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１．平成20年５月期第１四半期の連結業績（平成19年６月１日　～　平成19年８月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期第１四半期 299 △56.0 △86 － △107 － △82 －

19年５月期第１四半期 679 49.8 110 － 115 － 70 －

19年５月期 1,909 △8.7 13 △91.5 24 △82.5 △43 －

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

20年５月期第１四半期 △1,353 84 － －

19年５月期第１四半期 1,122 33 1,121 62

19年５月期 △705 59 － －

(2）連結財政状態  

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

20年５月期第１四半期 4,085 2,123 52.0 34,904 80

19年５月期第１四半期 4,682 2,621 56.0 41,726 66

19年５月期 4,219 2,238 53.1 36,789 60

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

20年５月期第１四半期 △186 △59 8 1,699

19年５月期第１四半期 137 △15 △149 2,121

19年５月期 313 △92 △434 1,941

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭

19年５月期 500 00 500 00

20年５月期 － －
500 00

20年５月期（予想） 500 00

３．平成20年５月期の連結業績予想（平成19年６月１日　～　平成20年５月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 983 △6.8 16 △66.5 4 △91.3 2 － 32 87

通　期 2,489 30.4 189 － 165 565.2 96 － 1,577 88
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 －社  除外 －社  

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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」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きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年６月１日　～　平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期第１四半期 294 △56.7 △56 － △74 － △49 －

19年５月期第１四半期 679 49.3 138 － 145 － 88 －

19年５月期 1,853 △11.3 9 △96.6 31 △88.4 15 △91.2

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年５月期第１四半期 △813 84

19年５月期第１四半期 1,407 18

19年５月期 245 46

(2）個別財政状態  

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

20年５月期第１四半期 4,103 2,292 55.9 37,675 18

19年５月期第１四半期 4,603 2,716 59.0 43,232 11

19年５月期 4,178 2,373 56.8 39,014 19

６．平成20年５月期の個別業績予想（平成19年６月１日　～　平成20年５月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 899 △14.8 11 △90.2 1 △99.1 1 △98.6 16 44

通　期 2,307 24.5 175 － 155 396.3 90 492.3 1,479 27

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確

実性が含まれております。その為、様々の要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性がある事を

御承知おきください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間における当社を取り巻く市場環境といたしましては、一部の国内撮像半導体メーカーが

設備投資を先送りする傾向がみられることや、韓国や台湾のメーカーやテストハウスが設備投資を抑制していること

などから厳しい状況が続きました。

このような状況のなか、当社は顧客のニーズを満たす製品の開発を積極的に行うとともに、新規の顧客開拓や、瞳

モジュールなどの既設装置向けの新たなオプションの販売などを行ってきました。しかし、上記の市場状況に影響を

受け、当第１四半期に予定していた納期の一部が延期となるケースも散見され、売上高は299百万円（対前年同期比

44％）と減収となりました。また、当第１四半期の受注高は193百万円（対前年同期比42.6％）、受注残高は410百万

円となりました。

利益面に関しましては、コストダウン活動を推進しておりますが、減収の影響や今後の新製品の開発投資などを主

な要因として、営業損失86百万円（前年同期は110百万円の利益）、経常損失107百万円（前年同期は115百万円の利

益）、四半期純損失は82百万円（前年同期は70百万円の利益）となりました。

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。

（電子部品検査装置事業）

電子部品検査装置事業につきましては、光源装置において韓国、台湾などでの設備投資抑制が大きく影響いたしま

した。また、光源装置に続く事業として位置づけておりますカメラモジュール検査システムや歩留まり向上用検査装

置については、新たな顧客向けの製品開発や営業活動を活発に行ってきましたが、収益への主な貢献は第２四半期以

降となることなどにより、当セグメントの当第１四半期における外部顧客に対する売上は294百万円（対前年同期比

43.3％）となりました。また、その受注高は184百万円（対前年同期比45.8％）、受注残高は276百万円となりました。

（セキュリティ関連事業）

セキュリティ関連事業を行っている子会社ＢＩＪは、積極的な営業活動を行い、当第１四半期末において133百万円

の受注残高（対前年同期比267.9％）を積み上げております。これらの納期は、当連結会計年度の第２四半期、第３四

半期を予定しているため、当セグメントの当第１四半期における外部顧客に対する売上高は5百万円（前年同期は0円）

となりましたが、計画通りに進んでおります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の資産の状況は、前連結会計年度末に比べ133百万円減少し4,085百万円となりました。流動資産は、

前連結会計年度末に比べ157百万円減少し3,106百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであ

ります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ24百万円増加し979百万円となりました。これは主に投資有価証券の取

得によるものであります。

当第１四半期末の負債の状況は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し1,961百万円となりました。流動負債は、

前連結会計年度末に比べ23百万円増加し680百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べ42百万円減少

し1,281百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産の状況は、前連結会計年度末に比べ114百万円減少し2,123百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期における現金及び現金同等物は242百万円減少し1,699百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは186百万円の支出（前年同期は137百万円の収入）となりました。この主な要

因は、税金等調整前第１四半期純損失112百万円の計上、仕入債務の減少が52百万円などであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは59百万円の支出（前年同期は15百万円の支出）となりました。この主な要因

は、投資有価証券の取得による支出が84百万円となったことであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは8百万円の収入（前年同期は149百万円の支出）となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

当連結会計年度の業績見通しといたしましては、第１四半期は予定を若干下回って推移しておりますが、製品開発、

営業活動を引き続き行ってまいる所存であります。

現時点におきましては、平成19年７月13日に発表いたしました業績予想に中間期、通期ともに変更はありません。

４．その他

期中における重要な子会社の異動はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

科目

前第１四半期
連結会計期間末

（平成18年８月31日現在）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成19年８月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年５月31日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  2,176,760  1,753,636  1,995,826  

