
平成23年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年3月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ウインテスト株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6721 URL http://www.wintest.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 奈良 彰治
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 樋口 真康 TEL 045-317-7888
四半期報告書提出予定日 平成23年3月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年7月期第2四半期の業績（平成22年8月1日～平成23年1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 ％

23年7月期第2四半期 300 △28.9 △109 ― △109 ― △103 ―
22年7月期第2四半期 423 △46.5 15 △90.0 15 △89.9 9 △90.6

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

23年7月期第2四半期 △2,092.69 ―
22年7月期第2四半期 187.55 ―

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

23年7月期第2四半期 1,454 1,317 90.4 26,692.42
22年7月期 1,441 1,399 97.0 28,379.88

（参考） 自己資本   23年7月期第2四半期  1,315百万円 22年7月期  1,398百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年7月期 ― 0.00
23年7月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成23年7月期の業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 1,254 75.3 24 ― 24 ― 21 ― 432.66



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年7月期2Q 49,274株 22年7月期  49,274株
② 期末自己株式数 23年7月期2Q  ―株 22年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期2Q 49,274株 22年7月期2Q 49,274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すが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。従いまして、本業績予想のみに全面的に依拠して投資判断
を下すことは控えられるようお願いいたします。また、実際の業績は、さまざまな要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきくださ
い。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】３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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当第2四半期累計期間における当期におけるわが国経済は、急激に進んだ円高の影響等により経済回

復の兆しが鈍化するとともに、デフレ傾向や消費の伸び悩みが一層深刻となりました。 

当社が属する半導体及びフラットパネルディスプレイ市場においては、レンズ交換式タイプを中心と

したデジタルカメラ需要が続伸いたしました。しかしながら、その他の分野においては、先行き不透明

な状況が継続し、各社による設備投資の回復ベースは鈍化しております。 

このような状況下において、当社は開発製品を連続して市場に投入することで製品ラインナップの拡

充を図り、また、エンジニアと営業担当者が一体化した組織により顧客対応力を強化した結果、複数の

新規顧客からの受注を獲得するなど、順調に顧客層の拡大をしており、当第２四半期累計期間における

受注高は前年同期比で増加いたしました。 

しかしながら、従来の業績予想と比較しますと、当累計期間に予定しておりました一部案件の納入、

検収が当初予定より遅れたことや、設備投資の回復ベースが鈍化しているなどの理由により、当累計期

間の売上は予想を下回りました。 

また、原価低減、経費削減等にも努めてまいりましたが、売上高の減少に伴い、営業利益、経常利

益、四半期純利益につきましても予想を下回りました。 

この結果、当第２四半期累計期間における売上高は300百万円（前年同期比28.9%減）、営業損失109

百万円（前年同期は営業利益15百万円）、経常損失109百万円（前年同期は経常利益15百万円）、四半

期純損失103百万円（前年同期は四半期純利益9百万円）となりました。 

  

当第２四半期累計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ44,285千円増加し、1,301,806千

円（前事業年度末比3.5%増）となりました。この主な要因は、現金及び預金が51,897千円、仕掛品が

57,787千円それぞれ増加したことと、受取手形及び売掛金が87,884千円減少したことによるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べ31,425千円減少し、153,042千円（前事業年度末比17.0%減）となり

ました。この主な要因は、投資有価証券が36,032千円減少したことによるものです。 

  

流動負債は、前事業年度末に比べ14,065千円増加し、56,189千円（前事業年度末比33.4%増）となり

ました。この主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が6,160千円、買掛金が1,527千円それぞれ増加

したことによるものです。 

固定負債は、前事業年度末に比べ81,055千円増加し、81,055千円（前事業年度末は固定負債はありま

せん。）となりました。この主な要因は、長期借入金が73,840千円、資産除去債務が5,388千円及び繰

延税金負債が1,826千円それぞれ増加したことによるものです。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

 ①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

(負債)
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純資産は、前事業年度末に比べ82,262千円減少し、1,317,604千円（前事業年度末比5.9%減）となり

ました。この主な要因は、利益剰余金が103,115千円減少したことと、その他有価証券評価差額金が

19,967千円増加したことによるものです。 

  

当第２四半期累計期間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て

51,897千円増加し、当第２四半期累計期間末には554,317千円（前事業年度末比10.3%増）となりまし

た。 

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82,594千円（前年同期は214,786千円の使用）となりました。これは

