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1.  平成25年4月期第2四半期の業績（平成24年5月1日～平成24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 ％

25年4月期第2四半期 133 △37.3 △174 ― △181 ― △182 ―
24年4月期第2四半期 213 △51.9 △122 ― △127 ― △128 ―

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2四半期 △17,132.28 ―
24年4月期第2四半期 △12,062.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第2四半期 705 △21 △3.0
24年4月期 1,032 161 15.7
（参考） 自己資本   25年4月期第2四半期  △21百万円 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 ― 0.00
25年4月期（予想） ― 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、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 510 △6.8 △255 ― △265 ― △270 ― △25,321.20



(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2Q 10,663 株 24年4月期 10,663 株
② 期末自己株式数 25年4月期2Q ― 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2Q 10,663 株 24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はありますが、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に対するレビュー手続は実施済みです。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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２四半期累計期間における世界経済は、ユーロ圏の債務問題に起因した欧州経済の停滞が長期化し、また、

これまで世界経済の下支え役を担ってきた新興国経済に減速感が生じるなど、景気の先行きに対する懸念を一層深

める要素が相次ぐ中で推移しました。 

 半導体関連市場におきましては、これら世界的な経済成長の鈍化に伴う消費者需要の伸び悩みが民生品向けを中

心に影を落とし、なかでも半導体の市場動向に大きな影響を及ぼすパソコン需要が軟化していることで、半導体市

場全体も当初の期待を下回る水準で推移しました。一方、スマートフォンやタブレット型端末などのモバイル機器

市場は堅調な成長が続いており、半導体パッケージ基板やプリント基板向けの検査装置市場におきましては、台湾

や中国、韓国等海外市場におけるスマートフォン関連分野の設備投資が引き続き需要を牽引しているほか、国内顧

客についても海外生産拠点への設備投資に注力する動きが見られました。 

  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、これらＡＶＩの分野についても海外市場を中心に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２四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。 

   この結果、売上高は133百万円（前年同四半期比37.3％減）、営業損失174百万円（前年同四半期は営業損失122

百万円）、経常損失181百万円（前年同四半期は経常損失127百万円）、四半期純損失182百万円（前年同四半期は

四半期純損失128百万円）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326百万円減少し、705百万円となりました。

これは主に、現金及び預金166百万円の減少、受取手形及び売掛金150百万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143百万円減少し、726百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金60百万円の減少、短期借入金50百万円の減少及び長期借入金52百万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182百万円減少し、21百万円の債務超過となりました。これは、四半期純

損失182百万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、前事業年度末に比べ166百

万円減少し、12百万円となりました。  

 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76百万円(前年同四半期は111百万円の使用)となりました。これは主に、売上

債権の減少額150百万円の資金の獲得があったものの、税引前四半期純損失181百万円の計上、たな卸資産の増加

額45百万円及び仕入債務の減少額60百万円の資金の使用があっ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２百万円(前年同四半期は４百万円の使用)となりました。これは主に、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） 

 財務活動の結果使用した資金は87百万円(前年同四半期は134百万円の獲得)となりました。これは主に、長期

借入金41百万円の返済及び短期借入金50百万円の純減によるものであります。 

   

  （３）業績予想に関する定性的情報 

  当社では、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、本日発表の平成25年４月期第２

四半期累計期間の売上高が133百万円であり、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11.2％の進捗率、利益関係につきましても大きく未達となっており、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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 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ますが、

海外市場におきましては、引合い案件の 終仕様合意に時間が掛かるなど、当社が期初に計画していた販売額には

及ばないと想定しております。国内の設備投資におきましても依然として厳しい状況が続くものと想定しており、

通期における売上高につきましては、上半期の落ち込み分に加え、下半期に計画していた販売額が下回ることを見

込んでおります。 

 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、自助努力を継続しておりますが、

これら経費削減等による施策によっても全体的な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、通期

の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24年12月14日）公表の「平成25年４月期第２四半期累計

期間の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、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２四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２四半期累計期間においても営業損失174百万円、経常損失181百万円及び四

半期純損失182百万円を計上した結果、当第２四半期会計期間末で21百万円の債務超過となっております。これに

より、当事業年度末において長期借入金430百万円に付されている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。また、当社の有利子負債は611百万円と総資産の86.7%を占めており、手元流動性に比して高水準に

あります。このため、取引金融機関に対して長期借入金元本の返済猶予を要請し、一部の取引金融機関とは平成24

年11月以降１年間返済を猶予する条件変更契約を締結しております。さらに、このような状況により取引金融機関

からの新たな資金調達が困難となっており、人件費を含む営業債務の一部について支払期日に支払いを行っており

ません。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の開発が完了しており、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。 

 また、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、今後、適時対応していく計画となっております。  

 （３）資本政策 

 債務超過を解消し、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）資金繰り及び資金調達 

 資金繰りについては、取引金融機関の一部に対して平成24年12月以降平成25年10月までの長期借入金元本の返済

猶予を要請しております。また、上記の対応策への取り組みを柱として、取引金融機関からの理解と協力を得て新

たな資金調達を受けられるように努めております。 

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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 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