２．受取手形及び売掛金  722,273  519,605  512,686  

３．有価証券  19,974  20,032  20,014  

４．たな卸資産  651,154  643,398  624,096  

５．その他  115,288  169,819  111,654  

６．貸倒引当金  △412  △45  △70  

流動資産合計  3,685,038 78.7 3,106,448 76.0 3,264,207 77.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1,2       

(1）建物及び構築物 396,833  351,324  386,232  

(2）その他 335,091  322,447  317,586  

有形固定資産合計  731,925  673,772  703,818  

２．無形固定資産  22,043  39,757  41,514  

３．投資その他の資産  243,455  265,486  209,578  

固定資産合計  997,423 21.3 979,016 24.0 954,911 22.6

資産合計  4,682,461 100.0 4,085,464 100.0 4,219,118 100.0

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  96,173  46,484  98,490  

２．短期借入金 ※２ 330,012  409,178  359,178  

３．一年以内償還予定社
債

 522,000  －  60,000  

４．賞与引当金  16,965  21,248  －  

５．製品保証引当金  7,154  18,473  15,755  

６．その他  208,812  184,759  123,654  

流動負債合計  1,181,118 25.2 680,144 16.6 657,078 15.6

Ⅱ　固定負債        

１．社債  －  590,000  540,000  

２．長期借入金 ※２ 874,969  685,791  778,294  

３．退職給付引当金  4,939  5,835  5,380  

４．その他  －  50  50  

固定負債合計  879,908 18.8 1,281,676 31.4 1,323,724 31.3

負債合計  2,061,026 44.0 1,961,821 48.0 1,980,802 46.9
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科目

前第１四半期
連結会計期間末

（平成18年８月31日現在）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成19年８月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年５月31日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,101,360 23.5 1,102,711 27.0 1,102,711 26.1

２．資本剰余金  1,032,360 22.1 1,033,711 25.3 1,033,711 24.5

３．利益剰余金  651,569 13.9 424,594 10.4 537,383 12.8

４．自己株式  △163,811 △3.5 △435,250 △10.7 △435,250 △10.3

株主資本合計  2,621,479 56.0 2,125,768 52.0 2,238,557 53.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 △43 △0.0 △2,125 △0.0 △241 △0.0

評価・換算差額等合計  △43 △0.0 △2,125 △0.0 △241 △0.0

純資産合計  2,621,435 56.0 2,123,642 52.0 2,238,315 53.1

負債純資産合計  4,682,461 100.0 4,085,464 100.0 4,219,118 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   679,843 100.0  299,372 100.0  1,909,144 100.0

Ⅱ　売上原価   345,319 50.8  129,915 43.4  954,214 50.0

売上総利益   334,523 49.2  169,456 56.6  954,929 50.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  224,000 32.9  255,942 85.5  941,665 49.3

営業利益又は営業損
失（△）

  110,522 16.3  △86,485 △28.9  13,264 0.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1,291   2,015   6,107   

２．受取配当金  0   0   0   

３．為替差益  13,055   －   25,353   

４．貸与資産賃貸料  3,423   3,908   14,665   

５．その他  759 18,530 2.7 821 6,747 2.3 30,844 76,972 4.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  5,845   6,992   25,631   

２．為替差損  －   9,912   －   

３．貸与資産諸費用  2,292   1,972   9,376   

４．原材料廃棄損  4,406   －   4,406   

５．その他  1,478 14,022 2.1 8,813 27,690 9.3 26,016 65,431 3.4

経常利益又は経常損
失（△）

  115,031 16.9  △107,428 △35.9  24,804 1.3

Ⅵ　特別利益           

１．製品保証引当金戻入
益

 1,098   548   5,005   

２．その他  － 1,098 0.2 25 574 0.2 3,155 8,160 0.4

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※２ －   5,509   －   

２．固定資産除却損 ※３ 451 451 0.1 207 5,717 1.9 451 451 0.0

税金等調整前第１四
半期（当期）純利益
又は税金等調整前第
１四半期純損失
（△）

  115,678 17.0  △112,572 △37.6  32,513 1.7

法人税、住民税及び
事業税

 50,549   1,126   8,420   

法人税等調整額  △5,379 45,169 6.6 △31,329 △30,203 △10.1 67,769 76,190 4.0

第１四半期純利益又
は
第１四半期（当期）
純損失（△）

  70,509 10.4  △82,369 △27.5  △43,676 △2.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月31日　残高（千円） 1,101,360 1,032,360 612,472 △163,811 2,582,381

第１四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △31,412  △31,412

第１四半期純利益   70,509  70,509

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － 39,097 － 39,097

平成18年８月31日　残高（千円） 1,101,360 1,032,360 651,569 △163,811 2,621,479

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年５月31日　残高（千円） △2,441 △2,441 2,579,940

第１四半期連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △31,412

第１四半期純利益   70,509

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

2,398 2,398 2,398

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

2,398 2,398 41,495

平成18年８月31日　残高（千円） △43 △43 2,621,435
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当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年５月31日　残高（千円） 1,102,711 1,033,711 537,383 △435,250 2,238,557

第１四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △30,420  △30,420

第１四半期純損失   △82,369  △82,369

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △112,789 － △112,789

平成19年８月31日　残高（千円） 1,102,711 1,033,711 424,594 △435,250 2,125,768

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年５月31日　残高（千円） △241 △241 2,238,315

第１四半期連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △30,420

第１四半期純損失   △82,369

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

△1,883 △1,883 △1,883

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△1,883 △1,883 △114,673

平成19年８月31日　残高（千円） △2,125 △2,125 2,123,642

㈱インターアクション（7725）平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況

－ 8 －



前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月31日　残高（千円） 1,101,360 1,032,360 612,472 △163,811 2,582,381

