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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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5月期第1四半期 173 81.7 △32 ― △39 ― △21 ―

22年5月期第1四半期 95 △73.8 △166 ― △176 ― △175 ―

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5月期第1四半期 △357.54 ―

22年5月期第1四半期 △2,916.36 ―

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5月期第1四半期 1,202 320 26.4 5,203.16
22年5月期 1,333 324 24.1 5,349.38

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  317百万円 22年5月期  321百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年5月期 ―

23年5月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

450 127.6 18 ― 5 ― 5 ― 82.07

通期 1,200 138.4 36 ― 9 ― 9 ― 147.72



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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 
・上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により予想と異
なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は添付資料３ページ「１．(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ― ）、 除外 ―社 （社名 ― ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 64,681株 22年5月期  63,881株

② 期末自己株式数 23年5月期1Q  3,756株 22年5月期  3,756株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 60,420株 22年5月期1Q 60,085株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、急速な円高の進行や欧州諸国での金融問題など景気減速の

懸念材料はあったものの、概ね堅調に推移いたしました。当社グループの主要取引先である半導体メーカーにおい

ても、設備稼働率は回復しており、一部には設備投資を再開する動きが見られました。このような状況の中、当社

グループは、 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ、需要の取り込みを図る活動を継続いたしました。 

  当社グループの主力製品であるＣＣＤ及びＣ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置の実績につきましては、回

復基調で推移いたしました。前連結会計年度において提携先を確保し取り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連

製品につきましては、販売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は173百万円（前年同四半期の売上高95百万円に比し、81.7％

の増加）となりました。 

  売上原価のうち、たな卸資産評価損として19百万円（前年同四半期のたな卸資産評価損96百万円に対し、77百万

円の損失減少）を計上しております。販売費及び一般管理費は95百万円（前年同四半期の販売費及び一般管理費

118百万円に対し、23百万円の費用減少）となりました。 

  営業損失は32百万円（前年同四半期の営業損失166百万円に対し、134百万円の損失減少）、支払利息及び為替差

損等を加えた経常損失は39百万円（前年同四半期の経常損失176百万円に対し、137百万円の損失減少）となりまし

た。 

  なお、連結子会社である株式会社ＢＩＪにおいて、貸倒引当金を計上済であった民事再生債権について、再生債

権の額が確定し、再生計画に基づく弁済が行われることとなったため、11百万円を貸倒引当金戻入額として特別利

益に計上いたしました。 

  以上の結果、四半期純損失は21百万円（前年同四半期の四半期純損失175百万円に対し、153百万円の損失減少）

となりました。 

  

セグメント別の概況は、以下のとおりであります。 

（光源装置） 

 当社グループの主力製品であるＣＣＤ及びＣ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、半導体メ

ーカーの稼働率改善を受けメンテナンスサービスが堅調に推移する一方、生産設備の増強を伴う光源装置本体への

受注は、緩やかな回復傾向となっております。 

 当第１四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客に対する売上高は152百万円、営業利益は58百万円

となりました。 

（太陽光発電関連製品） 

 前連結会計年度において提携先を確保し取り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連製品につきましては、販売

チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めました。連結子会社である株式会社ＢＩＪを通して、「インリーソ

ーラー」（※１）製品を採用した住宅用太陽光発電システムの国内代理店への供給を推進いたしました。連結子会

社である西安朝陽光伏科技有限公司は、韓国の有力な半導体製造装置関連企業であるＷＯＯＩＬ社が設置するデモ

ラインに太陽電池用シミュレーターを販売いたしました。また、当社では、フィジー諸島共和国をはじめとする大

洋州諸島地域でのクリーンエネルギー事業への展開協力を推進いたしました。 

 当第１四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客に対する売上高は19百万円、営業損失は７百万円と

なりました。 

 ※１「インリーソーラー」は、インリーグリーンエナジーホールディングの販売する太陽光発電モジュールの商

   標名です。   

（その他） 

 当第１四半期連結累計期間における画像検査装置及びセキュリティ関連製品の外部顧客に対する売上高は１百万

円、利益は0.8百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ130百万円減少し、1,202百万円となりまし

た。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ137百万円減少し、656百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金

