663 株
② 期末自己株式数 24年4月期2Q ― 株 23年4月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期2Q 10,663 株 23年4月期2Q 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は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、［添付
書類］３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）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２四半期累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響がいまだ残るなか、復旧・復興への努力によっ

て景気は緩やかながら回復へ向う一方、原発事故の収束や復興財源等の山積する諸問題に起因する懸念・不安に加

えて、欧州の金融危機や米国経済の低迷、そして、長期化しつつある歴史的な円高の進行は、輸出産業を中心とし

て多くの企業にダメージを与えており、先行きの不透明感は依然として拭えない状況となっております。 

 当社が属する半導体関連業界では、液晶テレビ、パソコン、携帯電話需要が停滞するなか、スマートフォン等に

代表される新しいアプリケーションの台頭など、明るい兆しが見え、市場全体としては緩やかな伸長が予想される

ものの、先行きに対する不透明感から一部の先端開発投資を除き、設備投資の抑制及び延期が行われる等、厳しい

環境となりました。 

   このような状況のもと、当社は、国内市場におきましては直販はもとより有力な代理店とともに、主力製品であ

る基板ＡＯＩの受注活動を中心に新しい事業の柱であるインライン検査装置の販売活動や従来製品のファイン対応

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てまいりました。一方、海外市場におきまして

は、平成23年６月２日に総代理店契約を取交わした台湾ＴＫＫ(Taiwan kong king Co.,Ltd:台灣港建股份有限公

司）への営業サポートや引合い情報への技術フォロー等を実施して、台湾・中国のプリント基板業界への営業活動

を本格的に開始いたしました。しかしながら、当累計期間中の売上高につきましては、第１四半期のマイナス分を

カバーするまでには至らず、前年同四半期に比べ厳しい状況となりました。 

   研究開発活動では、「戦略的基盤技術高度化支援事業」プロジェクトのテーマである次世代向けの画像処理シス

テムを完成させるべく開発を加速させるとともに、基板ＡＯＩの機能強化やラインナップの充実及びコストダウン

のための開発に注力してまいりました。 

  この結果、売上高は213百万円（前年同四半期比51.9％減）、営業損失122百万円（前年同四半期は営業利益31百

万円）、経常損失127百万円（前年同四半期は経常利益50百万円）、四半期純損失128百万円（前年同四半期は四半

期純利益49百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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51百万円減少し、980百万円となりました。

これは主に、現金及び預金18百万円の増加、受取手形及び売掛金97百万円の減少、仕掛品29百万円の増加によるも

のであります。  

 負債の部では、前事業年度末に比べ77百万円増加し、807百万円となりました。これは主に、短期借入金92百万

円の減少及び長期借入金206百万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128百万円減少し、173百万円となりました。これは、四半期純損失128百

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２四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、税引前四半期純損失の計上

等により、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、また、借入れの純増等により、前事業年度末に

比べ18百万円増加し、当第２四半期会計期間末には271百万円となりました。  

 当第２四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） 

 営業活動の結果使用した資金は111百万円(前年同四半期は20百万円の獲得)となりました。これは主に、税引

前四半期純損失127百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は４百万円(前年同四半期比２百万円の増)となりました。これは主に、有形固定

資産の取得及び無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134百万円(前年同四半期比115百万円の増)となりました。これは、長期借入金

226百万円の純増及び短期借入金92百万円の減少によるものであります。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

