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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 4,684 △42.0 △614 ― △561 ― △659 ―

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

（注）包括利益 24年3月期 △608百万円 （―％） 23年3月期 823百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 △116.74 ― △6.1 △4.8 △13.1

23年3月期 162.18 ― 8.5 8.4 10.6

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 11,093 10,334 93.2 1,829.42
23年3月期 12,395 11,170 90.1 1,977.16

（参考） 自己資本   24年3月期  10,333百万円 23年3月期  11,169百万円

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

24年3月期 203 226 △227 2,475
23年3月期 309 4 △557 2,289

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 225 24.7 2.1
24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 56 ― 0.5

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 75.3

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注） 第2四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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 5,800 23.8 150 ― 200 ― 150 ― 26.56



※  注記事項 

(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） 

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3月期 5,778,695 株 23年3月期 5,778,695 株

② 期末自己株式数 24年3月期 130,098 株 23年3月期 129,635 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 5,648,771 株 23年3月期 5,649,066 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 4,304 △46.3 △696 ― △587 ― △680 ―

23年3月期 8,009 104.8 726 ― 914 ― 838 ―

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

24年3月期 △120.46 ―

23年3月期 148.48 ―

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

24年3月期 10,730 10,017 93.4 1,773.42
23年3月期 12,042 10,864 90.2 1,923.29

（参考） 自己資本 24年3月期  10,017百万円 23年3月期  10,864百万円

※ 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、米国では雇用回復の遅れや住宅市場の低迷が長期化し、欧州ではギリシャに

端を発した債務問題の拡大が実体経済に影響を及ぼすなど、欧米経済は総じて景気停滞が鮮明となりました。一方、

中国、インドなどの新興国においては、輸出に減速感が見られたものの、引き続き高い経済成長率を維持しました。 

 

 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需要は堅調に推移しました

が、パソコンやデジタル家電向け需要が世界的な販売不振を受け伸び悩みました。タイの洪水による電子部品不足も

加わり半導体市況が低迷したことから、半導体メーカーやファウンドリー（受託生産会社）においては生産調整や新

規の設備投資を抑制する動きが強まりました。  

 

 このような状況の中で、中国、マレーシア、台湾などアジアの主要市場において、新型の高低温ハンドラ、ＭＡＰ

ハンドラ、ＴＡＢハンドラなど各種ハンドラの拡販を図るとともに、市場が拡大しているパワーデバイス向けテスタ

の受注増強に注力しました。  

 

 以上の結果、受注高は38億80百万円（前年同期比43.4％減）、売上高は46億84百万円（同42.0％減）となりまし

た。製品別売上高はハンドラ21億12百万円（同56.2％減）、テスタ14億16百万円（同11.3％減）、パーツ等11億55百

万円（同30.1％減）となりました。  

 損益面は、役員報酬の減額、諸経費の圧縮など固定費の削減を図ってきましたが、受注・売上の減少に伴う稼働率

低下や円高の長期化による採算性の悪化により、営業損失は6億14百万円（前年同期は営業利益8億57百万円）、経常

損失は5億61百万円（同経常利益10億41百万円）、当期純損失は6億59百万円（同当期純利益9億16百万円）となりま

した。   

 

②次期の見通し 

半導体市場は不透明な状況が続いてきましたが、減産効果や在庫調整の順調な進展により底打ち感が強まっており

ます。今後につきましては、新興国の消費需要に加えスマートフォンやタブレット端末需要の更なる拡大を背景に緩

やかに回復するものと予想されます。半導体設備投資につきましても、一部の大手半導体メーカーにおいて大型設備

投資を積極化する動きが見え始めております。  

 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、各

種ハンドラやパワーデバイス用テスタの拡販を図ることにより、売上高は58億円（当期比23.8％増）を見込んでおり

ます。損益面につきましては、受注ロットの大型化推進によるコストダウンや受注毎の採算性強化などにより、営業

利益1億50百万円（当期は営業損失6億14百万円）、経常利益2億円（同経常損失5億61百万円）、当期純利益1億50百

万円（同当期純損失6億59百万円）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、受注および売上の低迷に伴い売上債権およびたな卸資産などの流動資産が減

少したことから、前連結会計年度末に比べ13億2百万円減少し、110億93百万円となりました。  

 負債は、買掛金などの流動負債が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4億67百万円減少し、7億58百

万円となりました。  

 純資産は、当期純損失の計上、配当金の支払に伴う利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ8億35

百万円減少し、103億34百万円となりました。 

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1億85百万円増加し、24億75百万円となりました。  

（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、2億3百万円のプラス（前年同期は3億9百万円のプラス）となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純損失を計上する一方で、売上債権の回収およびたな卸資産の減少が進んだことによる

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、2億26百万円のプラス（同4百万円のプラス）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、2億27百万円のマイナス（同5億57百万円のマイナス）となりました。これ

