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1.平成20年６月第１四半期の業績（平成19年７月１日～平成19年９月30日） 
 (1) 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６月期第１四半期 125 △0.5 △36 ― △49 ― △31 ― 

19年６月期第１四半期 126 94.6 △10 ― △11 ― △11 ― 

19年６月期 832 38.2 59 △0.5 39 △23.6 22 △56.8

 

 
１株あたり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株あたり四半期 

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20年６月期第１四半期 △867 40 ― ―

19年６月期第１四半期 △352 98 ― ―

19年６月期 678 66 639 82

 
 (2) 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６月期第１四半期 853 309 35.9 8,458 91 

19年６月期第１四半期 394 147 36.8 4,647 17 

19年６月期 679 340 49.7 9,324 77 

 
 (3) 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６月期第１四半期 △14 △93 310 443 

19年６月期第１四半期 47 △6 80 191 

19年６月期 △16 △26 213 242 

 
2. 配 当 の 状 況 

 １ 株 当 た り 配 当 金 

(基準日) 
第  １ 
四半期末 

中間期末 
第  ３
四半期末

期  末 年  間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年６月期 ― ― ― ― ― ― ― ― 0 0

20年６月期(実績) ― ―  

20年６月期(予想)  ― ― ― ― ― ―
0 0

 

3. 平成20年６月期の業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30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 440 53.1 38 ― 32 ― 18 ― 521 44 

通  期 1,126 35.4 142 142.1 133 242.9 77 245.4 2,141 89 
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4. そ  の  他 
(1) 四半期財務諸表作成の作成基準          ： 中間財務諸表作成基準             
(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 有 
〔(注) 詳細は、12ページ「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」をご覧くだ
さい。〕 
(3) 会計監査人の関与                ： 有 
  四半期財務諸表については、札幌証券取引所の「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。 

 
 
 

※ 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当たっての注意事項につい
ては、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】 

1. 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を受け米国景気の大幅な減速の影響

を受けておりますが、国内景気については生産の一部に弱さが見られるものの回復しているとの判断

を維持しております。しかしながら企業の設備投資は振るわず、景気の緩やかな減速局面が持続して

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、予定されていた顧客企業からの受注が先送り

されたことにより、売上高は前年同期に比べて減少し、47百万円（前年同期比22.1％減）となりまし

た。 

医療機器事業においては、医療用フット・スイッチ等の受注増により、販売個数は増加したものの

低単価商品の販売が増加したため、売上高は22百万円（前年同期比1.0％減）となりました。 

計測機器事業においては、製造元の新工場設立の影響から入荷遅れによる影響で売上高が昨年に比

べ微増にとどまった結果、11百万円（前年同期比2.2％増）となりました。 

産業機器事業においては、新規顧客の獲得が依然堅調であり、売上高は44百万円（前年同期比

40.7％増）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

ておりましたが、為替予約等を実施したことにより改善いたしました。しかし、液晶機器部門の原価

は利益率の低い製品の受注が多く利益率は低下しております。 

また、販売費及び一般管理費においては、本社移転に伴う費用5百万円、株主総会に伴う費用2百万

円及び営業外費用における為替予約等の評価損の影響で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１四半期における売上高は125百万円（前年同期比0.5％減）、営業損失36百万円

（前年同期 営業損失10百万円）、経常損失49百万円（前年同期 経常損失11百万円）、四半期純損失

31百万円（前年同期 四半期純損失11百万円）となりました。 

 

2. 財政状態に関する定性的情報 

 ・当第１四半期の資産、負債、資本の状況 

当第１四半期における財政状態は、総資産が前事業年度末に比べ174百万円増の853百万円となりま 

した。 

  流動資産の残高は、731百万円（前事業年度末は、651百万円）となり、80百万円増加しました。こ 

れは現金及び預金の増加201百万円、売上債権の減少195百万円、たな卸資産の増加34百万円、その他 

流動資産の増加41百万円が主な要因であります。 

固定資産の残高は、121百万円（前事業年度末は、28百万円）となり、93百万円増加しました。これ 

は有形固定資産（建設仮勘定）の増加87百万円、投資その他の資産の増加6百万円によるものでありま 

す。 

流動負債の残高は、540百万円（前事業年度末は、335百万円）となり、205百万円増加しました。こ 

れは買掛金の減少96百万円、短期借入金の増加310百万円、未払金の増加5百万円、オプション負債の 

増加5百万円、為替予約7百万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、3百万円）となりました。これは退職給付引当金であ 