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 1,351 1,351   2,703

剰余金の配当   △31,412  △31,412

当期純損失   △43,676  △43,676

自己株式の増加    △271,439 △271,439

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,351 1,351 △75,088 △271,439 △343,824

平成19年５月31日　残高（千円） 1,102,711 1,033,711 537,383 △435,250 2,238,557

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年５月31日　残高（千円） △2,441 △2,441 2,579,940

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   2,703

剰余金の配当   △31,412

当期純損失   △43,676

自己株式の増加   △271,439

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

2,200 2,200 2,200

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,200 2,200 △341,624

平成19年５月31日　残高（千円） △241 △241 2,238,315
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度に係る連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

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．税金等調整前第１四半期（当
期）純利益又は税金等調整
前第１四半期純損失（△）

115,678 △112,572 32,513

２．減価償却費 22,383 22,550 96,392

３．貸倒引当金の増加額（△減
少額）

170 △25 △171

４．製品保証引当金の増加額（△
減少額）

△412 2,717 8,188

５．退職給付引当金の増加額 238 455 679

６．受取利息及び受取配当金 △1,291 △2,016 △6,107

７．支払利息及び保証料 6,547 7,334 28,306

８．株式交付費 415 － 1,019

９．社債発行費 － 1,559 11,449

10. 保険解約損 － 2,587 －

11．為替差損（△差益） △7,938 9,960 △16,969

12. 有形固定資産売却損 － 5,509 －

13．有形固定資産除却損 451 207 451

14．投資有価証券売却益 － － △2,983

15．売上債権の減少額（△増加
額）

295,546 △8,463 502,168

16．たな卸資産の増加額 △86,182 △33,857 △63,006

17．仕入債務の減少額 △43,928 △52,005 △31,187

18．その他資産・負債増減額 △18,071 △22,406 △24,072

小計 283,607 △178,464 536,670

19．利息及び配当金の受取額 938 1,702 6,318

20．利息及び保証料の支払額 △5,779 △9,552 △25,340

21．法人税等の支払額 △141,313 △576 △204,249

営業活動によるキャッシュ・
フロー

137,452 △186,890 313,398
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科目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度に係る連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

   

１．定期預金の預入による支出 △603 △634 △2,437

２．定期預金の払戻による収入 － － 3,600

３. 有価証券の取得による支出 － △18 －

４．有形固定資産の取得による
支出

△18,475 △15,805 △66,749

５．有形固定資産の売却による
収入

－ 35,827 1,070

６．無形固定資産の取得による
支出

－ △669 △23,001

７．投資有価証券の取得による
支出

－ △84,083 △59,601

８．投資有価証券の売却による
収入

－ 3 46,767

９．敷金の差入れによる支出 － △7,677 －

10．敷金の返還による収入 110 － 9,372

11. 保険積立金の解約による収
入 

－ 11,033 －

12．貸付金の回収による収入 4,531 1,350 40,026

13．その他資産増減額 △992 781 △41,838

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△15,430 △59,892 △92,791

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

１．短期借入れによる収入 － 150,000 50,000

２．短期借入金の返済による支
出 

－ △100,000 △50,000

３．長期借入れによる収入 － － 200,000

４．長期借入金の返済による支
出

△132,503 △92,503 △400,012

５．社債の発行による収入 － 98,440 588,550

６．社債の償還による支出 － △30,000 △522,000

７．株式の発行による収入 △415 － 1,683

８．自己株式の取得による支出 － － △271,439

９．配当金の支払額 △16,337 △17,662 △31,086

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△149,255 8,275 △434,303

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

6,536 △4,316 13,830

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △20,697 △242,824 △199,864

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,141,828 1,941,963 2,141,828

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四
半期末（期末）残高

2,121,131 1,699,138 1,941,963
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社

連結子会社名

株式会社ＢＩＪ

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社名

株式会社ＢＩＪ

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社名

株式会社ＢＩＪ

２．持分法の適用に関する事

項

　該当ありません。 同左 同左

３．連結子会社の第１四半期

決算日等に関する事項

　連結子会社の第１四半期決算日は、

第１四半期連結決算日と一致してお

ります。

同左 　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　たな卸資産

製品・仕掛品

　主として個別法による原価

法を採用しております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　たな卸資産

製品・仕掛品

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　たな卸資産

製品・仕掛品

同左

 原材料

　月次総平均法による原価法

を採用しております。

原材料

同左

原材料

同左

 ②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　第１四半期連結決算日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定）を採用してお

ります。

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価

法を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ③　デリバティブ

　時価法を採用しております。

③　デリバティブ

同左

③　デリバティブ

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法（ただし、建物（附属

設備を除く）については定額

法）によっております。

　なお、取得価額100千円以上

200千円未満の少額減価償却資

産については、３年均等償却に

よっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法（ただし、建物（附属

設備を除く）については定額

法）によっております。

　なお、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、法

人税法に規定する旧定率法又は

旧定額法によっております。

　また、取得価額100千円以上

200千円未満の少額減価償却資

産については、３年均等償却に

よっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法（ただし、建物（附属

設備を除く）については定額

法）によっております。

　なお、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、法

人税法に規定する旧定率法又は

旧定額法によっております。

　また、取得価額100千円以上

200千円未満の少額減価償却資

産については、３年均等償却に

よっております。

(会計方針の変更)

