
平成 19 年 ６ 月期   第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

               平成 19 年５月 15 日   

上場会社名 株式会社インネクスト                    （コード番号：6660 札証 アンビシャス） 

（ＵＲＬ  http://www. pc-so.com ） 
代表者役職・氏名 代表取締役社長  氏名 那須 郁雄 

問合せ先 責任者役職・氏名  取締役財務部長  氏名 鈴江 貞雄  （TEL：03-5741-1845） 
 
１． 四半期財務情報の作成等に係る事項 
 ① 四半期財務諸表の作成基準               ： 中間財務諸表作成基準 
 ② 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無     ： 無 
 ③ 近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 
 ④ 公認会計士又は監査法人による関与の有無        ： 有 
     当社は、平成 19 年６月期第３四半期会計期間の四半期財務諸表について、監査法人の監査を受けておりま

せん。ただし、この四半期財務諸表については、証券会員制法人札幌証券取引所の定める「上場有価証券の
発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」２．の３（３）の規定に基づき、同取扱いの別添に
定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続を優成監査
法人より受け、「四半期財務諸表に対する報告書」を入手しております。 

 
２． 平成 19 年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年７月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1)経営成績の進捗状況                  （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
19 年６月第３四半期 

18 年６月第３四半期 
411  104.0 
395  359.3 

△32     ―
 28   ―

△51     ― 
22   ― 

△28     ―
22  214.3

（参考）18 年６月期 601      59       51        52       
 
 

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

       円    銭       円    銭
19 年６月第３四半期 

18 年６月第３四半期 
△877  69   
714  32   

  ―       ― 
―       ―  

（参考）18 年６月期   1,675    06    ―       ―  
（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しておりますが、19 年６月期第 3 四半期の営

業利益、経常利益、当期純利益については、19 年６月期第３四半期の数値がマイナスであるため、記載しておりません。   

２．期中平均株式数 平成 19 年第３四半期  32,079 株   平成 18 年第３四半期   30,998 株 18 年６月期  31,058 株  

３．平成 18 年６月期末時点において当社株式は非上場であり、期末平均株価の算定が困難であるため、「潜在株式調整後１株

あたり四半期（当期）純利益は計算しておりません。 

 

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】 
  当第３四半期におけるわが国経済は、米国景気減速の影響、ＩＴデバイス分野の高水準の在庫率を背景に足取りは
重く、加えて固定費の増加による企業の増益ペースの鈍化により景気の緩やかな減速局面が持続しております。しか
しながら、サービス分野が主導する形での個人消費の回復力復元が続いており景気は当面減速も底固さは堅持してお
ります。 

  このような事業環境の中、液晶機器事業においては、年度末に向けての受注が新年度（当社の第４四半期）へ先送 
りされたことにより、売上高は前年同期に比べて減少し、189 百万円（前年同期比 18.6％減）となりました。 
医療機器事業においては、オリンパス向け医療用フット・スイッチ等の受注増により、売上高は 76 百万円（前年 

同期比 13.6％増）となりました。 
計測機器事業においては、特に３月における売上高が昨年に比べ増加した結果、35 百万円（前年同期比 12.6％増） 

となりました。 
産業機器事業においては、新規顧客の獲得が堅調であり、売上高 109 百万円（前年同期比 73.2％増 平成 17 年 10 

月より事業開始）となりました。 
 売上原価においては、海外からの仕入に関して為替レートの上昇による影響もあり原価率は上昇しております。 
また、販売費及び一般管理費における、社名変更に伴う費用 2百万円、株式公開に伴う費用 4 百万円の特別支出、 

営業外費用における株式公開に伴う費用 13 百万円、新株発行費 1百万円の影響により利益ベースでは営業損失・経 
常損失・四半期純損失を計上しております。 
 この結果、当第３四半期における売上高は 411 百万円（前年同期比 4％増）、営業損失 32 百万円（前年同期 営 
業利益 28 百万円）、経常損失 51 百万円（前年同期 経常利益 22 百万円）、四半期純損失 28 百万円（前年同期 四 
半期純利益 22 百万円）となりました。 
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(2)財政状態（非連結）の変動状況           （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 
 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
19 年６月第３四半期 

18 年６月第３四半期 
637 
348 

290
126

45.0 
36.3 

7,927  68
4,043  63

（参考）18 年６月期 318 158 49.1 5,000    15

 
(3）キャッシュ･フローの状況            （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 

