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平成 24 年９月 26 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 
事業の現状、今後の展開について 

 

 当社は、事業の現状、今後の展開につきまして、本日、下記の通り株式会社東京証券取引所に

対し、同社有価証券上場規程第 603 条第１項第 5号ａに定める書面を提出いたしましたので、お

知らせいたします。 

 本書面の提出により、平成 25 年３月 31 日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及

び月末時価総額が時価総額基準の金額以上になったときは、有価証券上場規程第 603 条第１項第

5号ａに該当しないことになります。 

 当社では、下記「２．今後の展開」に記載した内容を推進して事業計画の改善を早期に実現し、

市場からの評価を高め、時価総額を基準額以上へ回復し、上場を維持するよう努めてまいる所存

であります。 

 なお、平成 23 年 12 月 13 日付けで株式会社東京証券取引所より、時価総額基準の金額を平成

24 年 12 月末日までの間、「５億円未満」から「３億円未満」への変更を延長する旨、発表され

ております。 

 

記 

１． 事業の現状 

（１） 事業の内容 

当社は、エレクトロニクス業界の中で特にデジタル機器の製造過程で重要な役割を担っ

ている外観検査装置の専業メーカーとして事業活動を行なっております。 

携帯電話やデジタルカメラ、液晶テレビなどに代表されるデジタル家電には、多数の半

導体や液晶表示装置が使用されておりますが、それらの機器内部には多くの精密な配線回

路が形成されており、その配線回路の一つでも切れたり（断線）、隣の線と接触（ショー

ト）するなどの欠陥が発生すると製品自体が不良品となります。このような配線上の欠陥

の有無を検査する装置がパターン検査装置（ＡＯＩ）であります。またメッキやレジスト

（保護膜）を塗布した後の 終段階で、目視検査に代わり全般的な外観上の欠陥を検査す

る装置が 終外観検査装置（ＡＶＩ）であります。 
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（２） 現状の問題点 

① 事業環境 

昨今の日本経済は、欧州の財政危機による金融不安や新興国の景気減速、長期化する円

高等、企業を取り巻く環境は厳しい状況が続いておりますが、東日本大震災の復興事業も

徐々に始まり、一部に明るい兆しが見えてきております。 

しかしながら、当社が属する国内のエレクトロニクス業界におきましては、長引く円高

や製品のコモディティー化による価格の下落等の影響により極めて厳しい状況が続いて

おります。 

このような状況のもと、当社は、基板ＡＯＩ事業における初期のターゲットとしてきた

ハイエンド市場だけでなくミドルレンジのプリント基板検査の市場開拓を積極的に推し

進めるべく、国内外ともに基板ＡＯＩの受注活動に注力してまいりました。 

他方、従来は目視検査に頼っていた 終外観検査分野において、特に中国における人件

費の上昇の影響により検査コストが高騰しているため、 終外観検査装置（ＡＶＩ）のニ

ーズが高まってきております。 

終外観検査は、検査する項目が非常に多く、自動化するための技術的なハードルが非

常に高い分野でありますが、当社は、リードフレーム検査装置を発表して以来長期にわた

る 終外観検査の経験から多くの技術とノウハウを保有しております。今後は、さらに積

極的にこの分野のニーズに対応した製品を提案し、受注の拡大に努めてまいります。 

 

② 事業の活動範囲が国内に限定されていた問題点 

当社は、特徴のある画像処理技術を生かし、エレクトロニクス分野におけるハイエンド

の検査ニーズに集中して事業を展開してまいりました。 

主力製品として位置づけている基板ＡＯＩについては、ハイエンドのパッケージ基板を

製造しているメーカー向けに SX5000 シリーズを開発し販売活動を行って参りました。 

特にＭＰＵ系の高密度半導体に使用されるハイエンドのパッケージ基板の製造につい

ては、日本企業がほぼ独占していたため、顧客メーカーの製品ロードマップにリンクした

高性能基板ＡＯＩ・SX5000 シリーズの開発を行うことで顧客との強固な信頼関係を築いて

まいりました。これは、オンリーワンに近い形で高いシェアを獲得、維持するという戦略

に基づくものであり、一定の成果を出してまいりました。 

さらに、このようなハイエンド分野での実績を基に、潜在顧客数の多いミドルレンジの

基板メーカー向けＡＯＩ・SX3300 を製品化し、国内の基板メーカーに積極的に販売活動を

行ってまいりました。 

しかしながら、ＡＯＩの潜在ユーザーである多くのエレクトロニクス製品の量産工場は、

労働コストの低いアジア諸国にシフトしており、国内のＡＯＩ市場は、新製品やカスタム

品などの特別仕様に対するニーズが大半を占めており、市場全体としての成長は著しく鈍
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化しております。 