主に売上債権の減少87,884千円及び前受金の増加14,784千円等による資金の増加はあったものの、税引

前四半期純損失100,788千円及びたな卸資産の増加59,677千円等による資金の減少があったことによる

ものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果増加した資金は54,214千円（前年同期は30,037千円の使用）となりました。これは主

に投資有価証券の売却による収入65,383千円によるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は80,000千円（前年同期は資金の増減はありません。）となりました。

これは長期借入れによる収入80,000千円によるものです。 

  

平成23年２月10日に発表いたしました「営業損失の計上と業績予想の修正に関するお知らせ」のとお

り、当第２四半期累計期間の業績につきましては、受注高は前年同期間比で増加したものの、売上高は

設備投資の回復ベース鈍化並びに当累計期間に予定しておりました一部案件の納入、検収が当初予定よ

り遅れたことなどの理由により、予想を下回りました。 

なお、平成23年度７月期通期の業績につきましては、当第２四半期累計期間において新製品の開発と

新規顧客の開拓に注力した結果、複数の新製品受注並びに新規顧客からの受注を獲得しており、当第２

四半期累計期間の受注額は前年同期に比べ増加しており、今後はこれらの受注済み製品の売上が計上出

来る見通しであるとともに、新製品を中心とした受注、売上が期待できることなどから、通期の業績の

見通しは当初の予定通りに推移していくものと予想いたします。 

(純資産)

 ②キャッシュ・フローの状況

(3) 業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日)を適用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失が452千円増加し、税引前四半期純損失

が855千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は5,349

千円であります。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動資産の増減額」及び「その他の流動負債の

増減額」については、重要性が乏しいことから当第２四半期累計期間より「その他」として表示し

ております。なお、当第２四半期累計期間の「その他の流動資産の増減額」は△434千円、「その他

の流動負債の増減額」は△9,583千円であります。 

  

当社は、当第２四半期累計期間におきまして、当社の検査装置について顧客からの受注は、堅調でほ

ぼ計画どおりでしたが、売上高は顧客の設備投資への慎重さと一部製品の検収のずれ込みから伸び悩み

300,751千円にとどまり、営業損失109,220千円を計上することになりました。 

 また、営業キャッシュ・フローは主に売上債権が87,884千円減少したものの、税引前四半期純損失

100,788千円を計上及びたな卸資産が59,677千円増加したこと等から82,594千円のマイナスとなりまし

た。 

当該状況により、当社には継続企業の前提に関する重要事象等が存在している状況にあります。 

 こうした状況を解消するため、当社は、平成20年３月21日に株式会社タカトリと799,961千円の第三

者割当増資を含む業務資本提携を行いキャッシュ・フローの安定化を図るとともに、顧客ニーズに対応

した新製品や製品機能拡張オプション開発による売上拡大及び新規顧客の開拓、並びに原価低減と固定

費削減による営業損益の改善を目指した諸施策を継続して推進しております。特に、新規顧客の開拓に

ついては、前事業年度に続き当第２四半期累計期間でも複数の新規顧客から受注を獲得しており、当第

２四半期累計期間の受注額も前年同期に比べ増加いたしました。 

以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

  ①棚卸資産の評価方法

  ②固定資産の減価償却費の算定方法

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 ①会計処理基準に関する事項の変更

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用)