　当連結会計年度より、法人税

法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規定

する償却方法により、減価償却

費を計上しております。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 ②　無形固定資産

　定額法によっております。

　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

額法によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与支給見込額の当第１四半期

連結会計期間の負担額を計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

─────

 ③　製品保証引当金

　製品等のアフターサービスに

対する費用支出に備えるため、

保証期間内のサービス費用見積

額を計上しております。

③　製品保証引当金

同左

②　製品保証引当金

同左

 ④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務

指針（会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法に基づき、

退職金規程による第１四半期連

結会計期間末自己都合要支給額

を計上しております。

④　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務

指針（会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法に基づき、

退職金規程による連結会計年度

末自己都合要支給額を計上して

おります。

 (4）重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、第１四

半期連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

同左

(4）重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

 (5）重要な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

法に準じた会計処理によっており

ます。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象の認

識は個別契約毎に行っておりま

す。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始時及びその後も継続

して金利の変動による影響を相

殺又は一定の範囲に限定する効

果が見込まれるため、ヘッジの

有効性の評価は省略しておりま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7）その他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

(8）その他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

(8）その他連結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

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャッ

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ヶ月以内に

償還期限及び満期の到来する短期投

資からなっております。

同左 同左
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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の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

────── ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）

　当連結会計年度より、「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　実務対応報告第19

号　平成18年８月11日）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、連結キャッシュ・フロー計算

書上、前連結会計年度まで「新株発行

費」として表示していたものは当連結

会計年度より「株式交付費」として表

示しております。

表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

（四半期連結貸借対照表）

　「建物」は前第１四半期連結会計期間末は有形固定資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第１四半

期連結会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記することとしました。

　なお、前第１四半期連結会計期間末の「建物」の金額は

205,720千円であります。

　「一年以内償還予定社債」は前第１四半期連結会計期間

末は流動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間末において負債及び純資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記することとしました。

　なお、前第１四半期連結会計期間末の「一年以内償還予

定社債」の金額は64,000千円であります。

（四半期連結貸借対照表）

　「一年以内償還予定社債」は前第１四半期連結会計期間

末まで区分掲記しておりましたが、当第１四半期連結会計

期間末において負債及び純資産の総額の100分の５以下と

なったため流動負債の「その他」に含めて表示することと

しました。

　なお、当第１四半期連結会計期間末の「一年以内償還予

定社債」の金額は80,000千円であります。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年８月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年８月31日現在）

前連結会計年度末
（平成19年５月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

183,838千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

255,284千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

238,444千円

※２　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。

※２　　　 ────── ※２　　　 ──────

建物 114,609千円

土地 100,982千円

計 215,592千円

 

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

 

短期借入金 130,008千円

長期借入金 313,314千円

計 443,322千円

 

　なお、根抵当権設定により実際

担保されている債務の極度額は

100,000千円であります。

 

３　　　 ────── ３　　　 ────── ３　輸出手形割引高 67,894千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

役員報酬 30,070千円

給料手当 36,839千円

賞与引当金繰入額 8,647千円

貸倒引当金繰入 170千円

製品保証引当金繰

入額
2,719千円

研究開発費 20,721千円

役員報酬 22,490千円

給料手当 49,541千円

賞与引当金繰入額 12,704千円

製品保証引当金繰

入額
6,764千円

研究開発費 45,688千円

役員報酬 112,220千円

給料手当 157,839千円

製品保証引当金繰

入額
22,487千円

研究開発費 153,911千円

※２　　　 ────── ※２　固定資産売却損は、建物及び土

地5,509千円であります。

※２　　　 ──────

※３　固定資産除却損は、工具器具備

品451千円であります。

※３　固定資産除却損は、建物207千

円であります。

※３　固定資産除却損は、工具器具備

品451千円であります。

㈱インターアクション（7725）平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況

－ 16 －



（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当第１四半期
連結会計期間

増加株式数（株）

当第１四半期
連結会計期間

減少株式数（株）

当第１四半期
連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 63,824 － － 63,824

合計 63,824 － － 63,824

自己株式     

普通株式 1,000 － － 1,000

合計 1,000 － － 1,000

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月24日

定時株主総会
普通株式 31,412 500 平成18年５月31日 平成18年８月25日

(2）基準日が当第１四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期末後となるもの

　該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当第１四半期
連結会計期間

増加株式数（株）

当第１四半期
連結会計期間

減少株式数（株）

当第１四半期
連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 63,841 － － 63,841

合計 63,841 － － 63,841

自己株式     

普通株式 3,000 － － 3,000

合計 3,000 － － 3,000

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月23日

定時株主総会
普通株式 30,420 500 平成19年５月31日 平成19年８月24日

(2）基準日が当第１四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期末後となるもの

　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自 平成18年６月１日　至 平成19年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注１） 63,824 17 － 63,841

合計 63,824 17 － 63,841

自己株式     

普通株式（注２） 1,000 2,000 － 3,000

合計 1,000 2,000 － 3,000

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加17株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

　２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月24日

定時株主総会
普通株式 31,412 500 平成18年５月31日 平成18年８月25日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月23日

定時株主総会
普通株式 30,420 利益剰余金 500 平成19年５月31日 平成19年８月24日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

　現金及び現金同等物の四半期末残高

と四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成18年８月31日現在）

　現金及び現金同等物の四半期末残高

と四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成19年８月31日現在）

　現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成19年５月31日現在）

現金及び預金勘定 2,176,760千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△55,629千円

現金及び現金同等物 2,121,131千円

現金及び預金勘定 1,753,636千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△54,497千円

現金及び現金同等物 1,699,138千円

現金及び預金勘定 1,995,826千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△53,863千円

現金及び現金同等物 1,941,963千円

（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

　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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

　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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

　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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

