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1.  平成25年4月期の業績（平成24年5月1日～平成25年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

25年4月期 469 △14.3 △275 ― △278 ― △390 ―
24年4月期 547 △26.3 △165 ― △140 ― △140 ―

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 ％ ％ ％

25年4月期 △36,091.16 ― ― △33.3 △58.6
24年4月期 △13,132.11 ― △60.4 △13.6 △30.3

（参考） 持分法投資損益 25年4月期  ―百万円 24年4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

25年4月期 640 △193 △30.3 △16,219.17
24年4月期 1,032 161 15.7 15,160.98

（参考） 自己資本   25年4月期  △193百万円 24年4月期  161百万円

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

25年4月期 △86 △4 △50 38
24年4月期 △180 △34 140 179

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ％ ％

24年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年4月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 4月期の業績予想（平成25年 5月 1日～平成26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）

 

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) 520 288.1 10 ― 0 ― 0 ― 0.00
通期 1,000 113.2 30 ― 30 ― 30 ― 2,511.51



※  注記事項 
(1) 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〕19ページ（会計方針の変更）をご覧ください。 

(2) 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  ： 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 11,945 株 24年4月期 10,663 株
② 期末自己株式数 25年4月期 ― 株 24年4月期 ― 株
③ 期中平均株式数 25年4月期 10,817 株 24年4月期 10,663 株

※ 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、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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 
 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仮定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、添付資
料２ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、平成24年12月に誕生した新政権による経済施策に対する期待感から、長期間

続いた円高及びデフレ基調から脱却する兆しが一部で見られ始め、輸出企業を中心に受注や採算の改善等がみられま

したが、期を通しては復興需要による下支えはあるものの、海外景気の鈍化等の影響を受け、総じて弱い動きとなり

ました。 

 当社が属する半導体関連業界におきましては、中国や台湾等におけるスマートフォン関連の成長分野において設備

投資需要が比較的堅調であったのに対し、パソコン、液晶テレビ、携帯電話向けの設備投資は消費不振の影響から当

初予想を大きく下回る結果となりました。国内における設備投資も依然として抑制傾向で推移しており、設備投資需

要の回復には時間を要する状況が続くものと想定しております。 

 このような経営環境のもと、当社は、国内外ともに主力製品である基板ＡＯＩ並びに基板ＡＶＩの受注活動に注力

してまいりました。当社の検査装置が持つ高い性能やユーザーに密着したサポート体制など、検査装置メーカーとし

ての高い評価が業界に浸透してきており、昨年後半から国内・海外市場ともに新規受注及び新規引合いが増加してま

いりました。また、以前から取り組んでいるインライン検査モジュールについて、その高い性能が評価されてきてお

り、特にスマートフォン向けの精密なタッチパネルの検査やフラットパネルの精密な検査モジュールとして受注実績

が積み上がってきております。このような検査モジュールの供給は当社にとって新しい取組みであり、当社の新たな

収益源として拡大していくよう積極的に取り組んでまいりました。 

 さらに、年度末には米国の大手半導体メーカーと当社検査装置導入に関する直接取引の商談を開始し、欧州の大手

基板メーカーとは当社検査装置の導入に向け、代理店と連携して新規商談を開始する運びとなりました。これらの商

談はいずれもハイエンドの製品分野であり、当社が大きな競争力を持っていることから、今後の業績の拡大に大きく

寄与するものと期待しております。 

 売上高につきましては、国内外の市場で引合いが活発化してきているものの売上計上するまでには至らず、平成24

年12月14日に公表した業績予想を下回る結果となりました。主力製品である高性能パターン検査装置(基板ＡＯＩ)が

当初計画の半分と伸び悩み、また、基板ＡＶＩ、インライン検査装置とも、上半期に計画していた分のマイナス分を

下半期でカバーし切れず、従来の主力製品についてもほぼ前年並みの販売になりました。 

 利益面の改善につきましても、継続的に生産の効率化、徹底した各種経費の見直し・削減に努め、厳しい状況を乗

り越えるべく諸施策を講じてまいりましたが、これら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

ず、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上いたしました。 

 この結果、売上高469百万円（前事業年度比14.3％減）、営業損失275百万円（前事業年度は営業損失165百万

円）、経常損失278百万円（前事業年度は経常損失140百万円）となりました。当期純損失につきましては減損損失

107百万円を特別損失に計上した結果、390百万円（前事業年度は当期純損失140百万円）となりました。 

    

翌事業年度（平成26年４月期）の業績見通しは次のとおりであります。 

   売上高     1,000百万円 （前事業年度比  113.2％増） 

営業利益      30百万円 （前事業年度は△275百万円） 

経常利益      30百万円 （前事業年度は△278百万円） 

当期純利益    30百万円 （前事業年度は△390百万円） 

  