に左右されること、一部の取引金融機関に対する返済猶予の要請は条件変更契約の締結までには至っていないこ

と、資本政策については検討の段階であること、取引金融機関からの新たな資金調達については交渉の段階である

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。 
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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２四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 179,036 12,524

受取手形及び売掛金 254,877 104,364

仕掛品 129,376 164,870

原材料及び貯蔵品 27,866 37,854

その他 16,082 8,362

流動資産合計 607,240 327,975

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 327,992 318,302

その他（純額） 62,371 25,711

有形固定資産合計 390,363 344,013

無形固定資産 19,696 18,979

投資その他の資産 14,912 14,962

固定資産合計 424,972 377,955

資産合計 1,032,213 705,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 101,685 41,527

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 115,413 126,943

未払法人税等 5,435 3,846

製品保証引当金 6,306 2,503

その他 27,704 41,260

流動負債合計 306,544 216,080

固定負債   

長期借入金 537,687 484,813

その他 26,319 26,057

固定負債合計 564,006 510,870

負債合計 870,551 726,950

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 △1,900,968

株主資本合計 161,661 △21,020

純資産合計 161,661 △21,020

負債純資産合計 1,032,213 705,930
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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23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 213,681 133,989

売上原価 132,803 121,304

売上総利益 80,878 12,685

販売費及び一般管理費 203,325 187,493

営業損失（△） △122,447 △174,808

営業外収益   

受取利息 9 6

補助金収入 500 475

保険解約返戻金 1,424 －

その他 145 339

営業外収益合計 2,079 821

営業外費用   

支払利息 6,375 6,095

その他 341 923

営業外費用合計 6,716 7,019

経常損失（△） △127,084 △181,006

特別利益   

事業所移転損失引当金戻入額 80 －

特別利益合計 80 －

税引前四半期純損失（△） △127,003 △181,006

法人税、住民税及び事業税 1,948 1,948

法人税等調整額 △326 △273

法人税等合計 1,621 1,674

四半期純損失（△） △128,625 △182,681

インスペック株式会社（6656）平成25年４月期 第２四半期決算短信（非連結）

6



（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23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △127,003 △181,006

減価償却費 29,035 14,758

支払利息 6,375 6,095

受取利息及び受取配当金 △9 △6

売上債権の増減額（△は増加） 97,116 150,513

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,259 △45,480

仕入債務の増減額（△は減少） △34,428 △60,157

その他 △40,878 48,869

小計 △102,051 △66,414

利息及び配当金の受取額 9 6

利息の支払額 △5,401 △5,779

法人税等の支払額 △3,897 △3,897

営業活動によるキャッシュ・フロー △111,340 △76,083

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 △1,240 △499

無形固定資産の取得による支出 △1,394 △1,800

資産除去債務の履行による支出 △783 －

その他 △1,049 △285

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,467 △2,584

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） △92,000 △50,000

長期借入れによる収入 249,000 －

長期借入金の返済による支出 △22,920 △41,344

その他 － 3,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 134,080 △87,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,271 △166,512

現金及び現金同等物の期首残高 253,547 179,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 271,818 12,524
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  当第２四半期累計期間において、182,681千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、21,020千円の債務超過となりました。  

   

   

 該当事項はありません。   

    

（４）継続企業の前提に関する注記

当第２四半期累計期間 

（自 平成24年５月１日 

 至 平成24年10月31日） 

 当社は、前事業年度に引き続き当第２四半期累計期間においても営業損失174,808千円、経常損失181,006千円

及び四半期純損失182,681千円を計上した結果、当第２四半期会計期間末で21,020千円の債務超過となっており

ます。これにより、当事業年度末において長期借入金430,316千円に付されている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。また、当社の有利子負債は611,756千円と総資産の86.7%を占めており、手元流

動性に比して高水準にあります。このため、取引金融機関に対して長期借入金元本の返済猶予を要請し、一部の

取引金融機関とは平成24年11月以降１年間返済を猶予する条件変更契約を締結しております。さらに、このよう

な状況により取引金融機関からの新たな資金調達が困難となっており、人件費を含む営業債務の一部について支

払期日に支払を行っておりません。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の開発が完了しており、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。 

 また、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、今後、適時対応していく計画となっております。 

３．資本政策 

 債務超過を解消し、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．資金繰り及び資金調達 

 資金繰りについては、取引金融機関の一部に対して平成24年12月以降平成25年10月までの長期借入金元本の返

済猶予を要請しております。また、上記の対応策への取り組みを柱として、取引金融機関からの理解と協力を得

て新たな資金調達を受けられるように努めております。 

 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

境に左右されること、一部の取引金融機関に対する返済猶予の要請は条件変更契約の締結までには至っていない

こと、資本政策については検討の段階であること、取引金融機関からの新たな資金調達については交渉の段階で

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。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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