ります。 

純資産の残高は、309百万円（前事業年度末は、340百万円）となり、31百万円減少しました。これ 

は利益剰余金の減少31百万円によるものであります。 

 

・当第１四半期のキャッシュ・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（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14百万円、投資活動による支出93百万円、財務活動による収入310百万円と 

なり、前事業年度と比べ201百万円増加し、当第１四半期末には、443百万円（前年同期は191百万円） 

となりました。 
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  また、当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において営業活動によるキャッシュ・フローは、△14百万円（前年同期は47百万円）

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195百万円、たな

卸資産の増加額34百万円、仕入債務の減少額100百万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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、93百万円の減少（前年同期は6百万円）となりました。これ

は主に、有形固定資産（建設仮勘定）の取得による支出87百万円、投資有価証券の取得による支出4百

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） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、310百万円の増加（前年同期は80百万円）となりました。こ 

れは主に、短期借入金の増加310百万円によるものであります。 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 

わが国経済は、サブプライムローン問題に加え、原油高の影響もあり予断を許さない状況にありま

すが、設備投資は今後回復の見込みでもあります。 

  このような状況を踏まえ、当社の受注も回復傾向にあり、現時点では中間期及び通期の業績は、平

成19年８月15日に発表いたしました業績予想と大幅な変更はないとの認識でおります。 

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。

予想には、潜在的なリスクや不確実性を含んでおり、実際の業績は様々な要因により予想数値と大き

く異なる可能性があります。 
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4. 四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

 
前年同四半期末 

(平成18年９月30日) 
当四半期末 

(平成19年９月30日) 
 

増減 
(参考) 

(平成19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  191,737 443,793 252,056  242,329

２ 受取手形  36,708 42,156 5,447  30,352

３ 売掛金  70,301 93,535 23,233  300,997

４ たな卸資産  84,502 104,238 19,736  69,705

５ 前払費用  1,282 17,848 16,566  3,854

６ 繰延税金資産  517 22,058 21,541  3,601

７ その他  2,132 9,728 7,595  1,161

８ 貸倒引当金  △852 △1,549 △696  △832

流動資産合計  386,330 97.9 731,810 85.7 345,480  651,171 95.8

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 

 508 599 90  878

 （3）建設仮勘定  － 87,311 87,311  －

 有形固定資産合計  524 0.1 87,926 10.3 87,401  894 0.1

２ 無形固定資産    

 （1）ソフトウェア  737 638 △98  697

 （2）電話加入権  24 24 －  24

無形固定資産合計  761 0.2 662 0.1 △98  721 0.1

３ 投資その他の資産    

 （1）投資有価証券  － 4,824 4,824  －

 （2）保険積立金  － 6,194 6,194  4,747

（3）差入保証金  6,400 20,744 14,344  20,444

（4）繰延税金資産  649 1,563 914  1,506

投資その他の資産合計  7,049 1.8 33,326 3.9 26,276  26,698 4.0

固定資産合計  8,335 2.1 121,915 14.3 113,579  28,313 4.2

資産合計  394,666 100.0 853,726 100.0 459,059  679,485 100.0
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前年同四半期末 

(平成18年９月3０日) 
当四半期末 

(平成19年９月30日) 
 

増減 
(参考) 

(平成19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  71,496 53,218 △18,277  149,948

２ 短期借入金  150,000 450,000 300,000  140,000

３ 未払金  19,633 21,352 1,718  15,729

４ 未払法人税等  72 121 49  22,529

５ 為替予約  － 7,504 7,504  －

６ オプション負債  － 5,703 5,703  －

７ その他  2,676 2,727 50  6,940

流動負債合計  243,878 61.8 540,626 63.3 296,748  335,148 49.3

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  2,905 3,843 938  3,702

固定負債合計  2,905 0.7 3,843 0.5 938  3,702 0.6

負債合計  246,783 62.5 544,470 63.8 297,686  338,850 49.9

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  44,200 11.2 123,825 14.5 79,625  123,825 18.2

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  86,902 166,527 79,625  166,527

資本剰余金合計  86,902 22.0 166,527 19.5 79,625  166,527 24.5

３ 利益剰余金     

(1)その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  14,075 16,142 2,067  47,577

利益剰余金合計  14,075 3.6 16,142 1.9 2,067  47,577 7.0

株主資本合計  145,177 36.8 306,495 35.9 161,317  337,929 49.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 － － 55 55  － －