  前事業年度に続いて厳しい受注状況となりましたが、年度後半から国内・海外市場ともに新規受注及び新規引合

いが増加してきており、受注高においては前年同期比152.3％、期末における受注残高は前年同期比329.0％の実績

となっております。国内のＡＯＩ市場は市場全体としての成長は著しく鈍化しておりますが、海外市場ではヒット

商品の生産能力増強のための設備投資を積極的に行っており、検査装置市場も堅調に推移しております。当社の主

力製品である基板ＡＯＩ、ＡＶＩの他に、急速にニーズが高まっているローコストの外観検査装置である小型ＡＶ

Ｉ（ＡＶ500）やインライン検査装置（高性能画像処理モジュール）の受注の増加など、新たな製品が立ち上がりつ

つあります。 

 今後さらに製品ラインナップの拡充を強化し、国内市場における新規顧客の開拓及び引合いが増加している海外

市場での積極的な営業活動など、シェア拡大に向けた活動を強化してまいります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度における財政状態は、総資産が640百万円（前事業年度末比392百万円減）となり、株主資本が△193百

万円（前事業年度末比355百万円減）となりました。総資産の主な増減の内容は、主に現金及び預金が140百万円、受

取手形が98百万円それぞれ減少し、さらに減損損失を計上したことにより、有形及び無形固定資産が合計107百万円

減少したことによるものであります。株主資本の減少の主な要因は、当期純損失の計上による繰越利益剰余金の減少

によるものであります。この結果、株主資本比率は46.0ポイント減少し、△30.3％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの分析 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ140百万円減少し、38百

万円になりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況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86百万円（前事業年度は180百万円の使用）となりました。収入は主に、売上債

権の減少額85百万円、前受金の増加額65百万円であり、支出は主に、税引前当期純損失387百万円から減損損失107

百万円及び減価償却費29百万円を控除した250百万円及び仕入債務の減少額26百万円であります。 

（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（前事業年度は34百万円の使用）となりました。これは主に、有形及び

無形固定資産の取得による支出３百万円によるものであります。 

（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50百万円（前事業年度は140百万円の獲得）となりました。これは株式の発行に

よる収入33百万円と借入金の返済による支出84百万円によるものであります。 

 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 

      債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．時価ベースの自己資本比率については、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により

株式時価総額を計算しております。 

２．有利子負債については、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、営業キャッシュ・フローについては、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業

活動によるキャッシュ・フロー」を用いております。 

３．利払いについては、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「利息の支払額」を用いております。 

４．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、第24期及び第25期は営業キャッシ

ュ・フローがマイナスとなっている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、繰越利益剰余金のマイナスが解消できていないため無配を継続しております。 

  株主に対する利益還元策につきましては、経営の重要課題のひとつと認識しておりますが、当面は経営の安全性向

上のため内部留保を優先させ配当は行なわない方針です。今後は内部留保等のバランスを考えて、配当政策を検討し

ていきたいと考えております。  

  
第23期 

（平成23年４月期） 

第24期 

（平成24年４月期） 

第25期 

（平成25年４月期） 

 自己資本比率（％）   29.2  15.7  △30.3

  時価ベースの自己資本比率（％）  50.0  34.1  48.5

 債務償還年数（年）  5.9  －  －

  インタレスト・カバレッジ・ レシオ  8.8  －  －
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(4）事業等のリスク 

 以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。 

 また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判断上、

重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社は

これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針ですが、本項目

の記載は当社の事業または本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありません。当社株式に関する

投資判断は、本項目以外の記載内容をあわせて慎重に検討の上、行われる必要があると考えられます。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

① 業績の季節変動について 

 当社の業績は、上半期実績を下半期実績が上回る傾向となっております。一般に、携帯電話、液晶テレビ、

パソコンなどのデジタル家電は、夏・冬のボーナス商戦、新年度商戦に合わせて新製品の販売計画を立案し、

出荷数量のピークがそれらのタイミングに合うよう生産計画が立てられます。そのため、増産に入るタイミン

グは、10月、１月及び４月頃になり、検査装置の増設時期もこのタイミングに連動しているものと推察されま

す。これらの影響により、上半期よりも下半期に出荷及び検収が集中する傾向があり、そのため、売上高も下

半期に集中しております。 

② 他社との競合について 

  当社の検査装置は、自社で開発した画像処理専用コンピュータをコアとした画像処理システムが競争力の原

点となっており、当社の成長はこの技術に依存していくものと予想しております。当社は、今後も継続して大

きな競争力を持つシステムの開発を進めていきますが、他社が同様のシステムあるいは当社の製品を上回る性

能を発揮するシステムを開発する可能性は否定できないため、本事業において当社が認識している当社の競争

力が失われた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 新製品の開発・販売について 

 当社の検査装置は、自社で開発した画像処理専用コンピュータをコアとした画像処理システムを特徴として

おり、画像処理システムのバージョンアップや検査対象の拡大など、今後も継続して魅力ある製品開発を行っ

ていく予定であります。 

 新製品開発のためには先行して長期的な投資と大量の資源投入が必要ですが、これらのすべてが新製品・新

技術の創造へとつながる保証はなく、また、新製品や新技術への投資に必要な資金と資源を今後十分確保でき

るという保証もありません。 

 さらに、当社がユーザーから支持を獲得できる新製品・新技術を正確に予想することができるとは限らず、

開発した新製品の販売が必ずしも成功する保証もありません。このため、当社が業界とユーザーの変化を十分

に予測できず魅力ある新製品を開発できない場合には、開発のための先行投資が売上に貢献せず、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 製品のライフサイクルについて 