  ②表示方法の変更

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 854,317 802,419

受取手形及び売掛金 168,178 256,063

商品及び製品 25,622 25,540

原材料及び貯蔵品 3,164 4,433

仕掛品 189,926 132,138

その他 60,597 36,924

流動資産合計 1,301,806 1,257,521

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,871 5,924

減価償却累計額 △1,209 △329

建物（純額） 9,661 5,594

車両運搬具 12,835 12,835

減価償却累計額 △12,018 △11,864

車両運搬具（純額） 816 971

工具、器具及び備品 169,672 161,078

減価償却累計額 △134,406 △122,158

工具、器具及び備品（純額） 35,265 38,920

建設仮勘定 1,843 －

有形固定資産合計 47,587 45,486

無形固定資産   

電話加入権 358 358

ソフトウエア 2,563 3,378

無形固定資産合計 2,921 3,737

投資その他の資産   

投資有価証券 55,498 91,530

敷金 14,667 14,667

長期前払費用 32,367 29,046

投資その他の資産合計 102,533 135,244

固定資産合計 153,042 184,468

資産合計 1,454,849 1,441,989

ウインテスト株式会社（6721）平成23年7月期第２四半期決算短信（非連結）

5



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,124 12,597

1年内返済予定の長期借入金 6,160 －

未払法人税等 3,257 3,360

賞与引当金 3,585 3,246

製品保証引当金 3,824 2,519

その他 25,237 20,400

流動負債合計 56,189 42,123

固定負債   

長期借入金 73,840 －

資産除去債務 5,388 －

その他 1,826 －

固定負債合計 81,055 －

負債合計 137,244 42,123

純資産の部   

株主資本   

資本金 997,101 997,101

資本剰余金 1,104,350 1,104,350

利益剰余金 △789,284 △686,169

株主資本合計 1,312,167 1,415,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,075 △16,892

評価・換算差額等合計 3,075 △16,892

新株予約権 2,362 1,476

純資産合計 1,317,604 1,399,866

負債純資産合計 1,454,849 1,441,989
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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21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 423,202 300,751

売上原価 192,449 162,004

売上総利益 230,752 138,746

販売費及び一般管理費 215,070 247,967

営業利益又は営業損失（△） 15,681 △109,220

営業外収益   

受取利息 509 203

その他 11 138

営業外収益合計 520 341

営業外費用   

為替差損 210 378

支払手数料 33 90

雑損失 － 17

営業外費用合計 243 485

経常利益又は経常損失（△） 15,959 △109,363

特別利益   

投資有価証券売却益 － 9,404

特別利益合計 － 9,404

特別損失   

固定資産除却損 39 426

本社移転損失引当金繰入額 6,150 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 402

特別損失合計 6,189 828

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 9,769 △100,788

法人税、住民税及び事業税 527 499

法人税等調整額 － 1,826

法人税等合計 527 2,326

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,241 △103,115
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  【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 200,138 123,219

売上原価 81,074 65,541

売上総利益 119,063 57,677

販売費及び一般管理費 108,588 122,031

営業利益又は営業損失（△） 10,475 △64,353

営業外収益   

受取利息 197 67

その他 4 5

営業外収益合計 201 73

営業外費用   

為替差損 33 117

支払手数料 30 45

営業外費用合計 63 162

経常利益又は経常損失（△） 10,613 △64,442

特別利益   

投資有価証券売却益 － 9,404

特別利益合計 － 9,404

特別損失   

固定資産除却損 － 426

本社移転損失引当金繰入額 6,150 －

特別損失合計 6,150 426

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 4,463 △55,465

法人税、住民税及び事業税 259 245

法人税等調整額 － △83

法人税等合計 259 162

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,204 △55,627
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 （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21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

9,769 △100,788

減価償却費 6,644 14,177

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 402

長期前払費用償却額 2,185 2,185

株式報酬費用 590 885

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,920 339

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,022 1,305

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） 6,150 －

受取利息及び受取配当金 △509 △203

為替差損益（△は益） △0 △277

固定資産除却損 39 426

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,404

前渡金の増減額（△は増加） 6,234 △30,301

前払費用の増減額（△は増加） 991 947

売上債権の増減額（△は増加） △246,806 87,884

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,397 △59,677

仕入債務の増減額（△は減少） △4,999 1,527

前受金の増減額（△は減少） － 14,784

未収消費税等の増減額（△は増加） － 3,986

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,220 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,578 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,490 －

その他 － △10,017

小計 △214,546 △81,817

利息及び配当金の受取額 264 126

利息の支払額 － △114

法人税等の支払額 △878 △928

法人税等の還付額 373 139

営業活動によるキャッシュ・フロー △214,786 △82,594

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 △100,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △23,856 △7,864

投資有価証券の売却による収入 － 65,383

敷金の差入による支出 △2,876 －

その他 △3,305 △3,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,037 54,214

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 80,000

財務活動によるキャッシュ・フロー － 80,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △244,824 51,897

現金及び現金同等物の期首残高 751,153 502,419

現金及び現金同等物の四半期末残高 506,328 554,317
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該当事項はありません。 

  

当社は、半導体検査装置の貸与、開発、設計、販売並びに技術サポート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。  

  

  (追加情報) 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4.  配当に関する事項
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