これに対し、海外市場ではスマートフォンやタブレットＰＣなど、ヒット商品の生産能

力増強のため設備投資を積極的に行っており、検査装置市場も成長を続けております。さ

らに、ハイエンドの分野においても一部の台湾企業や韓国企業が技術的にキャッチアップ

してきており、海外での生産の開始とともにハイエンドＡＯＩのニーズも拡大してくるも

のと予想されます。 

当社では、このような海外における検査装置の成長市場で事業展開を進めるため、平成

23 年６月に台湾のＴＫＫ社（Taiwan Kong King Co.,Ltd：台灣港建股份有限公司）と、弊

社主力製品である基板ＡＯＩ（精密基板パターン検査装置）SX シリーズの台湾・中国向け

の販売における総代理店契約を締結し、本格的に販売活動を推進しております。 

また、このような状況の中、平成 24 年３月６日に、台湾の大手基板メーカーと外観検

査装置の供給に関する長期パートナーシップに関する事項及び 終外観検査装置（ＡＶ

Ｉ）の供給に関する事項に合意し、ハイエンドパッケージ基板の 終外観検査用として、

ＡＶＩを段階的に受注・納入するアグリーメントを締結いたしました。これは受注生産を

特徴としてきた当社の生産体制を大きく変えるもので、業績の季節変動リスクを回避し、

年度を通じて安定的な収益を計上することにつながります。 

終外観検査は、国内外を問わず現状でも目視に頼っている場合が多く、人件費の高騰

や作業負荷の増大等の理由から自動化のニーズが高まっております。当社では、このＡＶ

Ｉのニーズに対応していくことで受注拡大を図り、ＡＯＩの拡販活動と併せて事業基盤の

強化を推進してまいります。 

 

２． 今後の展開 

（１） 製品分野の拡大及び販売活動の強化 

① 基板ＡＯＩ 

基板ＡＯＩの市場規模は、従来の当社の製品分野の市場規模と比較すると非常に大きく、

200 億円から 300 億円程度と言われております。 

当社では、2008 年からこの製品分野を事業の大きな柱に育てることを目的として、 も

難易度の高い製品分野に対応するハイエンドのスペックを持った基板ＡＯＩ・SX5300 の開

発を成功させ、販売実績を積み上げると同時に多くの技術的ノウハウを積み重ねてまいり

ました。このハイエンドのファインパターン分野では、検査性能面で明確な差別が可能で

あり、コンペチターが少なく価格競争にもなりにくいことから、当社の主力製品として、

客先を絞りこんだ営業活動を推進しております。 

また、この技術をベースとして開発した、携帯電話やスマートフォン向けの精密基板向

けＡＯＩ・SX3300、さらに徹底したコストダウンによりアジア地域の基板メーカーをター

ゲットとした SX2000EX を加えたＡＯＩの製品群を、市場が拡大している海外市場で積極

的に販売してまいります。 
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② 基板ＡＶＩ（ 終外観検査装置） 

終外観検査は、従来は目視による検査が一般的であったため、多くのメーカーは労働

コストの安い中国を始めとするアジア地域で実施しておりました。しかし近年、特に中国

における人件費の上昇の影響により検査コストが高騰しているため、自動 終外観検査装

置（ＡＶＩ）のニーズが高まってきております。 

この検査は検査する項目が非常に多く、自動化するための技術的なハードルが非常に高

い分野でありますが、当社はリードフレーム検査装置を発表して以来、長期にわたる 終

外観検査の経験から多くの技術とノウハウを保有しており、高性能のＡＶＩの開発を実現

しております。 

上記の通り、 終外観検査装置の自動化のニーズの高まりに対応し、今後は積極的にＡ

ＶＩの販売活動を行ってまいります。 

 

③ 販売活動の強化 

当社の主力製品である基板ＡＯＩの主な市場は、台湾・中国を始めとするアジア地域に

シフトしております。成長市場であるこの地域での販売活動については、平成 23 年６月

に代理店契約を締結した台湾のＴＫＫ社と連携し、積極的な販売活動を実施しております。 

また、平成 24 年３月６日に台湾の大手基板メーカーと総額 13 億円強のＡＶＩを平成 25

年 12 月までに段階的に受注・納入することに関する事項に合意いたしましたが、これを

契機に、当該メーカーの広範囲な検査ニーズに対応することで、ＡＶＩ以外の案件の受注

獲得にも注力してまいります。 

 

（２） 製品競争力の強化 

① コスト競争力の向上 

当社では、昨年から本格的に開始した海外での販売活動と並行して、為替変動に対する

対策及びコスト競争力向上のため、海外生産の可能性について調査を続けてまいりました。

この結果、海外の主要な市場である台湾において現地生産をするための環境整備が完了し、

来期以降適時対応していく計画です。 

今後は、中国市場での受注に対応するため、中国での生産体制を構築するための調査を

進めて参ります。 

これにより、昨今の円高に対する対応策はもとより、コスト面でのさらなる競争力の向

上に取り組んでまいります。 

 

② サービス体制の構築 

当社が供給している検査装置は、ユーザー企業の品質維持のための重要なプロセスで使

用されており、故障等のトラブルで正常な稼動ができない状態になれば、生産活動そのも
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のに影響を及ぼし損失の発生につながることが想定されます。 

そのため、トラブル時やトラブルに限らずメーカーのサポートを必要とするときに迅速

に対応可能なサービス体制を構築することは、ユーザーがメーカーを信頼する大きなファ

クターとなります。 

当社は、このサービスの質において多くのユーザーから高い評価を頂いてまいりました

が、今後さらに、販売代理店のエンジニアに対する教育訓練等を実施し、ユーザー企業と

の信頼関係をより一層高めていくよう努めてまいります。 

 