評価・換算差額等合計  － － 55 0.0 55  － －

Ⅲ 新株予約権  2,705 0.7 2,705 0.3 －  2,705 0.4

純資産合計  147,882 37.5 309,256 36.2 161,373  340,634 50.1

負債純資産合計  394,666 100.0 853,726 100.0 459,059  679,485 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
 

 
前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

当四半期 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

 
増減
 

（参考） 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19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  126,345 100.0 125,738 100.0 △607  832,069 100.0

Ⅱ 売上原価  84,157 66.6 98,012 77.9 13,855  570,227 68.5

売上総利益  42,188 33.4 27,725 22.1 △14,462  261,841 31.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  52,303 41.4 64,663 51.5 12,359  202,826 24.4

営業利益又は営業 
損失（△） 

 △10,115 △8.0 △36,937 △29.4 △26,822  59,015 7.1

Ⅳ 営業外収益  245 0.2 2,674 2.1 2,210  2,970 0.4

Ⅴ 営業外費用  1,668 1.3 15,400 12.2 13,512  22,918 2.8

経常利益又は経常 
損失（△） 

 △11,538 △9.1 △49,663 △39.5 △38,124  39,067 4.7

Ⅵ 特別利益  586 0.5 － － △586  606 0.1

Ⅶ 特別損失  － － 198 0.2 198  － －

税引前四半期(当期) 
純利益又は税引前 
四半期純損失（△） 

 △10,952 △8.7 △49,862 △39.7 △38,909  39,673 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

74 124  21,139 

法人税等調整額 － 74 0.1 △18,552 △18,427 △14.7 △18,353 △3,941 17,197 2.1

四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失
（△） 

 △11,026 △8.7 △31,434 △25.0 △20,407  22,475 2.7
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前四半期会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30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   

 四半期純損失  △11,026 △11,026  △11,026

 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) 

― ― △11,026 △11,026 ― △11,026

平成18年９月31日残高(千円) 44,200 86,902 14,075 145,177 2,705 147,882

 

 

 

当四半期会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

 株主資本 評価・換算差額等 

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 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・差額

差額等合計

平成19年６月30日残高(千円) 123,825 166,527 47,577 337,929  

当四半期中の変動額   

 四半期純損失  △31,434 △31,434  

 株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

 55 55

当四半期中の変動額合計 
(千円) 

― ― △31,434 △31,434 55 55

平成19年９月31日残高(千円) 123,825 166,527 16,142 306,495 55 55

 

 新株予約権 純資産合計

平成19年６月30日残高(千円) 2,705 340,634

当四半期中の変動額  

 四半期純損失  △31,434

 株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

 55

当四半期中の変動額合計 
(千円) 

― △31,379

平成19年９月31日残高(千円) 2,705 309,256
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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18年７月１日 

至 平成18年９月30日)

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日)

 

増減 

 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19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 
 

税引前四半期(当期)純利益 △10,952 △49,862  39,673

 減価償却費 78 80  627

 ソフトウェア償却額 71 58  290

 固定資産除却損 ― 198  ―

 為替予約評価損 ― 7,504  ―

 オプション評価損 ― 5,703  ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △586 716  △606

 退職給与引当金の増加額 265 141  1,062

 受取利息 △0 △261  △106

 支払利息 894 1,802  5,859

 株式交付費 ― ―  1,301

 売上債権の増減額（△は増加） 74,000 195,658  △150,339

 たな卸資産の増加額 △25,675 △34,533  △10,878

 仕入債務の増減額（△は減少） 5,227 △100,247  83,680

 未払金の増減額（△は減少） 2,696 5,622  △1,207

 未収消費税等の増減額（△は増加） △123 △1,386  1,310

 未払消費税等の減少額 △2,757 △4,068  ―

 その他 5,002 △17,439  18,963

小計 48,139 9,686 △38,453 △10,370

 利息受取額 0 261  106

 利息の支払額 △971 △2,164  △6,042

 法人税等の支払額 △146 △22,533  △166

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
47,021 △14,748 △61,769 △16,473

Ⅱ 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 ― △87,311  △918

無形固定資産の取得による支出 ― ―  △179

投資有価証券の取得による支出 ― △4,729  ―

敷金保証金の差入による支出 △6,400 △300  △20,444

保険積立金の積立による支出 ― △1,446  △4,747

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△6,400 △93,787 △87,387 △26,289

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 

 短期借入金の純増加額 80,000 310,000  70,000

 その他 ― ―  143,976

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
80,000 310,000 230,000 213,976