第１四半
期末残高
相当額

千円 千円 千円

工具器具備品 4,422 2,432 1,989

ソフトウェア 3,806 2,791 1,015

合計 8,228 5,223 3,005

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

第１四半
期末残高
相当額

千円 千円 千円

工具器具備品 2,777 2,083 694

ソフトウェア 3,806 3,552 253

合計 6,584 5,636 948

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

千円 千円 千円

工具器具備品 4,422 3,095 1,326

ソフトウェア 3,806 3,362 444

合計 8,228 6,458 1,770

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,766千円

１年超 1,472千円

合計 3,238千円

１年内 888千円

１年超 149千円

合計 1,037千円

１年内 1,449千円

１年超 473千円

合計 1,922千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 469千円

減価償却費相当額 411千円

支払利息相当額 42千円

支払リース料 380千円

減価償却費相当額 329千円

支払利息相当額 15千円

支払リース料 1,877千円

減価償却費相当額 1,645千円

支払利息相当額 135千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成18年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

債券 36,940 37,313 372

その他 31,760 31,307 △453

合計 68,701 68,620 △80

　（注）　当社及び連結子会社では「その他有価証券」について、金融商品会計に係る会計基準に基づき、簿価に比べ時

価が30％以上下落した銘柄につき減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び第１四半期連結貸借対照表計上額

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

中期国債ファンド 19,974

非上場株式 30,000

当第１四半期連結会計期間末（平成19年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

債券 14,254 11,927 △2,326

その他 41,067 39,806 △1,260

合計 55,321 51,734 △3,586

　（注）　当社及び連結子会社では「その他有価証券」について、金融商品会計に係る会計基準に基づき、簿価に比べ時

価が30％以上下落した銘柄につき減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び第１四半期連結貸借対照表計上額

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　中期国債ファンド 20,032

　非上場外国債券 139,284
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前連結会計年度末（平成19年５月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

債券 14,254 12,715 △1,538

その他 41,070 42,196 1,125

合計 55,324 54,911 △412

　（注）　当社及び連結子会社では「その他有価証券」について、金融商品会計に係る会計基準に基づき、簿価に比べ時

価が30％以上下落した銘柄につき減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

中期国債ファンド 20,014

非上場外国債券 60,845

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成18年８月31日現在）

　デリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用しているため、記載すべき事項はありません。

当第１四半期連結会計期間末（平成19年８月31日現在）

　デリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用しているため、記載すべき事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年５月31日現在）

　デリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用しているため、記載すべき事項はありません。

㈱インターアクション（7725）平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況

－ 21 －



（ストック・オプション等関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

　該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

１　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成15年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役６名、当社従業員31名 当社取締役６名、当社従業員44名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　300株 普通株式　　500株

付与日 平成16年２月24日 平成17年４月25日

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。

対象勤務時間 特に定めはありません。 特に定めはありません。

権利行使期間 平成17年９月１日～平成20年８月31日 平成18年９月１日～平成21年８月31日

 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役４名、当社従業員39名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　500株

付与日 平成18年４月14日

権利確定条件 特に付されておりません。

対象勤務時間 特に定めはありません。

権利行使期間 平成19年９月１日～平成22年８月31日

　（注）　付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 平成15年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション

権利確定前（株）   

前連結会計年度末 － 390

付与 － －

失効 － 2

権利確定 － 388

未確定残 － －

権利確定後（株）   

前連結会計年度末 232 －

権利確定 － 388

権利行使 － 17

失効 94 136

未行使残 138 235

 平成17年ストック・オプション

権利確定前（株）  

前連結会計年度末 493

付与 －

失効 158

権利確定 －

未確定残 335

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －
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②　単価情報

 平成15年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション

権利行使価格（円） 340,000 159,000

行使時平均株価（円） － 168,000

公平な評価単価（付与日）（円） － －

 平成17年ストック・オプション

権利行使価格（円） 219,000

行使時平均株価（円） －

公平な評価単価（付与日）（円） －

(6）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

 
電子部品検査
装置事業
（千円）

セキュリティ
関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 679,843 － 679,843 － 679,843

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 679,843 － 679,843 － 679,843

営業費用 407,293 28,698 435,992 133,328 569,320

営業利益（又は営業損失△） 272,549 △28,698 243,851 (133,328) 110,522

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子部品検査装置事業 光源装置、ＩＰモジュール、カメラモジュール検査システム

セキュリティ関連事業 光応用センサー製品

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 当第１四半期連結会計期間 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額（千円）
133,328 親会社本社の管理部門に係る費用であります。
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当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

 
電子部品検査
装置事業
（千円）

セキュリティ
関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 294,101 5,270 299,372 － 299,372

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 294,101 5,270 299,372 － 299,372

営業費用 211,945 35,044 246,990 138,867 385,857

営業利益（又は営業損失△） 82,156 △29,774 52,382 (138,867) △86,485

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子部品検査装置事業 光源装置、画像検査装置、テスター装置

セキュリティ関連事業 光応用センサー製品

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 当第１四半期連結会計期間 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額（千円）
138,855 親会社本社の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 
電子部品検査
装置事業
（千円）

セキュリティ
関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,696,285 212,858 1,909,144 － 1,909,144

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,716 143,000 150,716 (150,716) －

計 1,704,001 355,858 2,059,860 (150,716) 1,909,144

営業費用 1,211,653 346,312 1,557,966 337,913 1,895,879

営業利益 492,347 9,546 501,894 (488,629) 13,264

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子部品検査装置事業 光源装置、ＩＰモジュール、カメラモジュール検査システム

セキュリティ関連事業 光応用センサー製品

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 当連結会計年度 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額（千円）
488,663 親会社本社の管理部門に係る費用であります。

②　所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
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③　海外売上高

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

 アジア 北米  欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 111,806 26,446 13,782 152,035

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 679,843

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.5 3.9 2.0 22.4

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア………香港、台湾、韓国

(2）北米　………アメリカ

(3）欧州　………フランス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

 アジア 北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 17,836 80 － 17,917

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 299,372

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 6.0 0.0 － 6.0

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア………香港、台湾、韓国

(2）北米　………アメリカ

(3）欧州　………フランス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 アジア 北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 346,621 107,986 17,865 472,473