 当社の検査装置は、軽量化や小型化に向けた技術革新の進展が早いデジタル家電分野の商品を検査対象とし

ており、より微細なものを検査する必要があることから検査性能の向上が求められ、新しいニーズが連続的に

発生いたします。半導体分野及び精密プリント基板分野のメーカーからは、短期間で性能向上を実現する開発

が求められるため、当社の開発に遅れが生じた場合には、顧客ニーズに対応しきれずに受注のタイミングを逃

す可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 製品保証について 

 当社の検査装置については、品質不良あるいは製品不具合に対して、検収後１年間の無償保証期間を設けて

おります。製品保証に伴い発生する費用に対しては、過去の実績等をもとに製品保証引当金を計上しておりま

すが、新製品など従来とは異なる仕様の製品などで引当額以上の保証費用が発生した場合、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

⑥ 優秀な人材の確保について 

 当社の事業は、ユーザーからの要求に応じて 先端かつ高度な技術力を提供していくことが重要な要素であ

ります。このような要求に対応し、ユーザー満足度を高め、製品の付加価値を高めていくためには、優秀な人

材の確保が重要となります。このため、タイムリーに必要な人材の確保ができない場合や優秀な従業員が多数

離職した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑦ 検収時期の変動による業績変動の可能性について 

 当社の検査装置は、通常、受注から検収まで約４ヶ月を要し、ユーザーの検収に基づき売上を計上しており

ます。そのため、当社は製品の設計から納品までの製造工程を管理し、計画どおりに売上計上できるように努

めておりますが、ユーザーの設備投資計画の変更または事業方針の変更等により、仕様あるいは納期が変更さ

れることもあります。この場合、１台あたりの製品が比較的高額であることから、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、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

⑧ 有利子負債の依存度について 

 当社は、有利子負債の依存度が高い水準にあります。そのため、金利が上昇した場合には、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  当社の有利子負債の内訳                                                           （単位：千円）

⑨ 知的財産権について 

 当社の技術の中には、画像処理専用コンピュータにおけるソフトウェアのように、特許として知的財産権を

獲得するよりも、ノウハウとして保有するほうが事業戦略上有利であると考えられるものもあり、必ずしも全

ての技術について特許を出願する必要はないと考えております。 

 当社は、特許の出願については、有用性及び費用対効果を考慮して行っており、当社独自の技術あるいは研

究成果について、必要かつ可能な範囲において特許権等の知的財産権の登録を行い、権利保護に努めることと

しておりますが、他社により当社の権利が侵害される可能性があります。 

 また、ノウハウとして保有している技術についても他社が利用する可能性もあります。 

 一方、当社では、第三者に対する知的財産権の侵害を行っていないものと認識しておりますが、当社の事業

分野における知的財産権の現状を完全に把握することは困難であります。したがって、万一、当社が第三者の

知的財産権を侵害した場合には、損害賠償または使用差止め等の請求を受ける可能性があります。 

 これらの事態が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑩ 経営陣への依存度について 

 当社の創業者であり代表取締役である菅原雅史は、経営方針や戦略の決定をはじめ、主要な取引先へのトッ

プセールスなど、当社事業において極めて重要な役割を果たしております。また、当社の技術開発担当取締役

である村上知広は、当社製品の研究・開発において極めて重要な役割を果たしております。現在、両名の退任

の予定はなく、当社も両名に依存しない体制作りを行っておりますが、万一当該体制が構築される以前に両名

のいずれかが何らかの事情で当社を離れる事態となった場合には、当社の事業活動に重大な影響を与える可能

性があります。 

区分 
第24期 

（平成24年４月期） 
第25期 

（平成25年４月期） 

流動 

負債 

短期借入金  50,000  8,965

１年内返済予定の長期借入金  115,413  74,814

固定 

負債 
長期借入金  537,687  535,172

有利子負債計  703,100  618,951

総資産  1,032,213  640,072

有利子負債依存度 ％ 68.1 ％ 96.7
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⑪ 小規模組織であることについて 

 当社は、従業員40名（平成25年４月30日現在）と会社規模が小さいため、社内体制も組織規模に応じたもの

になっております。今後、事業規模が拡大し、それに応じた社内体制の構築が実現できない場合には、迅速か

つ適切な内部管理を行えず、事業運営に制約を受ける可能性があります。 

⑫ 海外展開について 

 当社は前事業年度より本格的に海外展開を図っており、台湾及び中国の顧客への販売強化、サポート体制の

確立のため、代理店と連携を図りながら推進しております。海外では予測しがたい規制や法律、政情不安、社

会的混乱、為替、人材確保などのリスクが存在しており、これらの事象によっては当社の経営成績、財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑬ 財務制限条項について 