は主に、配当金の支払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23年３月期および平成24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24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、厳しい業績を勘案して、誠に遺憾ではございますが、１株当たりの期末配当金を10

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20円を予定しており

ます。 

  

  平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

  自己資本比率（％）  83.0  90.1  93.2

 時価ベースの自己資本比率（％）  46.1  56.5  33.0

 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 － 



（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、半導体検査装置のリーディングカンパニーとして、世界各国のお客様に半導体の品質検査装

置を提供し高性能化と量産技術の向上の一翼を担うことで、広く社会に貢献することを経営の基本方針としてお

ります。 

 

（２）目標とする経営指標 

  当社グループは、企業価値の一層の向上を図るため、売上高および営業利益の拡大を重要な経営指標と考えて

おります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、半導体を高速・高精度に測定するテスタと自動的に分類・選別するハンドラのトータルシス

テムサプライヤーとして、「新製品のスピーディーな開発」「ローコスト化・短納期化に向けた生産体制の効率

化」「グローバルな販売・サービス体制の強化」を推進することで、マーケット・シェアの拡大と収益力の強化

を図り、企業価値の長期的な向上に努めてまいります。  

 

（４）会社の対処すべき課題 

  半導体市場は、先進主要国の経済動向に影響を受けながらも、中国、インドなどの新興国需要の拡大に加え、

スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器、通信インフラ機器や自動車関連向け需要の増加を背景

に、引き続き堅調に市場が伸長するものと予想されます。  

 このような環境下において、当社グループは、大手半導体メーカーとの連携を強めると共にエネルギーの省力

化や環境車用として市場が拡大しているパワーデバイス用に特化した検査装置の拡販を図ることにより、業容の

拡大に努めてまいります。  

 一方、継続的な円高に対応すべく、開発体制・生産体制のグローバル展開や生産性・採算性の継続的な改善を

図り、厳しい環境に耐えうる経営体質の強化を目指してまいります。 

２．経営方針



３．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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,372 2,641

受取手形及び売掛金 2,089 1,489

有価証券 744 245

製品 219 132

仕掛品 1,252 888

原材料 489 574

未収消費税等 159 55

未収還付法人税等 6 27

その他 149 33

貸倒引当金 △32 △25

流動資産合計 7,452 6,063

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,612 2,613

減価償却累計額 △1,918 △1,973

建物及び構築物（純額） 693 640

機械装置及び運搬具 299 297

減価償却累計額 △279 △281

機械装置及び運搬具（純額） 20 16

工具、器具及び備品 886 872

減価償却累計額 △819 △825

工具、器具及び備品（純額） 67 47

土地 1,897 1,897

有形固定資産合計 2,678 2,601

無形固定資産   

のれん 112 62

その他 63 37

無形固定資産合計 175 100

投資その他の資産   

投資有価証券 1,921 2,160

保険積立金 134 144

その他 39 29

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,088 2,327

固定資産合計 4,943 5,029

資産合計 12,395 11,093



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 344 48

リース債務 1 1

未払金 89 72

未払費用 145 151

未払法人税等 43 13

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 211 128

製品保証引当金 33 13

その他 33 54

流動負債合計 902 482

固定負債   

リース債務 2 0

繰延税金負債 11 3

退職給付引当金 273 265

長期未払金 11 6

負ののれん 24 －

固定負債合計 323 276

負債合計 1,225 758

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 5,825 4,939

自己株式 △201 △202

株主資本合計 11,515 10,629

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △25 34

為替換算調整勘定 △321 △330

その他の包括利益累計額合計 △346 △296

少数株主持分 0 0

純資産合計 11,170 10,334

負債純資産合計 12,395 11,093



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 8,070 4,684

売上原価 5,438 3,782

売上総利益 2,632 901

販売費及び一般管理費   

販売手数料 241 75

荷造運搬費 63 47

役員報酬 125 124

給料手当及び賞与 410 419

法定福利費 49 61

賞与引当金繰入額 50 32

減価償却費 20 17

研究開発費 398 342

のれん償却額 50 50

その他 367 345

販売費及び一般管理費合計 1,775 1,516

営業利益又は営業損失（△） 857 △614

営業外収益   

受取利息 64 42

受取配当金 18 17

投資有価証券売却益 0 6

為替差益 25 －

負ののれん償却額 48 24

助成金収入 38 －

その他 8 4

営業外収益合計 203 95

営業外費用   

為替差損 － 31

支払利息 0 －

保険解約損 7 9

寄付金 10 －

その他 0 0

営業外費用合計 18 41

経常利益又は経常損失（△） 1,041 △561

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 4 －

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 5 0

特別損失   

投資有価証券評価損 58 78

固定資産除却損 10 0

ゴルフ会員権評価損 0 4

特別損失合計 69 83

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

978 △644



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 61 30

法人税等還付税額 － △7

法人税等調整額 0 △8

法人税等合計 61 14

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

916 △659

少数株主利益 0 0

当期純利益又は当期純損失（△） 916 △659



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

916 △659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37 59

為替換算調整勘定 △55 △8

その他の包括利益合計 △92 50

包括利益 823 △608

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 823 △609

少数株主に係る包括利益 0 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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 4,965 5,825

