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1.  平成25年4月期第1四半期の業績（平成24年5月1日～平成24年7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 ％

25年4月期第1四半期 96 553.4 △88 ― △91 ― △92 ―
24年4月期第1四半期 14 △93.5 △98 ― △101 ― △102 ―

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

25年4月期第1四半期 △8,642.52 ―
24年4月期第1四半期 △9,640.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第1四半期 829 69 8.4
24年4月期 1,032 161 15.7
（参考） 自己資本   25年4月期第1四半期  69百万円 24年4月期  161百万円

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

24年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年4月期 ―
25年4月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 4月期の業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 350 63.8 △100 ― △110 ― △110 ― △10,316.05
通期 1,200 119.3 40 ― 20 ― 20 ― 1,875.64



(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 

 詳細は、〔添付資料〕３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年4月期1Q 10,663 株 24年4月期 10,663 株
② 期末自己株式数 25年4月期1Q ― 株 24年4月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期1Q 10,663 株 24年4月期1Q 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 
 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、実際の業績には
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１四半期累計期間におけるわが国経済は、ユーロ圏における財政不安の広域化と長期化、それに伴う不安定

な為替動向や米国の景気停滞、アジア新興国を中心とした成長が鈍化するなどの影響により、国内は復興需要等を

背景とした緩やかな回復基調にはあるものの、デフレの長期化や厳しい雇用環境が継続しており、依然として景気

の先行きは不透明な状況にあります。 

  当社の主力市場である半導体関連業界におきましては、スマートフォン関連の成長分野においての設備投資需要

が引き続き堅調であったのに対し、パソコン、携帯電話、液晶テレビ等の需要が引き続き低迷したことによって、

それらに関する設備投資も依然として抑制傾向で推移しております。  

  このような経営環境のもと、当社は、国内外の有力な代理店とともに、主力製品の基板ＡＯＩ並びに具体的なニ

ーズが出始めてきた基板ＡＶＩ（ 終外観検査装置）の受注活動を積極的に推進してまいりました。また、前年度

から取り組んできた高速インライン検査装置の分野では、フレキシブル基板やタッチパネル基板などについて、生

産性の高いロールtoロール式検査装置へのニーズが高まりつつあることから、これらの分野についても積極的に取

り組んでまいりました。同時に、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従来製品につきま

しても、国内を中心に受注獲得に努めてまいりました。 

  しかしながら、当第１四半期累計期間の業績につきましては、引合いは増加しつつも販売に繋がるまでには至ら

ず、依然として厳しい状況となりました。 

   研究開発活動では、引き続き基板ＡＯＩの機能強化やコストダウンのための開発並びにプリンタブルエレクトロ

ニクス分野を対象とした高速検査技術の開発に注力するとともに、新たな顧客ニーズに対応した基板ＡＶＩの開発

を実施しております。  

   この結果、売上高は96百万円（前年同四半期比553.4％増）、営業損失88百万円（前年同四半期は営業損失98百

万円）、経常損失91百万円（前年同四半期は経常損失101百万円）、四半期純損失92百万円（前年同四半期は四半

期期純損失102百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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203百万円減少し、829百万円となりました。

これは主に、現金及び預金139百万円の減少、受取手形及び売掛金32百万円の減少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110百万円減少し、759百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金29百万円の減少、短期借入金50百万円の減少及び長期借入金26百万円の減少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92百万円減少し、69百万円となりました。これは、四半期純損失92百万円

の計上によるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

    国内における設備投資は依然として抑制傾向で推移し、厳しい状況が続くものと予想しておりますが、次世代向

けのハイエンド半導体パッケージ基板用の検査ニーズが出てくるなど、当社の特徴である高速性と高い検査能力を

併せ持つ検査システムがお客様に必要とされてきております。また、平成24年６月13日から６月15日にかけて東京

ビッグサイトで開催されたＪＰＣＡショー2012 におきましては、当社の主力製品である基板ＡＯＩシリーズを出

展し、海外企業も含め多数のご来場者へアピールすることができました。今後は、台湾で開催されるＴＰＣＡショ

ーや中国で開催されるＣＰＣＡショーにも出展し顧客の拡大に努めてまいります。  

  一方、海外市場におきましては、前事業年度に台湾の大手基板メーカーと一括供給に合意したハイエンド基板Ａ

ＶＩに加えて、目視による 終外観検査を行ってきた企業向けに今後ニーズが見込まれる安価な基板ＡＶＩの開発

を進めて、ラインナップの充実を図るとともに、代理店の協力を含めてサポート体制の強化を行い、積極的に販売

活動を進めてまいります。 

  なお、平成25年４月期の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において平成24年６月８日発表の第２四

半期累計期間及び通期の業績予想から変更はございません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年５月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

 なお、この変更による当第１四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微

であります。 

  

  

   当社は、前事業年度に引き続き当第１四半期累計期間においても営業損失88,034千円、経常損失91,248千円及び四 

半期純損失92,155千円を計上しております。また、純資産額が69,506千円まで減少したため、当事業年度末において

純資産額に関する財務制限条項に抵触する可能性もあります。さらに、当社の有利子負債は636,814千円と総資産の

76.8%となり、手元流動性に比して高水準にあります。以上により、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、このような状況を解消するため、以下の対応策への取り組みを実施しております。 