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,909,144

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.1 5.7 0.9 24.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア………中国、台湾、韓国、シンガポール

(2）北米　………アメリカ

(3）欧州　………フランス、イタリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 41,726円66銭 34,904円80銭 36,789円60銭

１株当たり第１四半期純利益金額

又は１株当たり第１四半期（当期）

純損失金額（△）

1,122円33銭 △1,353円84銭 △705円59銭

潜在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益金額

1,121円62銭

１株当たり第１四半期純

損失であり、また、希薄

化効果を有している潜在

株式が存在しないため記

載しておりません。

潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失

であるため記載しており

ません。

　（注）　１株当たり第１四半期純利益金額又は１株当たり第１四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当た

り第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

第１四半期純利益又は第１四半期

（当期）純損失（△）（千円）
70,509 △82,369 △43,676

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期純利益

又は第１四半期（当期）純損失

（△）（千円）

70,509 △82,369 △43,676

普通株式の期中平均株式数（株） 62,824 60,841 61,900

普通株式の増加数（株）

（うち新株予約権）

40

(40)

－

 （－）

－

 （－）

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

　平成15年８月28日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権116個（普通

株式232株）

　平成17年８月24日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権493個（普通

株式493株）

　平成15年８月28日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権69個（普通株

式138株）

　平成16年８月26日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権235個（普通

株式235株）

　平成17年８月24日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権335個（普通

株式335株）

　平成15年８月28日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権69個（普通株

式138株）

　平成16年８月26日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権235個（普通

株式235株）

　平成17年８月24日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権335個（普通

株式335株）
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

自己株式の取得

　当社は平成18年10月13日開催の取締

役会において、会社法第165条第２項

の規定による定款の定めに基づく自己

株式の取得について以下のように決議

いたしました。

（1）取得の理由

　今後の経営環境の変化に対応した

機動的な資本政策の遂行を可能とす

るため、自己株式を取得するもので

あります。

（2）取得日

　平成18年10月16日から平成19年１

月15日まで

（3）取得方法

　東京証券取引所の規則に従って行

われる東京証券取引所市場(マザー

ズ)における買受け

（4）取得する株式の種類及び総数

　普通株式　1,000株(上限)

（5）取得価額の総額

　200百万円(上限)

────── ──────
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

前第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年５月31日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  2,068,526  1,723,523  1,849,164  

２．受取手形  60,643  46,272  －  

３．売掛金  661,629  453,027  491,424  

４．たな卸資産  605,304  533,717  554,562  

５．その他  136,999  264,826  209,222  

６．貸倒引当金  △412  △45  △70  

流動資産合計  3,532,691 76.7 3,021,321 73.6 3,104,303 74.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1,2       

(1）建物  395,949  342,185  378,044  

(2）土地  114,867  106,616  114,867  

(3）その他  201,602  204,228  193,857  

有形固定資産合計  712,419  653,031  686,769  

２．無形固定資産  19,715  35,938  37,377  

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  91,013  183,657  107,800  

(2）繰延税金資産  4,514  3,403  2,219  

(3）その他  243,121  206,576  239,686  

投資その他の資産合計  338,649  393,638  349,706  

固定資産合計  1,070,783 23.3 1,082,607 26.4 1,073,854 25.7

資産合計  4,603,475 100.0 4,103,929 100.0 4,178,157 100.0
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科目

前第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年５月31日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  95,522  31,037  70,310  

２．短期借入金 ※２ 290,012  369,178  319,178  

３．一年以内償還予定社債  522,000  －  60,000  

４．未払法人税等  52,963  －  －  

５．賞与引当金  16,228  20,264  －  

６．製品保証引当金  7,154  18,473  15,755  

７．その他 ※５ 153,724  181,299  115,623  

流動負債合計  1,137,605 24.7 620,253 15.1 580,866 13.9

Ⅱ　固定負債        

１．社債  －  590,000  540,000  

２．長期借入金 ※２ 744,969  595,791  678,294  

３．退職給付引当金  4,887  5,639  5,284  

４．その他  －  50  50  

固定負債合計  749,856 16.3 1,191,480 29.0 1,223,628 29.3

負債合計  1,887,461 41.0 1,811,733 44.1 1,804,495 43.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,101,360 23.9 1,102,711 26.9 1,102,711 26.4

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,032,360  1,033,711  1,033,711  

資本剰余金合計  1,032,360 22.4 1,033,711 25.2 1,033,711 24.7

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  2,600  2,600  2,600  

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  742,564  589,418  669,353  

利益剰余金合計  745,164 16.2 592,018 14.4 671,953 16.1

４．自己株式  △163,811 △3.5 △435,250 △10.6 △435,250 △10.4

株主資本合計  2,715,073 59.0 2,293,192 55.9 2,373,127 56.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

 939 0.0 △996 △0.0 535 0.0

評価・換算差額等合計  939 0.0 △996 △0.0 535 0.0

純資産合計  2,716,013 59.0 2,292,195 55.9 2,373,662 56.8

負債純資産合計  4,603,475 100.0 4,103,929 100.0 4,178,157 100.0
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(2）四半期損益計算書

科目

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  679,843 100.0 294,101 100.0 1,853,701 100.0

Ⅱ　売上原価  343,814 50.6 120,057 40.8 1,012,867 54.6

売上総利益  336,028 49.4 174,044 59.2 840,833 45.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  197,031 29.0 230,743 78.5 831,355 44.9

営業利益又は営業損
失（△）

 138,996 20.4 △56,699 △19.3 9,478 0.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 18,695 2.8 7,067 2.4 77,326 4.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 12,545 1.8 25,046 8.5 55,571 3.0