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 120,621 201,463 80,842 171,213

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
71,116 242,329 171,213 71,116

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

四半期末(期末)残高 
191,737 443,793 252,056 242,329
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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18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

― 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 当四半期会計期間末日の市

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） 

― 

 

２ デリバティブ等の評価 

基準及び評価方法 
― 

 デリバティブ 

時価法 
― 

３ 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 

（3）貯蔵品 

  終仕入原価法 

（1）商品、製品、原材料 

同左 

（2）仕掛品 

同左 

（3）貯蔵品 

同左 

４ 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） 

機械装置       11年

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 

定率法 

（主な耐用年数） 

 機械装置       11年 

工具器具及び備品 3～6年 

（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 

  

５ 繰延資産の処理方法 

― ― 

株式交付費 

支払時に全額費用処理して 

おります。 

６ 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、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額の

うち、当四半期会計期間負

担額を計上しております。

なお、当社は退職給付債務

の算定にあたり期末自己都

合退職金要支給額を退職給

付債務とする簡便法によっ

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 

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。 
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項目 

 

前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

７ 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 

８ 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 

９ 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18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

― 

 

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する法令 平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、平成19年７月１日

以降に取得したものについては、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。 

 これによる当四半期会計期間への損益

に与える影響はありません。 

 

― 

 

― 

 

― 

 

(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 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。 

 これに伴い、前事業年度における営業

外費用の「新株発行費償却」は、当事業

年度より「株式交付費」として処理する

方法に変更しております。 

これによる当事業年度への損益に与える

影響はありません。 

 

追加情報 

前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

― 

 

― 

 

（法人事業税における外形標準課税部分

の計上について） 

 当社は、平成19年２月14日付のアンビ

シャス市場上場による増資に伴い資本金

が１億円超となったため、外形標準課税

の適用を受けることになりました。 

そのため、当事業年度より、法人事業

税の「外形標準課税制度」の適用にとも

ない、法人事業税における外形標準課税

部分は、「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に基づき、販売

費及び一般管理費として処理しておりま

す。 

この結果、前事業年度と比較して、販

売費及び一般管理費が1,412千円増加 

し、営業利益、経常利益および当期純利

益が同額減少しております。 
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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９月30日) 

当四半期 

(平成19年９月30日) 

(参考) 

(平成19年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,700千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,075千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

7,070千円

※２ 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 消費税等の取扱い 

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

手形が金融機関の休日であったた

め、次の四半期末日会満期手形が四

半期末残高に含まれております。 

受取手形 2,211千円 

※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

手形が金融機関の休日であったた

め、次の四半期末日会満期手形が四

半期末残高に含まれております。 

受取手形 5,435千円

 

※３ 期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、当期末日満期手形が金融機

関の休日であったため、次の期末日

満期手形が、期末残高に含くまれて

おります。 

   受取手形 1,902千円

 

 

(四半期損益計算書関係) 

前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

仕入割引     235千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

   仕入割引       694千円 

   為替差益      1,656千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

   仕入割引     2,342千円 

     

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息     894千円 

     

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息      1,802千円 

    為替予約評価損   7,504千円 

    ｵﾌﾟｼｮﾝ評価損    5,703千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息     5,859千円 

   株式公開費用   13,972千円 

   株式交付費      1,301千円 

※３ 特別利益の主要項目 

   貸倒引当金戻入額 586千円 

※３ 特別損失の主要項目 

   固定資産除却損    198千円 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入額 606千円 

 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   78千円 

    無形固定資産   71千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産   80千円 

    無形固定資産   58千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  627千円 

    無形固定資産  290千円 

― 

６ 他勘定振替高の明細 

  その他（雑損失） 

           189千円 

６ 他勘定振替高の明細 

  その他（販売費及び一般管理費）

            86千円 
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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19年７月１日 至 平成19年９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) 36,240 ― ― 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18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19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     191,737千円

現金及び現金同等物  191,737千円 

 

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     443,793千円

現金及び現金同等物 443,793千円 

 

 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     242,329千円

現金及び現金同等物  242,329千円 
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㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 

(リース取引関係) 

前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

― 

１ リース取引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 

① リース物件の取得価格相当額、 

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 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高

相当額 

（千円） 

工具

器具

及び

備品 

17,985 870 17,144 

合計 17,985 870 17,144 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,548千円 

１年超 13,591千円 

合計 17,140千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当 

額及び支払利息相当額 

支払リース料      944千円 

減価償却費相当額    870千円 

支払利息相当額      99千円 

④ 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。 

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。 

― 

 