 
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
19 年６月第３四半期 

18 年６月第３四半期 
△19 
△35 

△7 
― 

353 
56 

398
86

（参考）18 年６月期 △21  0 26    71
 
【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】 

・当第３四半期の資産、負債、資本の状況 
   当第３四半期における財政状態は、総資産が前事業年度末に比べ 319 百万円増の 637 百万円となりました。 
   流動資産の残高は、626 百万円（前事業年度末は、316 百万円）となり、309 百万円増加しました。これは現金 

及び預金の増加 327 百万円、売上債権の減少 56 百万円、たな卸資産の増加 18 百万円が主な要因であります。 
固定資産の残高は、11 百万円（前事業年度末は、2百万円）となり、9百万円増加しました。これは投資その他 

の資産の増加 9百万円によるものであります。 
流動負債の残高は、344 百万円（前事業年度末は、156 百万円）となり、187 百万円増加しました。これは買掛 

金の減少 27 百万円、短期借入金の増加 210 百万円、未払金の増加 6百万円が主な要因であります。 
固定負債の残高は 3百万円（前事業年度末は、2百万円）となり、1百万円増加しました。これは退職給与引当 

金の増加 1百万円によるものであります。 
純資産の残高は、290 百万円（前事業年度末は、158 百万円）となり、131 百万円増加しました。これは新株の 

発行による資本金の増加 79 百万円及び資本準備金の増加 79 百万円、利益剰余金の減少 28 百万円によるものであ 
ります。 

 
・当第３四半期のキャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等の要因により営業活 
動による支出 19 百万円、投資活動による支出７百万円、財務活動による収入 353 百万円となり、前事業年度と比 
べ 327 百万円増加し、当四半期末には、398 百万円（前年同期 86 百万円）となりました。また、当四半期にお 
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・フローは、△19 百万円（前年同期は△35 百万円）となりました。これは主に、税 

引前四半期純損失 49 百万円に対し、売上債権の減少額 56 百万円、たな卸資産の増加額 18 百万円、仕入債務の減 
少額 27 百万円等によるものであります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、7 百万円の減少（前年同期は ―百万円）となりました。これは主に、 

敷金の差し入れによる支出 6百万円によるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、353 百万円の増加（前年同期は 56 百万円）となりました。これは主に、 

短期借入金増加 210 百万円、株式の発行による収入 157 百万円によるものであります。 
 
 

○ 添付資料 
  四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期株主資本等変動計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書など 
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(参考) 
平成 19 年６月期の業績予想（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 685  56 32 

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   908 円 03 銭 
 
【業績予想に関する定性的情報等】 
  平成 19 年６月期の通期の業績予想につきましては、平成 19 年２月 14 日に発表いたしました公表数値からの変更 
はありません。 
 なお、第４四半期においては各企業の設備投資計画が実施されるための受注が見込まれるため、通期においては上 
記業績予想は達成できるものと考えております。 

 
※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しております。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。 

 
配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 

18 年 6 月期 ― ― ― ― ― 0 

19 年 6 月期（実績） ― ― ― ― ―  

19 年 6 月期（予想） ― ― ― ― ― 0 
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１．四半期貸借対照表 

 

 
前年同四半期末 

(平成18年３月31日) 
当四半期末 

(平成19年３月31日) 
 

増減 
(参考) 

(平成18年６月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額 
(千円)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  86,746 398,360 311,613  71,116

２ 受取手形  23,556 47,446 23,889  33,286

３ 売掛金  138,931 77,439 △61,491  147,723

４ たな卸資産  90,608 76,869 △13,739  58,826

５ その他  7,983 25,886 17,902  6,856

６ 貸倒引当金  △1,290 － 1,290  △1,438

流動資産合計  346,535 99.5 626,001 98.1 279,465  316,371 99.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

 （1）機械及び装置  15 15 －  15

 （2）工具、器具及び 
備品 

 745 1,021 276  587

 有形固定資産合計  760 0.2 1,037 0.2 276  602 0.2

２ 無形固定資産    

 （1）ソフトウェア  879 595 △284  808

 （2）その他  24 24 －  24

無形固定資産合計  903 0.3 619 0.1 △284  832 0.3

３ 投資その他の資産    

 （1）保証金  － 6,400 6,400  －

 （2）繰延税金資産  － 1,403 1,403  649

（3）その他  － 2,395 2,395  －

投資その他の資産合計  － － 10,198 1.6 10,198  649 0.2

固定資産合計  1,664 0.5 11,854 1.9 10,189  2,085 0.7

資産合計  348,200 100.0 637,855 100.0 289,655  318,456 100.0
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前年同四半期末 

(平成18年３月31日) 
当四半期末 

(平成19年３月31日) 
 

増減 
(参考) 

(平成18年６月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千
円) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  98,265 38,453 △59,811  66,268