 当社の借入金のうち一部の金融機関からの借入金に関して財務制限条項が付されております。当事業年度末

において、その条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失の請求を猶予していただくことについて、取引金

融機関に申し入れをしております。  

⑭ マザーズ上場廃止基準（債務超過）への抵触について              

 当社は当事業年度末において193,737千円の債務超過となりました。これにより当社の株式はマザーズ上場廃

止基準に抵触し、平成26年４月期においてもなお債務超過を解消できない場合には上場廃止となります。当社

の株式がマザーズ上場廃止となった場合は、上場市場での売買ができなくなり、換金性が著しく低下いたしま

す。 

  

⑮ 自然災害等による影響について 

 生産設備効率化のため当社製品の生産施設は秋田県仙北市の本社にあります。今後、当地域において大地震

等の自然災害等が発生した場合は、当社の業績のみならず企業活動に影響を与える可能性があります。   

                                        

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、前事業年度に引き続き当事業年度においても、営業損失 千円、経常損失 千円及び当期純

損失 千円を計上した結果、193,737千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しております。また、当社の有利子

負債は618,951千円と総資産の96.7%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

関との間で平成25年10月までの長期借入金元本の返済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。 

  

275,087 278,796

390,398
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 近の有価証券報告書（平成24年７月30日提出）における「企業集団の状況」から重要な変更が無いため、開示を

省略いたします。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「社会の繁栄と発展に貢献すること」を経営理念として掲げ、半導体及び精密プリント基板業界におけ

る高度な検査ニーズに対し、高い技術を駆使したハイエンドの検査装置を提供することで、検査装置業界における

オンリーワンあるいはナンバーワンであることを経営の基本方針としており、お客様、株主の皆様、従業員等すべ

てのステークホルダーにとって価値のある企業を目指しております。 

 この方針に基づき、検査技術における総合力（高性能画像処理技術、高度なメカトロ技術、光学センシング技術

等）を生かしたシステム企画力を核に、競争力のある基板ＡＯＩ、半導体パッケージ外観検査装置、インライン検

査システム、基板ＡＶＩ等を提供し、安定した収益力を高めるとともに 高のＣＳ（顧客満足度）を目指しており

ます。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、中期経営計画策定のガイドラインとして「売上総利益率40％以上」「経常利益率10％以上」を目標とし

ております。これは、中長期の事業戦略に必要な研究開発を中心とした投資コストの確保、配当政策及び財務の健

全化を図るため、中期経営計画の損益ストラクチャから目標とした経営指標であります。 

 当社は、３か年の中期計画を採用し、ローリング方式により毎年見直しを行っておりますが、当社を取り巻く事

業環境が大きく変化していること、また、SX5000のリリース以降、SX3000、SX2000、そしてAV500と製品ラインナッ

プも拡充し、販売体制についても、国内における販売体制強化、アジア地域における有力な代理店との契約、さら

には米国の大手半導体メーカーや欧州の大手基板メーカーとの商談開始等、当社を取り巻く事業環境が大きく変化

をしており、事業計画の策定において再検討が必要となっております。 

 この状況に基づき、現時点では適確に予測することが困難であることから、不確実なままでの中期経営計画を開

示することは誤解を招く恐れがあるとの判断に至り、平成27年４月期及び平成28年４月期の計画に関しては、今期

中に情報を精査することとし、平成27年４月期決算発表時までに確定次第、開示することとさせていただきます。

その概要は（3）中長期的な会社の経営戦略に記載しております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、現在まで、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。この戦略は、メーカー各社が次々と新製品を開発していく先端的なエレ