 （１）受注及び売上高の確保 

   主力製品であるハイエンドの基板ＡＯＩの他、ボリュームゾーンであるミドルレンジのプリント基板検査の市場

開拓を推進するため、国内外ともに直販のみならず、有力な代理店を通じた販売活動を継続しております。 

   また、基板ＡＶＩ（ 終外観検査装置）については、前事業年度に台湾の大手基板メーカーと一括供給に合意し

たハイエンド基板ＡＶＩに加えて、目視による 終外観検査を行ってきた企業向けに今後ニーズが見込まれる安価

な基板ＡＶＩの開発を進めており、今後の販売拡大を目指しております。 

   さらに、前事業年度から取り組んできた高速インライン検査装置の分野では、フレキシブル基板やタッチパネル

基板などについて、当社が長年ＴＡＢテープ検査装置で培ってきたノウハウを生かしたロールtoロール式検査装置

へのニーズが高まりつつあると認識し、受注に向けて取り組んでおります。 

 （２）コスト低減 

   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とともに、徹底した経費削減

対策及び原価低減活動の取り組みを継続的に行っております。 

 （３）資本政策 

   当事業年度末における財務制限条項への抵触を回避するためには、受注及び売上高の確保に加えて抜本的な資本

増強が必要であると考え、検討しております。 

 （４）資金調達 

   上述の資本政策に加えて、取引金融機関に対しては適時に当社の状況を報告し、理解を得ることによって良好な

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、受注及び売上高の確保については今後の受注動向や経済環境

に左右され、また、資本政策については検討の段階であることから、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。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 179,036 39,543

受取手形及び売掛金 254,877 222,625

仕掛品 129,376 135,208

原材料及び貯蔵品 27,866 38,615

その他 16,082 8,210

流動資産合計 607,240 444,204

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 327,992 323,147

その他（純額） 62,371 26,530

有形固定資産合計 390,363 349,677

無形固定資産 19,696 20,253

投資その他の資産 14,912 14,991

固定資産合計 424,972 384,922

資産合計 1,032,213 829,126

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 101,685 72,479

短期借入金 50,000 －

１年内返済予定の長期借入金 115,413 126,004

未払法人税等 5,435 1,923

製品保証引当金 6,306 4,020

その他 27,704 18,124

流動負債合計 306,544 222,552

固定負債   

長期借入金 537,687 510,810

その他 26,319 26,257

固定負債合計 564,006 537,067

負債合計 870,551 759,619

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 △1,718,287 △1,810,442

株主資本合計 161,661 69,506

純資産合計 161,661 69,506

負債純資産合計 1,032,213 829,126
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 14,812 96,784

売上原価 10,458 86,841

売上総利益 4,354 9,942

販売費及び一般管理費 102,886 97,977

営業損失（△） △98,532 △88,034

営業外収益   

保険事務手数料 43 －

補助金収入 － 75

還付加算金 － 155

その他 31 45

営業外収益合計 74 276

営業外費用   

支払利息 3,130 3,197

その他 341 293

営業外費用合計 3,471 3,490

経常損失（△） △101,929 △91,248

税引前四半期純損失（△） △101,929 △91,248

法人税、住民税及び事業税 974 974

法人税等調整額 △107 △67

法人税等合計 866 906

四半期純損失（△） △102,796 △92,155
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 当第１四半期累計期間において、92,155千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、69,506千円となりました。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期累計期間 

（自 平成24年５月１日 

 至 平成24年７月31日） 

 当社は、前事業年度に引き続き当第１四半期累計期間においても営業損失88,034千円、経常損失91,248千円及

び四半期純損失92,155千円を計上しております。また、純資産額が69,506千円まで減少したため、当事業年度末

において純資産額に関する財務制限条項に抵触する可能性もあります。さらに、当社の有利子負債は636,814千

円と総資産の76.8%となり、手元流動性に比して高水準にあります。以上により、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、このような状況を解消するため、以下の対応策への取り組みを実施しております。 

１．受注及び売上高の確保 

 主力製品であるハイエンドの基板ＡＯＩの他、ボリュームゾーンであるミドルレンジのプリント基板検査の市

場開拓を推進するため、国内外ともに直販のみならず、有力な代理店を通じた販売活動を継続しております。 

 また、基板ＡＶＩ（ 終外観検査装置）については、前事業年度に台湾の大手基板メーカーと一括供給に合意

したハイエンド基板ＡＶＩに加えて、目視による 終外観検査を行ってきた企業向けに今後ニーズが見込まれる

安価な基板ＡＶＩの開発を進めており、今後の販売拡大を目指しております。 

 さらに、前事業年度から取り組んできた高速インライン検査装置の分野では、フレキシブル基板やタッチパネ

ル基板などについて、当社が長年ＴＡＢテープ検査装置で培ってきたノウハウを生かしたロールtoロール式検査

装置へのニーズが高まりつつあると認識し、受注に向けて取り組んでおります。 

２．コスト低減 

 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とともに、徹底した経費削

減対策及び原価低減活動の取り組みを継続的に行っております。 

３．資本政策 

 当事業年度末における財務制限条項への抵触を回避するためには、受注及び売上高の確保に加えて抜本的な資

本増強が必要であると考え、検討しております。 

４．資金調達 

 上述の資本政策に加えて、取引金融機関に対しては適時に当社の状況を報告し、理解を得ることによって良好

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、受注及び売上高の確保については今後の受注動向や経済環

境に左右され、また、資本政策については検討の段階であることから、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。 

  

（４）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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