並びに仕掛品の減少等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ６百万円増加し、545百万円

となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ126百万円減少し、882百万円となりました。こ

れは、買掛金及び社債の減少等によるものであります。 

  当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、320百万円となりました。

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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これは新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金は増加したものの、四半期純損失の計上により利益剰余金が

減少したこと等によるものであります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、

267百万円となりました。 

  当第１四半期連結累計期間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)  

  当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは38百万円の収入（前年同四半期は96百

万円の支出）となりました。これは、税金等調整前四半期純損失21百万円、仕入債務の減少66百万円はあったもの

の、売上債権の減少83百万円、たな卸資産の減少53百万円があったこと等によるものです。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)  

  当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは0.1百万円の支出（前年同四半期は４

百万円の収入）となりました。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)   

  当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは15百万円の支出（前年同四半期は169

百万円の支出）となりました。これは、新規借入金80百万円、新株予約権の行使による株式発行収入17百万円があ

ったものの、長期借入金の返済及び社債の償還による支出112百万円があったこと等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、連結経営成績については概ね計画通り推移していることから、現時

点におきましては、平成22年７月14日に発表いたしました業績予想について第２四半期連結累計期間、通期ともに

変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 固定資産の減価償却費の算定方法  

  定率法を採用している固定資産については、連結会計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。  

（特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。これによる損益への影響額はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   当社グループは、前々連結会計年度において営業損失603百万円、前連結会計年度において営業損失362百万円、 

当第１四半期連結累計期間において営業損失32百万円を計上しており、継続的な損失の発生により、継続企業の前

提に関する重要事象等が存在しております。 

   この状況が継続すると、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるおそれがあります。  

   この状況を解消するため、当社グループは需要回復期においては高収益の獲得が可能な組織体制を構築してまい

りましたが、当連結会計年度においても 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ、需要の取り込みを図る活動

を継続してまいります。緩やかな回復傾向にある光源装置への需要を確実に取り込むとともに、提携先を確保し取

り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連製品については、販売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めて

まいります。資金面においては、財務基盤の強化と健全化のため、引き続き間接金融、直接金融の両面から 適な

調達の実現に努めてまいります。 

 従いまして、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 387,778 370,275

受取手形及び売掛金 96,696 180,355

商品及び製品 49,864 66,314

仕掛品 58,358 106,413

原材料及び貯蔵品 59,567 67,797

その他 56,056 50,492

貸倒引当金 △51,762 △47,293

流動資産合計 656,560 794,354

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 250,909 254,305

土地 127,579 127,579

その他（純額） 21,548 22,963

有形固定資産合計 400,037 404,848

無形固定資産   

その他 6,457 7,510

無形固定資産合計 6,457 7,510

投資その他の資産   

投資有価証券 218,898 219,130

その他 170,555 169,080

貸倒引当金 △250,209 △261,676

投資その他の資産合計 139,244 126,534

固定資産合計 545,738 538,893

資産合計 1,202,298 1,333,247

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,635 72,820

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 243,404 258,304

未払法人税等 50 3,480

賞与引当金 8,112 －

製品保証引当金 3,470 9,744

その他 40,558 65,748

流動負債合計 382,231 490,097

固定負債   

社債 50,000 90,000

長期借入金 436,606 414,442

退職給付引当金 6,887 6,707

その他 6,567 7,272

固定負債合計 500,060 518,421

負債合計 882,292 1,008,519
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 110,141 100,482

資本剰余金 1,677,292 1,667,634

利益剰余金 △1,015,290 △993,687

自己株式 △448,798 △448,798

株主資本合計 323,345 325,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,537 △1,431

為替換算調整勘定 △4,804 △2,568

評価・換算差額等合計 △6,342 △3,999

新株予約権 3,004 3,097

純資産合計 320,006 324,728

負債純資産合計 1,202,298 1,333,247
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 95,726 173,920