クトロニクス製品の商品サイクルを先取りして、常に 新の検査システムを供給することで顧客であるメーカーの

も新しいニーズに対応し、この結果として顧客との強固な信頼関係を築くとともに、いわゆるオンリーワンに近

い形で高いシェアを維持する、という戦略に基づくものであり、今日まで一定の成果を出してきたと考えておりま

す。この市場は、高性能高機能品のニーズが高い日本を始めとした先進諸国の市場がある一方、急成長を続ける新

興工業国ではシンプルで低価格の製品へのニーズが大きく拡大しており、この市場でも徐々に製品の高性能化が進

んでくると予想されます。 

  当社は、今まで国内市場にフォーカスしハイエンドのニーズに対応する製品分野で事業を展開してまいりました

が、一昨年販売を開始した世界市場向け製品（基板ＡＯＩ）を軸に、平成24年からはハイエンドパッケージ基板Ａ

ＶＩも主軸として積極的に海外市場での事業展開を行なっております。これに加え、新興市場で急速にニーズが高

まっているローコストの外観検査装置である小型ＡＶＩについて、性能はもとより価格面においても高い競争力を

もつ戦略製品の開発が進んでおり、平成25年６月に開催されたJPCAショー（第43回国際電子回路産業展）で発表し

販売を開始しております。さらに以前から取組んでいるインライン検査モジュールについては、その高い性能が評

価されてきており、特にスマートフォン向けの精密なタッチパネルの検査やフラットパネルの精密な検査モジュー

ルとして受注実績が積み上がってきていることから、新たな収益源として積極的に拡大していく方針です。以上の

ように、当社が持つ独自の高性能検査技術をさらに進化させ、競争力のある製品ラインナップの拡充を図り、検査

装置における「デファクトスタンダード」の確立を目指すことで、安定した収益基盤を構築しながら、可能な限り

応用分野の製品開発も視野に入れ、新たな収益の柱を構築していく方針です。 

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

 当社は、経営の基本方針に基づき次の課題に取り組んでまいります。  

 ① 営業力及び販売力の強化  

 当社の主力製品である基板ＡＯＩや新しく取り組んでいるＡＶＩ及び高速インライン検査装置は、潜在ユーザ

ーの数も多く、海外への販売も強力に推進していくことになるため、当社が属する分野に強みを持つ商社との協

力関係の構築が不可欠であります。今後はこれら協力商社との連携を更に密にして、アジア地域を重点に積極的

に事業を展開してまいります。 

 また、ＴＡＢテープ、ＢＧＡ、リードフレーム検査装置等につきましては、既存顧客のサポートを一層強化す

ることで今まで以上の関係構築を図り、顧客からの様々なニーズに対応すべく、営業力及び販売力の強化に努め

てまいります。 

 ② 製品競争力の強化 

 当社はこれまで国内市場に特化して事業を展開してきたため、国内特有の極めて難易度の高いハイスペックの

ニーズに対応してきたことで、おのずと高性能で高額な製品がほとんどを占めてきました。しかし、基板ＡＯＩ

や基板ＡＶＩ事業について、世界市場を対象に展開し厳しい競争を勝ち抜いていくためには、性能面での高い競

争力のみならず、更なるコストダウンにチャレンジするとともに、海外販売については、現地で生産することも

視野に入れ、徹底したコスト対策を推し進めてまいります。 

 ③ 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生産工程で使用されており、故障等

のトラブルで正常な稼動が出来ない状態になれば、生産活動そのも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。 

 ④ 海外事業展開  

 当社は営業体制の強化策として、堅実な市場拡大が見込めるアジア地域に対応するため、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）を中心に、引き続

き営業活動と顧客サポートの強化を進めてまいります。また、現地での生産体制も引き続き検討してまいりま

す。 

 主力製品である基板ＡＯＩの他に、新たにＡＶＩ市場への可能性が拡がり、この分野における急成長が見込め

るアジア地域に対して、当社の国内・海外販売実績をもとに、顧客別に対応した技術開発・品質保証の確立を図

ってまいります。今後も、海外の事業展開については販売・生産両面において慎重に調査を進め、新たな営業地

域への開拓についても検討してまいります。  

  ⑤ 継続企業の前提に関する重要事象等の対応策 

  「１.経営成績・財政状態に関する分析 (5)継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、当社は継

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。 

ア. 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。 

イ. 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。  
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ウ. 資本政策 

 当社は、当事業年度において当社代表取締役社長を割当先とした第三者割当増資を実施いたしました。しかし

ながら、当事業年度末における債務超過並びに財務制限条項への抵触を解消するまでには至っていないため、引

き続き資本の増強を検討しております。 

エ. 資金繰り及び資金調達 

 資金繰りについては、取引金融機関との間で平成25年10月までの長期借入金元本返済に関する条件変更契約を

締結しております。また、一部の取引金融機関に対して短期融資に向けた交渉を実施しております。なお、財務

制限条項に抵触した長期借入金につきましては、期限の利益喪失の請求を猶予していただくことについて、取引

金融機関に申し入れをしております。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当事業年度 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 179,036 38,052

受取手形 102,597 2  4,404

売掛金 152,280 164,892

仕掛品 129,376 146,055

原材料及び貯蔵品 27,866 24,242

前渡金 － 107

前払費用 7,616 6,638

その他 8,466 1,218

流動資産合計 607,240 385,610

固定資産   

有形固定資産   

建物 550,882 456,280

減価償却累計額 △233,901 △249,048

建物（純額） ※1  316,981 ※1  207,232

構築物 50,357 50,357

減価償却累計額 △39,345 △41,026

構築物（純額） ※1  11,011 ※1  9,331

機械及び装置 49,094 38,918

減価償却累計額 △42,652 △37,764

機械及び装置（純額） 6,441 1,153

車両運搬具 1,700 1,700

減価償却累計額 △1,682 △1,699

車両運搬具（純額） 17 0

工具、器具及び備品 62,031 58,616

減価償却累計額 △59,788 △57,047

工具、器具及び備品（純額） 2,243 1,568

土地 ※1  20,350 ※1  20,350

建設仮勘定 33,319 －

有形固定資産合計 390,363 239,635

無形固定資産   

借地権 12,980 0

ソフトウエア 6,378 0

その他 337 0

無形固定資産合計 19,696 0

投資その他の資産   

長期前払費用 1,825 1,675

保険積立金 9,192 8,215

その他 3,893 4,936

投資その他の資産合計 14,912 14,826

固定資産合計 424,972 254,461

資産合計 1,032,213 640,072

インスペック株式会社（6656）平成25年４月期 決算短信（非連結）

11



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当事業年度 
(平成25年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※3  60,174 47,301