経常利益又は経常損
失（△）

 145,146 21.4 △74,677 △25.4 31,233 1.7

Ⅵ　特別利益  1,098 0.1 574 0.2 8,160 0.4

Ⅶ　特別損失  451 0.1 5,687 1.9 451 0.0

税引前第１四半期
（当期）純利益又は
税引前第１四半期純
損失（△）

 145,793 21.4 △79,790 △27.1 38,941 2.1

法人税、住民税及び
事業税

 50,476 7.4 1,054 0.4 8,130 0.4

法人税等調整額  6,912 1.0 △31,329 △10.7 15,617 0.9

第１四半期（当期）
純利益又は第１四半
期純損失（△）

 88,404 13.0 △49,514 △16.8 15,193 0.8
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,101,360 1,032,360 1,032,360 2,600 685,571 688,171 △163,811 2,658,081

第１四半期会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △31,412 △31,412  △31,412

第１四半期純利益     88,404 88,404  88,404

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

        

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － － 56,992 56,992 － 56,992

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,101,360 1,032,360 1,032,360 2,600 742,564 745,164 △163,811 2,715,073

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

△1,712 △1,712 2,656,368

第１四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △31,412

第１四半期純利益   88,404

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

2,652 2,652 2,652

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

2,652 2,652 59,645

平成18年８月31日　残高
（千円）

939 939 2,716,013

㈱インターアクション（7725）平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況

－ 33 －



当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年５月31日　残高
（千円）

1,102,711 1,033,711 1,033,711 2,600 669,353 671,953 △435,250 2,373,127

第１四半期会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △30,420 △30,420  △30,420

第１四半期純損失     △49,514 △49,514  △49,514

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

        

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － － △79,935 △79,935 － △79,935

平成19年８月31日　残高
（千円）

1,102,711 1,033,711 1,033,711 2,600 589,418 592,018 △435,250 2,293,192

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年５月31日　残高
（千円）

535 535 2,373,662

第１四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △30,420

第１四半期純損失   △49,514

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

△1,531 △1,531 △1,531

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△1,531 △1,531 △81,466

平成19年８月31日　残高
（千円）

△996 △996 2,292,195
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前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,101,360 1,032,360 1,032,360 2,600 685,571 688,171 △163,811 2,658,081

事業年度中の変動額         

新株の発行 1,351 1,351 1,351     2,703

剰余金の配当     △31,412 △31,412  △31,412

当期純利益     15,193 15,193  15,193

自己株式の取得       △271,439 △271,439

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,351 1,351 1,351 － △16,218 △16,218 △271,439 △284,954

平成19年５月31日　残高
（千円）

1,102,711 1,033,711 1,033,711 2,600 669,353 671,953 △435,250 2,373,127

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

△1,712 △1,712 2,656,368

事業年度中の変動額    

新株の発行   2,703

剰余金の配当   △31,412

当期純利益   15,193

自己株式の取得   △271,439

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

2,247 2,247 2,247

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,247 2,247 △282,706

平成19年５月31日　残高
（千円）

535 535 2,373,662
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）たな卸資産

①　製品・仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(1）たな卸資産

①　製品・仕掛品

同左

(1）たな卸資産

①　製品・仕掛品

同左

 ②　原材料

　月次総平均法による原価法を

採用しております。

②　原材料

同左

②　原材料

同左

 (2）有価証券

①　子会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(2）有価証券

①　子会社株式

同左

(2）有価証券

①　子会社株式

同左

 ②　その他有価証券

時価のあるもの

　第１四半期決算日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を

採用しております。

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を

採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (3）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

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（ただし、建物（附属設

備を除く）については定額法）に

よっております。

　なお、取得価額100千円以上200

千円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年均等償却によってお

ります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、建物（附属設

備を除く）については定額法）に

よっております。

　なお、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、法人税

法に規定する旧定率法又は旧定額

法によっております。

　また、取得価額100千円以上200

千円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年均等償却によってお

ります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、建物（附属設

備を除く）については定額法）に

よっております。

　なお、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、法人税

法に規定する旧定率法又は旧定額

法によっております。

　また、取得価額100千円以上200

千円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年均等償却によってお

ります。

(会計方針の変更)

　当事業年度より、法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降

取得の有形固定資産については、

改正法人税法に規定する償却方法

により、減価償却費を計上してお

ります。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与支給見込額の当第１四半期会

計期間の負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

─────

 (3）製品保証引当金

　製品等のアフターサービスに対

する費用支出に備えるため、保証

期間内のサービス費用見積額を計

上しております。

(3）製品保証引当金

同左

(2）製品保証引当金

同左

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（会計制度委員会報告第13号）に

定める簡便法に基づき、退職金規

程による第１四半期末自己都合要

支給額を計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（会計制度委員会報告第13号）に

定める簡便法に基づき、退職金規

程による期末自己都合要支給額を

計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、第１四半

期決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

５．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

会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の認識は

個別契約毎に行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して金

利の変動による影響を相殺又は一

定の範囲に限定する効果が見込ま

れるため、ヘッジの有効性の評価

は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）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

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

────── ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）

　当事業年度より、「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　実務対応報告第19号　

平成18年８月11日）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。

表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

（四半期貸借対照表）

　「建物」は前第１四半期会計期間末は有形固定資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当第１四半期