売上原価 143,611 110,836

売上総利益又は売上総損失（△） △47,884 63,083

販売費及び一般管理費 118,527 95,478

営業損失（△） △166,412 △32,395

営業外収益   

受取利息 206 543

受取配当金 0 0

貸与資産賃貸料 184 2,110

その他 565 4,018

営業外収益合計 955 6,673

営業外費用   

支払利息 5,949 4,248

為替差損 2,879 3,411

貸倒引当金繰入額 － 3,399

その他 2,525 2,718

営業外費用合計 11,354 13,778

経常損失（△） △176,811 △39,500

特別利益   

製品保証引当金戻入額 2,761 6,970

貸倒引当金戻入額 － 11,467

その他 18 －

特別利益合計 2,780 18,438

特別損失   

固定資産除却損 149 －

投資有価証券売却損 469 －

特別損失合計 619 －

税金等調整前四半期純損失（△） △174,650 △21,062

法人税、住民税及び事業税 578 539

法人税等合計 578 539

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △21,602

四半期純損失（△） △175,229 △21,602
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △174,650 △21,062

減価償却費 15,721 5,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △6,999

製品保証引当金の増減額（△は減少） 4,090 △6,273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 258 180

受取利息及び受取配当金 △206 △544

支払利息及び保証料 6,560 4,617

為替差損益（△は益） 3,082 3,569

有形固定資産除却損 149 －

たな卸資産評価損 96,469 19,393

売上債権の増減額（△は増加） △34,456 83,659

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,594 53,341

仕入債務の増減額（△は減少） 710 △66,185

その他 △6,451 △21,468

小計 △84,130 48,095

利息及び配当金の受取額 206 25

利息及び保証料の支払額 △9,926 △7,646

法人税等の支払額 △2,560 △1,927

営業活動によるキャッシュ・フロー △96,410 38,546

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 △612 －

有形固定資産の取得による支出 △578 △324

投資有価証券の取得による支出 △1,120 －

投資有価証券の売却等による収入 7,103 126

その他 △9 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,782 △198

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 50,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △179,331 △72,736

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 17,690

配当金の支払額 △350 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,681 △15,295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,082 △5,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △264,391 17,503

現金及び現金同等物の期首残高 871,004 250,187

現金及び現金同等物の四半期末残高 606,612 267,690
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 該当事項はありません。 

  

  

    【事業の種類別セグメント情報】  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

      電子部品検査装置事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の

     合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

    【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間 （自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日 ） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報

 の記載を省略しています。 

  

    【海外売上高】  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

      海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

    【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

        当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能 

       であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

       るものであります。 

         当社の事業は、撮像半導体（ＣＣＤ、Ｃ－ＭＯＳイメージャ）の製造工程における検査用光源装置等の開

       発・製造・販売を行う「光源装置」、ソーラーシミュレーター、セルテスター、太陽光発電モジュール等の

       開発・仕入・販売を行う「太陽光発電関連製品」及びテスターに付加されるＩＰモジュール等イメージプロ

       セッシング（ＩＰ）関連装置の開発・製造・販売を行う「画像検査装置」に区分されます。 

         また、連結子会社の事業は、「太陽光発電関連製品」とヘテロコア光ファイバーセンサーなどセキュリテ

       ィや環境モニタリングに関連する製品等の開発・製造・販売を行う「セキュリティ関連製品」とに区分され

       ます。 

         従って、当社グループは、経営組織の形態と製商品及びサービスの特性に基づいて「光源装置」及び「太

       陽光発電関連製品」を報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである「画像検査装置」及び「セキュリ

ティ関連製品」であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

                （単位：千円） 

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
光源装置

太陽光発電
関連製品 

計

売上高           

外部顧客への売上高 152,075 19,906 171,981 1,938 173,920

セグメント間の内部売上高又は振替
高 

－ 2,649 2,649 － 2,649

計 152,075 22,556 174,631 1,938 176,570 

セグメント利益又は損失（△） 58,723  △7,592 51,130 808 51,938
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    ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

      な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の本社管理部門に係る費用であります。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

       該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

 当社は、平成22年７月29日付けの第５回新株予約権の一部行使（40個）により、当第１四半期連結会計期間にお

いて資本金が 千円、資本準備金が 千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が

千円、資本剰余金が 千円となっております。 

  

  

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計 51,130

「その他」の区分の利益 808

セグメント間取引消去  △1,208

全社費用（注）  △63,731

たな卸資産の調整額  △19,393

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △32,395

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

9,658 9,658 110,141

1,677,292
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