２ 短期借入金  100,000 280,000 180,000  70,000

３ 未払金  16,822 23,629 8,468  16,937

４ その他  4,196 2,320 1,876  3,701

流動負債合計  219,283 63.0 344,403 54.0 125,119  156,907 49.3

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給与引当金  2,593 3,448 854  2,639

固定負債合計  2,593 0.7 3,448 0.5 854  2,639 0.8

負債合計  221,877 63.7 347,851 54.5 125,974  159,546 50.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  44,200 12.7 － －  －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  86,902 － －  －

資本剰余金合計  86,902 25.0 － －  －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 四半期未処理損失  4,779 － －  －

利益剰余金合計  △4,779 △1.4 － －  －

資本合計  126,323 36.3 － －  －

負債及び資本合計  348,200 100.0 － －  －
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前年同四半期末 
(平成18年３月31日) 

当四半期末 
(平成19年３月31日) 

 
増減

(参考) 
(平成18年６月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千
円) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  － 123,825 19.4 －  44,200 13.9

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 166,527 －  86,902

資本剰余金合計  － 166,527 26.1  86,902 27.3

３ 利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  － △3,053 －  25,102

利益剰余金合計  － △3,053 △0.5 －  25,102 7.9

株主資本合計  － 287,298 45.0 －  156,204 49.1

Ⅱ 新株予約権  － 2,705 0.5 －  2,705 0.8

純資産合計  － 290,003 45.5 －  158,909 49.9

負債純資産合計  － 637,855 100.0 －  318,456 100.0
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２．四半期損益計算書 
 

 
前年同四半期 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

 
増減
 

（参考） 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

（千円） 金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  395,184 100.0 411,032 100.0 15,847  601,974 100.0

Ⅱ 売上原価  250,366 63.4 294,043 71.5 43,677  379,511 63.0

売上総利益  144,818 36.6 116,988 28.5 △27,830  222,462 37.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  115,867 29.3 149,679 36.5 33,811  163,171 27.1

営業利益又は営業 
損失（△） 

 28,950 7.3 △32,690 △8.0 △61,641  59,290 9.9

Ⅳ 営業外収益  2,041 0.5 1,990 0.5 544  2,760 0.4

Ⅴ 営業外費用  8,765 2.2 20,304 4.9 18,858  10,904 1.8

経常利益又は経常 
損失（△） 

 22,227 5.6 △51,004 △12.4 △73,232  51,146 8.5

Ⅵ 特別利益  132 0.1 1,438 0.3 1,305  －

税引前四半期(当期) 
純利益又は税引前 
四半期純損失（△） 

 22,360 5.7 △49,566 △12.1 △71,926  51,146 8.5

法人税、住民税 
及び事業税 

217  237 290 

法人税等調整額 － 217 0.1 △21,647 △21,410 △5.3 211,193 △1,167 △877 △0.1

四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失
（△） 

 22,142 5.6 △28,155 △6.8 △50,297  52,023 8.6

前期繰越損失  26,921  

四半期(当期)未処理 
損失 

 △4,779  
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３．四半期株主資本等変動計算書 
当四半期(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金

株主資本合計
新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日残高(千円) 44,200 86,902 25,102 156,204 2,705 158,909

当四半期中の変動額   

 新株の発行 79,625 79,625 159,250  159,250

 四半期純損失  △28,155 △28,155  △28,155

 株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

  

当四半期中の変動額合計 
(千円) 

79,625 79,625 △28,155 131,094  131,094

平成19年３月31日残高(千円) 123,825 166,527 △3,053 287,298 2,705 290,003
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４．四半期キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前年同四半期 

(自 平成17年７月１日
至 平成18年３月31日)

当四半期 
(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

 
増減 

 

(参考) 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

区分 金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 税引前四半期(当期)純利益 22,360 △49,566  51,146