当期変動額   

剰余金の配当 △56 △225

当期純利益又は当期純損失（△） 916 △659

当期変動額合計 859 △885

当期末残高 5,825 4,939

自己株式   

当期首残高 △201 △201

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △201 △202

株主資本合計   

当期首残高 10,656 11,515

当期変動額   

剰余金の配当 △56 △225

当期純利益又は当期純損失（△） 916 △659

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 859 △885

当期末残高 11,515 10,629



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 12 △25

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37 59

当期変動額合計 △37 59

当期末残高 △25 34

為替換算調整勘定   

当期首残高 △266 △321

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 △8

当期変動額合計 △55 △8

当期末残高 △321 △330

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △253 △346

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 50

当期変動額合計 △92 50

当期末残高 △346 △296

少数株主持分   

当期首残高 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   

当期首残高 10,402 11,170

当期変動額   

剰余金の配当 △56 △225

当期純利益又は当期純損失（△） 916 △659

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 50

当期変動額合計 767 △835

当期末残高 11,170 10,334



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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（△）

978 △644

減価償却費 142 125

のれん償却額 50 50

負ののれん償却額 △48 △24

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △7

受取利息及び受取配当金 △82 △60

支払利息 0 －

為替差損益（△は益） 5 11

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △6

投資有価証券評価損益（△は益） 58 78

固定資産除売却損益（△は益） 9 0

ゴルフ会員権評価損 0 4

売上債権の増減額（△は増加） △283 598

たな卸資産の増減額（△は増加） △159 363

仕入債務の増減額（△は減少） △291 △292

未収消費税等の増減額（△は増加） △54 103

未収入金の増減額（△は増加） △0 △0

未払費用の増減額（△は減少） 8 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 △7

製品保証引当金の増減額（△は減少） △15 △20

長期未払金の増減額（△は減少） △86 △5

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3 10

その他の流動負債の増減額（△は減少） 28 △83

小計 258 202

利息及び配当金の受取額 84 60

利息の支払額 △0 －

法人税等の還付額 26 6

法人税等の支払額 △59 △65

営業活動によるキャッシュ・フロー 309 203



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 △29 △30

定期預金の払戻による収入 － 44

有価証券の取得による支出 △895 △700

有価証券の売却及び償還による収入 1,093 1,198

投資有価証券の取得による支出 △750 △654

投資有価証券の売却及び償還による収入 634 403

有形固定資産の取得による支出 △36 △19

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △0 △1

保険積立金の積立による支出 △26 △19

保険積立金の解約による収入 16 0

その他 △2 5

投資活動によるキャッシュ・フロー 4 226

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 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

配当金の支払額 △56 △225

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △557 △227

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △284 185

現金及び現金同等物の期首残高 2,573 2,289

現金及び現金同等物の期末残高 2,289 2,475



 該当事項はありません。 

  

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

至  平成24年３月31日） 

当社グループは、半導体検査装置の製造・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。

  

前連結会計年度（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）

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24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 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．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  半導体検査装置 

TEXAS INSTRUMENTS TAIWAN LIMITED           1,116  半導体検査装置 

  ハンドラ テスタ パーツ等 合計 

外部顧客への売上高       2,112       1,416       1,155       4,684

 日本 北米 アジア その他 合計 

             1,276               255             3,075          76              4,684



 （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。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円1,977.16 １株当たり純資産額 円1,829.42

１株当たり当期純利益金額 円162.18 １株当たり当期純損失金額 円△116.74

 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22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
 916  △659

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） 
 916  △659

期中平均株式数（千株）  5,649  5,648

（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．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） 役員の異動 

  

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動  

 ・新任取締役候補 

 取締役 斉藤隆司（現 ハンドラビジネスユニット ゼネラルマネージャー） 

 ・新任監査役候補 

 常勤監査役      松原治彦（前 TESEC INC 社長） 

 監査役（社外監査役） 宮直仁（現 双葉監査法人 統括代表社員）          

 ・退任予定監査役 

 常勤監査役      長谷川晶己  

 監査役（社外監査役） 太田公治 

  

③ 就任予定日 

 平成24年６月28日 

４．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）  1,431  △61.2  200  △77.3

テスタ（百万円）  1,357  △7.9  268  △18.0

パーツ等（百万円）  1,092  △35.5  95  △39.9

    合計（百万円）  3,880  △43.4  563  △58.8

品目 
当連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

対前期増減率（％）

ハンドラ（百万円）  2,112  △56.2

テスタ（百万円）  1,416  △11.3

パーツ等（百万円）  1,155  △30.1

合計（百万円）  4,684  △42.0
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