  当事業年度（平成24年４月期）の業績予想は次のとおりです。  

          売上高        700百万円 （前年同期比 5.7％減）  

営業利益      △80百万円 （前年同期は 10百万円）  

経常利益      △80百万円 （前年同期は 49百万円） 

         当期純利益    △80百万円 （前年同期は 40百万円） 

   当第２四半期累計期間の業績については、前年同四半期に比べ厳しい状況が続いておりますが、第３四半期以降

の国内における設備投資は、依然として市況の回復には時間を要するものと考えられており、企業の購買意欲は引

き続き抑制傾向であると想定されます。しかしながら、世界市場におけるモバイル機器の需要は底堅いものがあ

り、中期的には拡大傾向が続くものと考えられ、海外向けの戦略製品であるSX2000EXの発売を開始する等、基板Ａ

ＯＩの拡販活動においても一定の効果が現れ始めており、今後売上高は海外の比率が高まるものと予想されます。

   このような状況下、通期における売上高につきましては、上半期の当初計画のずれ込み分と、計画外であった海

外分の増加が見込まれるものの、上半期の落ち込み分をカバーするには至らないと想定しております。 

   また、経費関連につきましては、引き続き全社的なコストのスリム化を図り、自助努力を実施しております。し

かしながら、これら経費削減等による施策によっても全体的な売上、利益の落ち込みをカバーするには至らないと

想定しており、当事業年度の売上高及び利益関係につきましては当初計画を下回ることを見込んでおります。 

 なお、業績予想の修正内容につきましては、本日（平成23年12月９日）公表の「平成24年４月期第２四半期累計

期間業績予想と実績値との差異及び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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項ありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項ありません。 

  

   当社は、前々事業年度において 千円の営業損失を計上しております。また、前事業年度においては、

千円の営業利益を計上しているものの、当第２四半期累計期間においては受注実績が計画と大幅に乖離し、

千円の営業損失を計上しており、継続的な収益性の回復を確認できるまでには至っておりません。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、特に高い性能を要求されるハイエンドの検査分野に注力して事業活動を展開してまいりましたが、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、平成21年５月に現在の主力製品としてリリースしたハイエンドの基板ＡＯＩ・SX5000シ

リーズを皮切りに、平成22年10月に基板ＡＯＩ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向け戦

略製品SX3000シリーズをリリース、さらに今年度は海外向け特別仕様のSX2000EXの発売を開始するなど、事業の拡

大を目指して取り組んでおります。 

   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。特に海外においては、アジア地域における有力な代理店

との契約を締結するなど、販売体制が強化されたことにより、本格的な海外事業展開を推進しております。 

    また、新しい製品分野として、近年成長著しいプリンタブルエレクトロニクス分野においてニーズのあるインラ

イン検査装置の販売活動に取り組み、売上強化に努めております。 

   これらの諸施策を実現するため、受注獲得に全力を傾注しております。  

     費用面につきましては、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るとともに、徹底した経

費削減対策、継続的な原価低減活動の取り組みによ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。 

     しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、収益性の回復は今後の受注動向や経済環境に左右されること

から、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．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

224,415

10,760

122,447
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 253,547 271,818

受取手形及び売掛金 242,826 145,709

仕掛品 56,582 86,542

原材料及び貯蔵品 19,065 21,366

その他 8,193 12,493

流動資産合計 580,216 537,931

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 352,003 338,755

その他（純額） 60,306 66,707

有形固定資産合計 412,310 405,462

無形固定資産 22,974 22,072

投資その他の資産 16,236 14,857

固定資産合計 451,521 442,392

資産合計 1,031,737 980,323

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 87,768 53,340

短期借入金 92,000 －

1年内返済予定の長期借入金 66,840 86,144

未払法人税等 6,516 3,848

製品保証引当金 5,883 5,653

事業所移転損失引当金 5,499 －

その他 31,498 17,354

流動負債合計 296,007 166,341

固定負債   

長期借入金 404,100 610,876

その他 29,940 30,043

固定負債合計 434,040 640,919

負債合計 730,048 807,260

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 △1,578,259 △1,706,884

株主資本合計 301,689 173,063

純資産合計 301,689 173,063

負債純資産合計 1,031,737 980,323
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 444,282 213,681