２ 減価償却費 356 322  475

３ ソフトウェア償却額 213 213  284

４ 貸倒引当金の増減額 
（△は減少） 

834 △1,438  982

５ 退職給与引当金の増加額 1,331 808  1,377

６ 受取利息 △0 98  △0

７ 支払利息 1,886 4,093  2,672

８ 新株発行費 999 ―  999

９ 株式交付費 ― 1,301  ―

10 株式公開費用 5,670 13,972  5,670

11 売上債権の増減額 
（△は増加） 

△80,379 56,124  △98,902

12 たな卸資産の増加額 △56,534 △18,042  △24,752

13 仕入債務の増減額 
（△は減少） 

80,378 △27,814  48,381

14 未払金の増減額（△は減少） △3,608 6,692  △3,493

15 未収消費税等の増加額 ― △1,128  ―

16 未払消費税等の増減額 
（△は減少） 

△1,300 △2,757  1,309

17 その他 △5,236 2,172  △4,064

小計 △33,028 △14,949  △17,912

18 利息受取額 0 △98  0

19 利息の支払額 △1,887 △4,363  △2,672

20 法人税等の支払額 △435 △164  △435

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

△35,350 △19,576  △21,019

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 有形固定資産の取得による 
支出 

－ △756  －

２ 有形固定資産の売却による 
収入 

－ －  39

３ 敷金保証金の差入による 
支出 

－ △6,400  －

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

－ △7,156  39
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前年同四半期 

(自 平成17年７月１日
至 平成18年３月31日)

当四半期 
(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

 
増減 

 

(参考) 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

区分 金額(千円) 金額(千円) 
金額 
(千円) 

金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 短期借入金の純増加額 45,000 210,000  15,000

２ 株式の発行による収入 11,400 157,948  11,400

３ 株式公開にかかる支出 － △13,972  －

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

56,400 353,976  26,400

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 21,050 327,243  5,420

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

65,695 71,116  65,695

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

86,746 398,360  71,116
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
項目 

 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日)

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日)

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

１ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

（1）商品、製品、原材料 

総平均法による原価法

（2）仕掛品 

個別法による原価法 

 

（1）商品、製品、原材料

同左 

（2）仕掛品 

同左 

（1）商品、製品、原材料

同左 

（2）仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

（1）有形固定資産 

定率法 

（主な耐用年数） 

工 具 器 具 及 び 備 品

2～6年 

（2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法を

採用しております。 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

  

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

  

３ 繰延資産の処理方法 （1）新株発行費 

支払時に全額費用とし

て処理しております。 

（2） 

― 

（1）  

― 

 

（2）株式交付費 

 支払時に全額費用処理

しております。 

（1）新株発行費 

支払時に全額費用とし

て処理しております。 

（2） 

― 

４ 引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れに

よる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上

しております。 

（2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当社退職金規

程に基づく期末自己都合

退職金要支給額を計上し

ております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

同左 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

同左 

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、要求払預金及

び取得日から３ヵ月以内

に満期日の到来する流動

性の高い、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

スクしか負わない短期的

な投資であります。 

同左 同左 
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項目 
 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日)

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日)

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

６ リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

方法によっております。 

同左 同左 

７ 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 

 税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当四半期会計期間から、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14 年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成 15 年 10 月

31 日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり 

ません。 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から、「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成 14 年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企

業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

― 

 

 

― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当事業年度から、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年 12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第 8 号）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は 156,204 千円であり

ます。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

― 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い) 

 当四半期会計期間より、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号）を適

用しております。 

 これによる当四半期会計期間の財

務諸表への損益に与える影響はあり

ません。 

 

― 
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 四半期財務諸表に関する注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 
前年同四半期 

(平成18年３月31日) 
当四半期 

(平成19年３月31日) 
(参考) 

(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

7,249千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

6,766千円

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額     

6,622千円

※２ 消費税の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２ 消費税の取扱い 

同左 
― 

 

 

― 

 

※３ 四半期会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をし

ております。 

   なお、当四半期会計期間末日

満期手形が、四半期会計期末残

高にふくまれております。 

   受取手形 2,736千円

 

― 

 

 
(四半期損益計算書関係) 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取手数料  1,980千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

    仕入割引   1,604千円 

    受取手数料   220千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取手数料  2,640千円 

     

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息   1,886千円 

    株式公開費用 5,670千円 

    新株発行費償却 999千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息    4,093千円 

    株式公開費用 13,972千円 

    株式交付費   1,301千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息   2,672千円 

    株式公開費用 5,670千円 

    新株発行費償却 999千円 

※３ 特別利益の主要項目 

    貸倒引当金  

    戻入益     132千円 

※３ 特別利益の主要項目 

    貸倒引当金  

    戻入益    1,438千円 

― 

 ４ 当社の売上高は、 終ユーザ

ーの設備投資等の状況により、

事業年度の上半期に発生する売

上高に比し、下半期に発生する

売上高が著しく増加する傾向に

あります。 

同左 

― 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  356千円 

    無形固定資産  213千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  322千円 

    無形固定資産  213千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  475千円 

    無形固定資産  284千円 
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当四半期会計期間(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

１ 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末

普通株式(株) 31,240 5,000 ― 36,240
 
 

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

 
３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 
新株予約権の内訳 

目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当四半期 
会計期間末 

当四半期
会計期間末

残高 
（千円）

平成17年６月15日取締役会決議に
よる新株予約権 

普通株式 5,410 ― ― 5,410 2,705

合計 5,410 ― ― 5,410 2,705

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 
 

４ 配当に関する事項 
    配当は実施しておりません。 
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