（３） 経費の削減 

① 総人件費の抑制 

安定した利益を確保するためにも、会社全体をスリム化し、製造原価の他に販売費及び

一般管理費の圧縮は重要な取組みとして位置づけております。 

今後、海外市場での受注の増加に伴い人員の増強が必要になって参りますが、製品の生

産は極力外部の企業の協力を得て対応し、社員の増強については当社の社員でなければで

きない営業業務、技術サポート業務、設計開発業務並びにメーカーとしてのサービス業務

などを担当する社員に限定し、少数精鋭での体制を維持するよう努めてまいります。 

 

② 研究開発関連の投資効率の向上 

当社は、保有する画像処理技術を 大限生かして競争力のある製品を市場に提供するこ

とを目的として、画像処理装置の心臓部である専用コンピューターを始め、検査システム

で必要とする多くのデジタル処理用ハードウエアを自社で開発してまいりました。 

これに対し、飛躍的な性能向上を遂げているＰＣの資産を有効に活用し、もともと当社

が得意とするハードウエア技術とＰＣを活用したソフトウエア技術を高度に融合させる

ことで、極めて高い性能とソフトウエアが持つ柔軟性を兼備えた、新しい発想のシステム

（inspec－SE シリーズ）を開発することに成功いたしました。 

これにより、今まで多額の開発費を投入せざるを得なかったハードウエア開発の負担が

大幅に低減され、かつ技術の進化に適時に対応していくための様々なリスクの低減も併せ

て実現し、投入リソースに対するアウトプットの効率が、大幅に向上しております。 

今後も 新の技術をタイムリーに取り入れ、当社が持つ独自技術との融合を図ることで、

高い効率で競争力のあるシステムを継続的に開発してまいります。 

 

（４）  資本政策及び資金調達 

当社は、平成 23 年 4 月期において経常利益を計上したものの、平成 24 年４月期及び平

成 25 年４月期第 1四半期においても経常損失を計上しております。また、平成 25 年４月

期第 1 四半期においては純資産額が 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があります。さらに、当社の有利子負
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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。 

また、当社株式は、平成 24 年６月における月間平均時価総額及び月末時価総額がいず

れも３億円未満となり、時価総額における上場廃止基準に抵触しております。平成 25 年

３月 31 日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以

上とならないときは上場廃止となります。 

当該状況下、財務制限条項の抵触の回避並びに時価総額における上場廃止基準を上回り、

株式上場を維持すること及び主力製品の競争力向上や、ＡＶＩ市場への新製品投入などを

目的とした一定の投資を行うことで、事業収益の早期回復を実現するとともに、自己資本

を充実し、バランスの取れた財務内容の実現を目的として、様々な資本政策を検討中であ

ります。 

 

 （５） 事業計画の策定及び業績の見通し 

① 事業計画の策定 

当社は、３ヵ年の中期計画を採用し、毎年見直しを行うローリング方式の中期経営計画

を立てており、平成24年６月８日に平成27年４月期を 終決算期とする中期経営計画（平

成 25 年４月期～平成 27 年４月期）に関するお知らせを開示しておりますが、上記のとお

り主力製品である基板ＡＯＩ及びＡＶＩの海外展開や新技術への対応等、当社を取り巻く

事業環境が大きく変化しております。現在、情報を精査しており、来期（平成 26 年 4 月

期）以降の中期経営計画を見直す必要性が生じた場合には、確定次第、開示させていただ

きます。 

   

② 業績の見通し 

当社では、主として顧客の増産が集中する第４四半期会計期間に需要が多く、第４四半期会計期

間の売上高及び営業費用が著しく増加する傾向があります。今期についてもこのような傾向にあり

ますが、平成 24 年９月７日に発表した平成 25 年４月期第１四半期累計期間の売上高が 96

百万円であり、平成 24 年６月８日に公表した平成 25 年４月期の通期の業績予想の売上高

1,200 百万円に対し 8.0％の進捗率であります。第１四半期においては売上高、利益とも

に依然として厳しい状況が続いております。 

当社の検査装置は、ユーザーの検収に基づき売上を計上しているため、ユーザーの検収

タイミングによっては、事業年度期間を前後することで当社の売上が変動し、１台当たり

の製品が比較的高額であることもあり業績に影響を及ぼす可能性があります。このような

状況であるため、現時点において通期の売上及び利益等の見通しが確定できておりません。 

見通しの確定次第、また業績に影響を与えるような事象が生じた場合には、速やかに開

示させていただきます。 
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 なお、平成 25 年４月期第２四半期決算短信の発表は、平成 24 年 12 月上旬を予定して

おります。  

  

３． 上場維持について 

  当社は、上記「２．今後の展開」に記載いたしました改善計画を積極的に推進し、業績の改

善を図り、市場からの評価を高めることによって、上場時価総額を回復し、今後も株式会社東

京証券取引所マザーズ市場の上場維持に努めてまいる所存です。 

                                        以上 

 