買掛金 41,510 27,719

短期借入金 50,000 8,965

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※4  115,413 ※1, ※4  74,814

未払金 9,089 18,425

未払費用 12,222 8,311

未払法人税等 5,435 5,538

前受金 － 65,977

預り金 6,393 3,792

製品保証引当金 6,306 13,822

流動負債合計 306,544 274,667

固定負債   

長期借入金 ※1, ※4  537,687 ※1, ※4  535,172

繰延税金負債 24,602 23,673

資産除去債務 1,717 296

固定負債合計 564,006 559,142

負債合計 870,551 833,810

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,274,424 1,291,923

資本剰余金   

資本準備金 605,524 623,023

資本剰余金合計 605,524 623,023

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 43,768 42,355

別途積立金 8,000 8,000

繰越利益剰余金 △1,770,055 △2,159,040

利益剰余金合計 △1,718,287 △2,108,685

株主資本合計 161,661 △193,737

純資産合計 161,661 △193,737

負債純資産合計 1,032,213 640,072
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 547,130 469,113

売上原価   

当期製品製造原価 338,469 353,587

売上総利益 208,661 115,525

販売費及び一般管理費   

役員報酬 20,548 14,154

給料及び手当 94,050 85,511

研究開発費 ※1  76,862 ※1  124,906

減価償却費 36,351 11,273

旅費及び交通費 33,602 27,575

支払手数料 38,462 42,827

その他 74,621 84,364

販売費及び一般管理費合計 374,499 390,613

営業損失（△） △165,838 △275,087

営業外収益   

受取利息 16 8

補助金収入 18,530 11,397

保険解約返戻金 20,214 －

その他 491 543

営業外収益合計 39,253 11,949

営業外費用   

支払利息 12,756 12,240

手形売却損 748 1,059

その他 183 2,358

営業外費用合計 13,687 15,658

経常損失（△） △140,272 △278,796

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 －

特別損失   

固定資産除却損 － 1,303

減損損失 － ※2  107,655

特別損失合計 － 108,958

税引前当期純損失（△） △140,192 △387,755

法人税、住民税及び事業税 3,897 3,571

法人税等調整額 △4,061 △928

法人税等合計 △164 2,642

当期純損失（△） △140,027 △390,398
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,274,424 1,274,424

当期変動額   

新株の発行 － 17,499

当期変動額合計 － 17,499

当期末残高 1,274,424 1,291,923

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 605,524 605,524

当期変動額   

新株の発行 － 17,499

当期変動額合計 － 17,499

当期末残高 605,524 623,023

資本剰余金合計   

当期首残高 605,524 605,524

当期変動額   

新株の発行 － 17,499

当期変動額合計 － 17,499

当期末残高 605,524 623,023

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 41,745 43,768

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,227 △1,413

固定資産圧縮積立金の積立 3,250 －

当期変動額合計 2,023 △1,413

当期末残高 43,768 42,355

別途積立金   

当期首残高 8,000 8,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,000 8,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 △1,628,005 △1,770,055

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 1,227 1,413

固定資産圧縮積立金の積立 △3,250 －

当期純損失（△） △140,027 △390,398

当期変動額合計 △142,050 △388,984

当期末残高 △1,770,055 △2,159,040

利益剰余金合計   

当期首残高 △1,578,259 △1,718,287

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期純損失（△） △140,027 △390,398

当期変動額合計 △140,027 △390,398

当期末残高 △1,718,287 △2,108,685
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

株主資本合計   

当期首残高 301,689 161,661

当期変動額   

新株の発行 － 34,998

当期純損失（△） △140,027 △390,398

当期変動額合計 △140,027 △355,399

当期末残高 161,661 △193,737

純資産合計   

当期首残高 301,689 161,661

当期変動額   

新株の発行 － 34,998

当期純損失（△） △140,027 △390,398

当期変動額合計 △140,027 △355,399

当期末残高 161,661 △193,737
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △140,192 △387,755

減価償却費 58,217 29,551

減損損失 － 107,655

支払利息 12,756 12,240

受取利息及び受取配当金 △16 △8

補助金収入 △18,530 △11,397

保険解約返戻金 △1,419 －

売上債権の増減額（△は増加） △12,050 85,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,594 △13,053

製品保証引当金の増減額（△は減少） 422 7,515

事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） △80 －

仕入債務の増減額（△は減少） 13,916 △26,664

未払金の増減額（△は減少） 4,867 7,606

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,171 －

前受金の増減額（△は減少） － 65,977

その他 △6,847 40,227

小計 △182,724 △82,522

利息及び配当金の受取額 16 8

利息の支払額 △12,050 △11,601

補助金の受取額 18,530 11,397

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 △180,125 △86,615

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 △35,150 △1,463

無形固定資産の取得による支出 △1,394 △2,083

保険積立金の解約による収入 4,018 －

資産除去債務の履行による支出 △783 －

その他 △1,236 △602

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,546 △4,149

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） △42,000 △41,035

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 △66,840 △43,114

株式の発行による収入 － 33,929

財務活動によるキャッシュ・フロー 140,160 △50,219

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,510 △140,983

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期末残高 ※  179,036 ※  38,052
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(5）財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当事業年度 
（自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日） 