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 

 

現金及び預金     86,746千円

現金及び現金同等物  86,746千円 

 

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 

 

現金及び預金     398,360千円

現金及び現金同等物 398,360千円 

 

 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 

 

現金及び預金     71,116千円

現金及び現金同等物  71,116千円

 
 

 
(リース取引関係) 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
 
 

(有価証券関係) 

前四半期会計期間末（平成18年３月31日現在） 

   保有している有価証券がないため、該当事項はありません。 

当四半期会計期間末（平成19年３月31日現在） 

   保有している有価証券がないため、該当事項はありません。 

前事業年度末（平成18年６月30日現在） 

   保有している有価証券がないため、該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

前四半期会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

   デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

   デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法投資損益等) 

前四半期会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

   関連会社がないため、該当事項はありません。 

当四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

   関連会社がないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 関連会社がないため、該当事項はありません。 
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(ストック・オプション等) 

当四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

   当四半期会計期間において付与しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

前事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前年同四半期 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 4,043円63銭

 

１株当たり純資産額 7,927円68銭

 

１株当たり純資産額 5,000円15銭

 

１株当たり四半期純利益 714円32銭

 

１株当たり四半期純損失 877円69銭

 

１株当たり当期純利益 1,675円06銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益については、新株予約権
の残高がありますが、当社株式は非
上場であり、期末平均株価が把握で
きないため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益については、新株予約権
の残高がありますが、四半期純損失
が計上されているため、記載してお
りません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、新株予約権の
残高がありますが、当社株式は非上
場であり、期末平均株価が把握でき
ないため記載しておりません。 

    

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前年同四半期 

(自 平成17年７月１日
至 平成18年３月31日)

当四半期 
(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

(参考) 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円） 
― 290,003 158,909

普通株式に係る純資産額（千円） ― 287,298 156,204

貸借対照表の純資産の部の合計額

と１株当たり純資産の算定に用い

られた普通株式に係る四半期会計

期間の純資産の額との差額の主な

内訳（千円） 

   新株予約権 
― 2,705 2,705

普通株式の発行済株式数（株） ― 36,240 31,240

普通株式の自己株式数（株） ― ― ― 

1株あたり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数（株） 
― 36,240 31,240

 

２ １株当たり四半期(当期)純利益 

 
前年同四半期 

(自 平成17年７月１日
至 平成18年３月31日)

当四半期 
(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

(参考) 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

損益計算書上の四半期（当期） 

純利益（千円） 

22,142 △28,155 52,023

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円） 

22,142 △28,155 52,023

普通株式に属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 30,998 32,079 31,058

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要 

新株予約権１種類（新株

予約権の数5,410個） 

新株予約権１種類（新株

予約権の数5,410個） 

新株予約権１種類（新株

予約権の数5,410個） 
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(重要な後発事象) 
 
前年同四半期 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

(参考) 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― ― 

（新株予約権の発行） 
 ①平成18年９月28日開催の第３回
定時株主総会において、当社取締役に
対してストックオプションとして新
株予約権を発行することを決議して
おります。 
 ②平成18年９月28日開催の第３回
定時株主総会において、当社従業員に
対してストックオプションとして募
集新株予約権を発行することを決議
しております。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減 
 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比（％）

液晶機器事業 130,190 110,407 △19,783 △15.2

医療機器事業 ― ― ― ― 
計測機器事業 ― ― ― ― 
産業機器事業 ― ― ― ― 
合計 130,190 110,407 △19,783 △15.2

 (注)１ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注実績 

前年同四半期 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減 
 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

液晶機器事業 242,215 9,087 185,835 1,302 △56,380 △7,785

医療機器事業 68,718 6,474 91,726 24,948 23,008 18,474

計測機器事業 32,247 721 35,400 123 3,153 △598

産業機器事業 72,059 9,081 113,206 8,173 41,147 △908

合計 415,239 25,363 426,167 34,547 10,928 9,183

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ 産業機器事業は、平成 17 年 10 月より事業を開始しております。 
 

 (3) 販売実績 
前年同四半期 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当四半期 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減 
 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比（％）

液晶機器事業 233,128 189,721 △43,406 △18.6

医療機器事業 67,551 76,715 9,164 13.6

計測機器事業 31,526 35,484 3,957 12.6

産業機器事業 62,978 109,110 46,131 73.2

合計 395,184 411,032 15,847 4.0

(注) 産業機器事業は、平成17年10月より事業を開始しております。 
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