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記することとしました。

　なお、前第１四半期会計期間末の「建物」の金額は

203,848千円であります。

　「一年以内償還予定社債」は前第１四半期会計期間末は

流動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

第１四半期会計期間末において負債及び純資産の総額の100

分の５を超えたため区分掲記することとしました。

　なお、前第１四半期会計期間末の「一年以内償還予定社

債」の金額は64,000千円であります。

（四半期貸借対照表）

　「一年以内償還予定社債」は前第１四半期会計期間末ま

で区分掲記しておりましたが、当第１四半期会計期間末に

おいて負債及び純資産の総額の100分の５以下となったた

め流動負債の「その他」に含めて表示することとしました。

　なお、当第１四半期会計期間末の「一年以内償還予定社

債」の金額は80,000千円であります。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日現在）

前事業年度末
（平成19年５月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

168,924千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

228,750千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

214,022千円

※２　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。

※２　　　 ────── ※２　　　 ──────

建物 114,609千円

土地 100,982千円

計 215,592千円

 

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

 

短期借入金 130,008千円

長期借入金 313,314千円

計 443,322千円

 

　なお、根抵当権設定により実際

担保されている債務の極度額は

100,000千円であります。

 

３　偶発債務

　次の関係会社について、金融機

関からの借入に対して債務保証を

行っております。

３　偶発債務

　次の関係会社について、金融機

関からの借入に対して債務保証を

行っております。

３　偶発債務

　次の関係会社について、金融機

関からの借入に対して債務保証を

行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱ＢＩＪ 170,000 借入金

保証先 金額（千円） 内容

㈱ＢＩＪ 130,000 借入金

保証先 金額（千円） 内容

㈱ＢＩＪ 140,000 借入金

４　　　 ────── ４　　　 ────── ４　輸出手形割引高 67,894千円

※５　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債のその他に

含めて表示しております。

※５　消費税等の取扱い

同左

※５　　　 ──────
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（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 889千円

為替差益 13,055千円

貸与資産賃貸料 3,423千円

受取利息 1,676千円

貸与資産賃貸料 3,908千円

受取利息 3,472千円

為替差益 25,394千円

貸与資産賃貸料 14,665千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,220千円

貸与資産諸費用 2,292千円

原材料廃棄損 4,406千円

支払利息 4,226千円

為替差損 9,912千円

貸与資産諸費用 1,972千円

支払利息 17,029千円

貸与資産諸費用 9,376千円

原材料廃棄損 4,406千円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 18,412千円

無形固定資産 1,224千円

有形固定資産 17,274千円

無形固定資産 2,108千円

有形固定資産 77,854千円

無形固定資産 5,217千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数

（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数

（株）

当第１四半期会計期
間末株式数
（株）

普通株式 1,000 － － 1,000

合計 1,000 － － 1,000

当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数

（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数

（株）

当第１四半期会計期
間末株式数
（株）

普通株式 3,000 － － 3,000

合計 3,000 － － 3,000

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

普通株式（注） 1,000 2,000 － 3,000

合計 1,000 2,000 － 3,000

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

　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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当額

　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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当額

　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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

第１四半
期末残高
相当額

千円 千円 千円

工具器具備品 4,422 2,432 1,989

ソフトウェア 3,806 2,791 1,015

合計 8,228 5,223 3,005

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

第１四半
期末残高
相当額

千円 千円 千円

工具器具備品 2,777 2,083 694

ソフトウェア 3,806 3,552 253

合計 6,584 5,636 948

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

千円 千円 千円

工具器具備品 4,422 3,095 1,326

ソフトウェア 3,806 3,362 444

合計 8,228 6,458 1,770

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,766千円

１年超 1,472千円

合計 3,238千円

１年内 888千円

１年超 149千円

合計 1,037千円

１年内 1,449千円

１年超 473千円

合計 1,922千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 469千円

減価償却費相当額 411千円

支払利息相当額 42千円

支払リース料 380千円

減価償却費相当額 329千円

支払利息相当額 15千円

支払リース料 1,877千円

減価償却費相当額 1,645千円

支払利息相当額 135千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前四半期会計期間末（平成18年８月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。

当四半期会計期間末 （平成19年８月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。

前事業年度末 （平成19年５月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 43,232円11銭 37,675円18銭 39,014円19銭

１株当たり第１四半期（当期）純

利益金額又は１株当たり第１四半

期純損失金額（△）

1,407円18銭 △813円84銭 245円46銭

潜在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益金額

1,406円28銭

１株当たり第１四半期純

損失であり、また、希薄

化効果を有している潜在

株式が存在しないため記

載しておりません。

希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額又は１株当たり第１四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当た

り第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

第１四半期（当期）純利益又は

第１四半期純損失（△）

（千円）

88,404 △49,514 15,193

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純利益又は第１四半期純損

失（△）（千円）

88,404 △49,514 15,193

普通株式の期中平均株式数（株） 62,824 60,841 61,900

普通株式の増加数（株）

（うち新株予約権）

40

(40)

－

(－)

－

(－)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益金額の算定

に含めなかった潜在株式の概要

　平成15年８月28日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権116個（普通

株式232株）

　平成17年８月24日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権493個（普通

株式493株）

　平成15年８月28日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権69個（普通株

式138株）

　平成16年８月26日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権235個（普通

株式235株）

　平成17年８月24日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権335個（普通

株式335株）

　平成15年８月28日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権69個（普通株

式138株）

　平成16年８月26日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権235個（普通

株式235株）

　平成17年８月24日の定時

株主総会において決議され

た新株予約権335個（普通

株式335株）
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

自己株式の取得

　当社は平成18年10月13日開催の取締

役会において、会社法第165条第２項

の規定による定款の定めに基づく自己

株式の取得について以下のように決議

いたしました。

（1）取得の理由

　今後の経営環境の変化に対応した

機動的な資本政策の遂行を可能とす

るため、自己株式を取得するもので

あります。

（2）取得日

　平成18年10月16日から平成19年１

月15日まで

（3）取得方法

　東京証券取引所の規則に従って行

われる東京証券取引所市場(マザー

ズ)における買受け

（4）取得する株式の種類及び総数

　普通株式　1,000株(上限)

（5）取得価額の総額

　200百万円(上限)

────── ──────
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