    当社は、前事業年度に引き続き当事業年度においても営業損失 千円、経常損失 千円及び当期

純損失 千円を計上した結果、当事業年度末で193,737千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しておりま

す。また、当社の有利子負債は618,951千円と総資産の96.7%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、取引金融機関との間で平成25年10月までの長期借入金元本の返済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。  

 ③ 資本政策 

  当社は、当事業年度において当社代表取締役社長を割当先とした第三者割当増資を実施いたしました。しか

しながら、当事業年度末における債務超過並びに財務制限条項への抵触を解消するまでには至っていないた

め、引き続き資本の増強を検討しております。 

 ④ 資金繰り及び資金調達 

  資金繰りについては、取引金融機関との間で平成25年10月までの長期借入金元本の返済に関する条件変更契

約を締結しております。また、一部の取引金融機関に対して短期融資に向けた交渉を実施しております。な

お、財務制限条項に抵触した長期借入金につきましては、期限の利益喪失の請求を猶予していただくことにつ

いて、取引金融機関に申し入れをしております。 

  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、また、資本政策については検討の段階であること、さらに、資金繰り及び資金調達に

ついては取引金融機関との協議を継続していく必要があることから、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、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

の影響を財務諸表には反映しておりません。 

   

275,087 278,796

390,398
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１．たな卸資産の評価基準及び評価方法  

  仕掛品 

   個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しており

ます。  

  原材料 

    移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用して

おります。  

  貯蔵品 

   終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

２．固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

      定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。 

    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

      建物        ７～38年 

      構築物         15年 

      機械及び装置     ３～12年 

      車両運搬具       ２年 

      工具、器具及び備品 ３～10年 

      取得価額が 万円以上 万円未満の減価償却資産につきましては、３年間で均等償却する方法を採用して

おります。  

  (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

     自社利用ソフトウエアは、見込利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。 

  (3) 長期前払費用 

      定額法を採用しております。 

３．繰延資産の処理方法  

   株式交付費 

  支出時に全額費用として処理しております。 

４．引当金の計上基準 

   製品保証引当金 

   製品の保証期間に発生する無償保守費に備えるため、過去の実績に基づいて計上しております。 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

    手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

（重要な会計方針）

10 20
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（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、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、この変更による当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。

  

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  

 ２ 受取手形割引高 

  

※３ 事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

   なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度末残高に含まれ

ております。  

  

※４ 財務制限条項 

   前事業年度（平成24年４月30日） 

   長期借入金467,260千円（１年内返済予定分を含む）には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触す

ることとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。 

   (1) 各事業年度末日における純資産額が132,000千円以下になったとき 

   (2) 書面による事前承諾なしに、第三者に対して貸付、出資、保証を行なったとき 

  

   当事業年度（平成25年４月30日） 

   長期借入金430,316千円（１年内返済予定分を含む）には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し

ておりますが、期限の利益喪失の請求を猶予していただくことについて、取引金融機関に申し入れをしておりま

す。 

   (1) 各事業年度末日における純資産額が132,000千円以下になったとき 

   (2) 書面による事前承諾なしに、第三者に対して貸付、出資、保証を行なったとき 

  

（会計方針の変更）

（貸借対照表関係）

  
前事業年度 

（平成24年４月30日） 
当事業年度 

（平成25年４月30日） 

建物 千円 314,445 千円 207,232

構築物 千円 11,011 千円 9,331

土地 千円 20,350 千円 20,350

計 千円 345,807 千円 236,913

  
前事業年度 

（平成24年４月30日） 
当事業年度 

（平成25年４月30日） 

１年内返済予定の長期借入金  千円 61,040 千円 41,496

長期借入金  千円 281,220 千円 281,220

計  千円 342,260 千円 322,716

  
前事業年度 

（平成24年４月30日） 
当事業年度 

（平成25年４月30日） 

受取手形割引高 千円 － 千円 27,195

  
前事業年度 

（平成24年４月30日） 
当事業年度 

（平成25年４月30日） 

支払手形  千円 2,825 千円 －
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 ※１ 研究開発費の総額  

   

 ※２ 減損損失 

 前事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日）   

  該当事項はありません。 

  

 当事業年度（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日）   

  当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

  

 当社は、全社及び遊休資産を基準として減損損失を把握するグルーピングの単位としております。 

 事業活動から生じる損益及びキャッシュ・フローが継続的にマイナスである全社事業資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 減損損失の内訳は、建物90,944千円、借地権12,980千円、ソフトウエア3,392千円及び電話加入権（無形固定資

産「その他」）337千円であります。 

 回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額により評価しております。

  

  

前事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

   