― 16 ― 



㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 

 (有価証券関係) 

前四半期会計期間末（平成18年９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。 

当四半期会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１ 時価のある有価証券 

区分 当四半期末(平成19年９月30日) 

(2) その他有価証券 
取得原価 

(千円) 

四半期貸借対照表計上額

(千円) 

差額 

(千円) 

① 株式 4,729 4,824 94

合計 4,729 4,824 94

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

該当事項はありません。 

  前事業年度末（平成19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。 
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㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 

(デリバティブ取引関係) 

前四半期会計期間末（平成18年９月30日現在） 

   デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

当四半期会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１ 取引の状況に関する事項 

（１）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨オプション及び為替予約取引であります。 

（２）取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行 

わない方針であります。 

（３）取引の利用目的 

     通貨オプション取引は外貨建ての仕入債務における為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取    

    引を利用しております。 

（４）取引に係るリスクの内容 

     通貨オプション及び為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引の契 

約先は、信用度の高い国内の金融機関であり、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないものと 

判断しております。 

（５）取引に係るリスク管理体制 

     デリバティブ取引に関する方針を定め，財務部長決済、社長による承認後、財務部で取引が行われ管 

理されております。 

（６）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブにおける名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

         通貨関連 

取引種類 
契約額等 

（千円） 

契約額等の 

うち１年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

為替予約取引（注2） 

買建  ユーロ 
257,636 214,659 250,132 △7,504 

オプション取引（注1.2） 

買建  ユーロ 
149,620 119,696 143,916 △5,703 

合計 407,256 334,355 394,049 △13,207 

     （注）１. オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプット 

オプションが一体の契約のため、一括して記載しております。 

        ２. 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております 

― 18 ― 



㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 

(持分法投資損益等) 

前四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30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19年７月１日 至 平成19年９月30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18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等) 

前四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

前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。 

当四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30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18年７月１日 至 平成19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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㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 

(１株当たり情報) 

 
前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 4,647円17銭

 

１株当たり純資産額 8,458円91銭

 

１株当たり純資産額 9,324円77銭

 

１株当たり四半期純損失 352円98銭

 

１株当たり四半期純損失 867円40銭

 

１株当たり当期純利益 678円66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、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。 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
639円82銭

 

    

(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18年７月１日

至 平成18年９月30日)

当四半期 

(自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千

円） 
147,882 309,256 340,634

普通株式に係る純資産額（千円） 145,177 306,551 337,929

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 2,705

普通株式の発行済株式数（株） 31,240 36,240 36,240

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） 
31,240 36,240 36,240

 

２ １株当たり四半期(当期)純利益 

 
前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日)

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日)

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

損益計算書上の四半期（当期）純利益

（千円） 
△11,026 △31,434 22,475

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円） 
△11,026 △31,434 22,475

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） 31,240 36,240 33,117

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳（株） 

   新株予約権 

― ― 2,010

普通株式増加数（株） ― ― 2,010

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） 
―
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㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 

(重要な後発事象) 

前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

― ― ― 
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㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 

５．その他 

（1）役員の異動 

  平成19年11月１日をもって、取締役荻野征夫氏は辞任いたしました。 

なお、同氏は引き続き医療・産業機器事業部部長として当社に勤務いたします。 

 

（2）その他 

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18年７月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

比較増減 
 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期（％） 

液晶機器事業 28,781 36,459 7,678 26.7

医療機器事業 ― ― ― ― 

計測機器事業 ― ― ― ― 

産業機器事業 ― ― ― ― 

合計 28,781 36,459 7,678 26.7

 (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18年７月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30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 59,914 4,170 49,773 12,882 △10,142 8,712

医療機器事業 24,503 11,750 26,002 17,641 1,499 5,891

計測機器事業 12,769 1,859 11,479 1,583 △1,290 △276

産業機器事業 32,943 5,416 45,535 9,887 12,592 4,471

合計 130,129 23,195 132,790 41,994 2,659 18,798

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

      

 

 ③ 販売実績 

前年同四半期 

(自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当四半期 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

比較増減 
 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期（％） 

液晶機器事業 60,932 47,455 △13,477 △22.1

医療機器事業 22,690 22,463 △227 △1.0

計測機器事業 11,117 11,366 249 2.2

産業機器事業 31,604 44,453 12,849 40.7

合計 126,345 125,738 △607 △0.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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