売上原価 239,023 132,803

売上総利益 205,259 80,878

販売費及び一般管理費 173,466 203,325

営業利益又は営業損失（△） 31,792 △122,447

営業外収益   

受取利息 10 9

補助金収入 25,604 500

保険解約返戻金 － 1,424

その他 770 145

営業外収益合計 26,386 2,079

営業外費用   

支払利息 5,919 6,375

その他 1,424 341

営業外費用合計 7,344 6,716

経常利益又は経常損失（△） 50,834 △127,084

特別利益   

貸倒引当金戻入額 900 －

事業所移転損失引当金戻入額 － 80

特別利益合計 900 80

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 54 －

減損損失 135 －

特別損失合計 698 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 51,036 △127,003

法人税、住民税及び事業税 1,948 1,948

法人税等調整額 △30 △326

法人税等合計 1,917 1,621

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,118 △128,625
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23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又は税引前四半期純損失
（△）

51,036 △127,003

減価償却費 18,986 29,035

支払利息 5,919 6,375

受取利息及び受取配当金 △10 △9

売上債権の増減額（△は増加） △51,430 97,116

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,780 △32,259

仕入債務の増減額（△は減少） △6,210 △34,428

その他 △21,660 △40,878

小計 29,410 △102,051

利息及び配当金の受取額 10 9

利息の支払額 △5,028 △5,401

法人税等の支払額 △3,870 △3,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,522 △111,340

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 △1,246 △1,240

無形固定資産の取得による支出 － △1,394

資産除去債務の履行による支出 － △783

その他 △597 △1,049

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,843 △4,467

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） △109,000 △92,000

長期借入れによる収入 280,000 249,000

長期借入金の返済による支出 △152,480 △22,920

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,520 134,080

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,199 18,271

現金及び現金同等物の期首残高 134,256 253,547

現金及び現金同等物の四半期末残高 171,456 271,818
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（４）継続企業の前提に関する注記

前第２四半期累計期間 

（自 平成22年５月１日  

    至 平成22年10月31日）  

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年５月１日  

    至 平成23年10月31日）  

当社は、当第２四半期累計期間において31,792千

円の営業利益を計上しておりますが、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。

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、前事業年度後半から新製品

を中心に引合いが増加し、受注も回復してまいりま

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、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、引合いの増加、受注の回

復が見えてきているとはいえ、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。   

819,265

当社は、前々事業年度において 千円の営業損

失を計上しております。また、前事業年度においては、

千円の営業利益を計上しているものの、当第２四

半期累計期間においては受注実績が計画と大幅に乖離

し、 千円の営業損失を計上しており、継続的な

収益性の回復を確認できるまでには至っておりません。

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、特に高い性能を要求されるハイエンドの検査

分野に注力して事業活動を展開してまいりましたが、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、平成21年５月に現在の主

力製品としてリリースしたハイエンドの基板ＡＯＩ・

SX5000シリーズを皮切りに、平成22年10月に基板ＡＯＩ

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

市場向け戦略製品SX3000シリーズをリリース、さらに今

年度は海外向け特別仕様のSX2000EXの発売を開始するな

ど、事業の拡大を目指して取り組んでおります。 

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。特に海外においては、アジア地域における有力な代

理店との契約を締結するなど、販売体制が強化されたこ

とにより、本格的な海外事業展開を推進しております。 

また、新しい製品分野として、近年成長著しいプリン

タブルエレクトロニクス分野においてニーズのあるイン

ライン検査装置の販売活動に取り組み、売上強化に努め

ております。 

これらの諸施策を実現するため、受注獲得に全力を傾

注しております。 

費用面につきましては、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るとともに、徹底した

経費削減対策、継続的な原価低減活動の取り組みにより

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。 

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、収

益性の回復は今後の受注動向や経済環境に左右されるこ

とから、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。 

224,415

10,760

122,447
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 当第２四半期累計期間において、128,625千円の四半期純損失を計上したため、株主資本が前事業年度末に比べ

同額減少し、173,063千円となりました。  

  

（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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