当事業年度（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

    （注）普通株式の発行済株式数の増加1,282株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成23年５月１日 
至 平成24年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成24年５月１日 
至 平成25年４月30日） 

  千円 76,862   千円 124,906

場 所 用 途  種 類 

全社（主として秋田県仙北市）  事業用資産 
 建物、借地権、ソフトウエア及び電話加入権（無形固定

 資産「その他」） 

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式  10,663  －  －  10,663

合計  10,663  －  －  10,663

  
当事業年度期首
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式  10,663  1,282  －  11,945

合計  10,663  1,282  －  11,945
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※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

   
前事業年度 

（自  平成23年５月１日 
至  平成24年４月30日） 

当事業年度 
（自  平成24年５月１日 
至  平成25年４月30日） 

  現金及び預金勘定 千円 179,036 千円 38,052

  現金及び現金同等物 千円 179,036 千円 38,052

（持分法損益等）
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  当社は、半導体検査装置の開発、製造、販売及び保守サービスを事業内容とする単一セグメントであるため、

記載を省略しております。   

   

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 
  
   ２.１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。  

  

  

 当社は、平成25年６月14日開催の取締役会において、平成24年７月27日開催の当社定時株主総会の委任を受

け、ストックオプションとして発行する第５回新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者

の募集をすること等につき決議しました。概要は以下のとおりです。  

1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 

 当社の取締役及び従業員の当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を高め、並びに当社

監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的とし

て、当社の取締役、監査役、従業員に対し、金銭の払込を要することなく無償で新株予約権を発行するものであり

ます。 

2. 第５回新株予約権の発行要領 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

  
  
  

前事業年度 
（自  平成23年５月１日 
至  平成24年４月30日） 

当事業年度 
（自  平成24年５月１日 
至  平成25年４月30日） 

 １株当たり純資産額 円 15,160.98 円 △16,219.17

 １株当たり当期純損失金額（△） 円 △13,132.11 円 △36,091.16

  
前事業年度 

（自 平成23年５月１日 
至 平成24年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成24年５月１日 
至 平成25年４月30日） 

 １株当たり当期純損失金額（△）     

 当期純損失金額（△）（千円）   △140,027  △390,398

 普通株主に帰属しない金額（千円） －  －

 普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円）  △140,027  △390,398

 期中平均株式数（株）  10,663  10,817

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

－ － 

（重要な後発事象）

 1. 新株予約権の発行日  平成25年７月１日 

 2. 新株予約権の発行数  1,000個とする。  

 3. 新株予約権の発行価額   金銭の払込みは要しないものとする。 
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 4. 新株予約権の目的である 

株式の種類及び数 

  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の

目的である株式の数（以下、「付与株数」という。）は１株とする。なお、

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）以降、当社が当社

普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる

株式の数を調整するものとする。 

  ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未

満の株式については、これを切り捨てるものとする。 

     調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が

新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の適切な

調整を行う。 

 5. 新株予約権の行使に際し 

て出資される財産の価額 

  

  行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成立しな

い日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の

平均値に1.05 を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

  ただし、その価額が新株予約権発行の日における東京証券取引所の当社普

通株式の普通取引の終値（これが存在しない場合には同日に先立つ 直近日

の終値。）を下回る場合は、当該終値とする。 

  なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次

の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。   

  また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（新株

予約権の行使により新株を発行する場合を除く。）を行う場合、または、当

社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社

が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には

「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当た

り処分金額」と読み替えるものとする。 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
 1

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 新株式発行前の１株当たり時価 

        既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 6. 新株予約権の行使期間  

  

  平成27年７月２日から平成35年７月１日 

  

 7. 新株予約権の行使により 

新株発行を行う場合にお

いて増加する資本金及び

資本準備金の額 

  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上

げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。  

 8. 新株予約権の割当対象者 

  

  当社取締役 ４名  当社監査役 ３名  当社従業員 40名  
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 受注及び販売の状況 

 当社は、半導体検査装置の開発、製造、販売及び保守サービスを事業内容とする単一セグメントでありますので、

受注状況、販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

① 受注状況 

 当事業年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）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 

 当事業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）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

品目別 
受注高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

基板ＡＯＩ関係  280,250  215.6  62,750  －

インライン検査装置関係  66,480  77.3  53,400  －

半導体パッケージ外観検査装置関係  177,317  190.0  108,000  283.1

 テープ検査装置関係  －  －  －  －

 ＢＧＡ／リードフレーム検査装置関係  177,317  256.2  108,000  292.7

その他  112,810  103.8  16,845  48.0

合計  636,857  152.3  240,995  329.0

品目別 

当事業年度 
（自 平成24年５月１日 
至 平成25年４月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

基板ＡＯＩ関係  217,500  88.9

インライン検査装置関係  13,080  15.2

半導体パッケージ外観検査装置関係  107,467  77.3

 テープ検査装置関係  1,250  5.5

 ＢＧＡ／リードフレーム検査装置関係  106,217  91.5

その他   131,066  168.8

合計  469,113  85.7
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