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   (百万円未満切捨て)

1.平成20年６月中間期の業績（平成19年７月１日～平成19年12月31日） 
 (1) 経 営 成 績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益 

  百万円 ％  百万円    ％  百万円    ％  百万円   ％

20年６月中間期 252 △12.1 △87 △430.4 △99 △308.3 △60 △389.4 

19年６月中間期 287 42.8 △16 ― △24 ―  △12 ― 

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

 

 
１株あたり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株あたり中間 

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20年６月中間期 △1,682 36 ― ― 

19年６月中間期 △398 75 ― ― 

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月中間期 677 279 40.9 7,643 76 

19年６月中間期 502 146 28.6 4,601 40 

19年６月期 679 340 49.7 9,324 77 

（参考）自己資本  19年12月中間期  276百万円  18年12月中間期  143百万円  19年６月期  337百万円 

 (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月中間期 △97 △90 170 224 

19年６月中間期 △5 △6 228 287 

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、対前期増減率) 

 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

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) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更（中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更   有 
② ①以外の変更          無 
〔(注) 詳細は、18ページ「中間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。〕 
(2) 発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数  19年12月中間期  36,240株  18年12月中間期  31,240株  19年6月期  36,240株 
②期末自己株式数   19年12月中間期    －株  18年12月中間期    －株  19年6月期    －株 

 （注） １株当たり中間（当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」を 
ご覧ください。 

 
 

※ 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１.経営成績（１）経営成績に関する分析をご覧ください。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間会計期間における世界経済は、米国の住宅バブル崩壊によるサブプライム問題や原油高の

影響が本格化し景気動向は減速しており、製造業を中心とした設備投資の抑制等、また液晶業界に

おいても再編への取り組みなど変革点にあり将来予測は困難な状況にあります。 

このような状況下で当社は、平成19年２月14日札幌証券取所アンビシャス市場上場後ほぼ１年を

経過いたしましたが、上場効果は大きく事業拡大のチャンスは確実に成果を結びつつあり、新規営

業先も順調に増加しております。 

   しかしながら液晶機器事業においては、中国企業向け液晶検査装置の大型受注販売が下半期へず

れ込んだため予想を下回り、前年同期に比べて減収となり、87百万円（前年同期比38.2％減）とな

りました。 

医療機器事業においては、医療用フット・スイッチの受注増による販売個数の増加はあったもの

の低単価品の販売であったため、また在庫調整の影響により、売上高は48百万円（前年同期比3.7％

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が遅れたものの、従来からの顧客

の受注が堅調に進み、微増ではありますが23百万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

産業機器事業においては、上場効果による新規顧客の獲得が引き続き堅調であり、売上高93百万

円（前年同期比27.0％増）となりました。 

  売上原価においては、海外からの輸入仕入に関する為替変動に備え、為替予約及び為替オプショ

ン取引を採用したことにより原価レートは安定し原価率の改善が為されましたが、液晶機器事業に

おける利益率の高い中国向け受注販売の遅れによ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いては、本社の移転による費用5百万円が一時的に発生しており、

将来に向けた投資としての人員強化に伴う人件費等の増加などにより134百万円を計上しております。 

なお、為替オプション取引等に伴う為替差益3百万円、仕入割引1百万円を営業外収益として計上

しております。 

  この結果、当中間会計期間における売上高は252百万円（前年同期比12.1％減）、営業損失87百万

円（前年同期比430.4％減）、経常損失99百万円（前年同期比308.3％減）、中間純損失60百万円

（前年同期比389.4％減）となりました。 

  通期の見通しにつきましては、新年より液晶関連事業の増産が各企業において計画されており、

北京オリンピックを８月に控えた中国経済の伸びも大きく期待され、当社の業績に好影響を与える

ものと考えられます。当社の液晶機器事業においては、例年下半期に売上が集中する傾向にありま

すが、下期にずれ込んだ中国企業への販売だけでなく、新規中国企業向け及び新規国内向け受注販

売も見込まれており、医療・計測・産業機器事業の業況も順調に推移しております。 

  当期の業績につきましては、従来予測通り売上高は1,126百万円（前期比35.4％増）、営業利益

142百万円（前期比142.1％増）、経常利益133百万円（前期比242.9％増）、当期純利益77百万円

（前期比245.4％増）を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

・当中間会計期間末の資産、負債、資本の状況 

    当中間会計期間末における財政状態は、総資産が前中間会計期間末に比べ174百万円増の677百

万円となりました。 

    流動資産の残高は、558百万円（前中間会計期間末は、492百万円）となり、65百万円増加しま

した。これは現金及び預金の減少62百万円、売上債権の増加23百万円、たな卸資産の増加48百万

円、繰延税金資産の増加32百万円が主な要因であります。 

固定資産の残高は、118百万円（前中間会計期間末は、10百万円）となり、108百万円増加しま

した。これは有形固定資産の増加87百万円、投資その他の資産の増加19百万円によるものであり

ます。 

流動負債の残高は、393百万円（前中間会計期間末は、353百万円）となり、40百万円増加しま

した。これは買掛金の増加15百万円、短期借入金の増加10百万円、デリバティブ負債の増加13百

万円が主な要因であります。 

固定負債の残高は4百万円（前中間会計期間末は、3百万円）となり、1百万円増加しました。こ

れは退職給付引当金の増加1百万円によるものであります。 

純資産の残高は、279百万円（前中間会計期間末は、146百万円）となり、133百万円増加しまし

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26百万円によるものであります。 

 

・当事業年度のキャッシュ・フローの状況 

    当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による支

出97百万円、投資活動による支出90百万円、財務活動による収入170百万円となり、前中間会計期

間と比べ62百万円減少し、当事業年度末には、224百万円（前年同期 287百万円）となりました。

また、当中間会計期間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、△97百万円（前年同期 △5百万円）となりました。こ

れは主に、税引前中間純損失100百万円に対し、売上債権の減少額194百万円、たな卸資産の増加

額58百万円、仕入債務の減少額111百万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、△90百万円（前年同期 △6百万円）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出88百万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、170百万円（前年同期 228百万円）となりました。こ

れは主に、短期借入金の増加170百万円によるものであります。 
 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成18年６月期 平成19年６月期
平成20年６月 

中間期 

自己資本比率（％） 49.1 49.7 40.9 

時価ベースの自己資本比率（％） ― 86.7 96.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ― 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

（注1）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。利払いにつきましては、 

キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

（注3）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。 

（注4）平成18年６月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社が非上場であり、時価ベー
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スの自己資本が把握できないため記載しておりません。 

（注5）平成18年６月期と平成19年６月期、平成20年６月中間期はいずれも、営業キャッシュ・フロー

がマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レ

シオは記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の配当政策に関する基本的な考え方は、投資家の皆様に満足をいただける利益配当を恒常的に

行うことができるよう、まずは磐石な財務体質を築くための内部留保を充実させるということであり、

現在までは配当を実施しておりません。 

新規事業投資等に必要な内部留保は従来どおり行いつつ、昨今の世情を勘案し、今後は当期純利益

を基準とした配当性向を重視し利益配当による株主還元を検討していく所存であります。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下には、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を

記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投

資判断上重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載

しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避および発

生した場合の対応に努力する方針でありますが、本株式に対する投資判断は、本項及び本書中の本項

目以外の記載内容もあわせて、慎重に検討した上で行われる必要があります。 

なお、記載事項のうち将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したもので

あります。 

① 市場環境等に関する事項 

（ア）技術革新の対応について 

液晶機器事業において当社が製造する液晶技術製品は、液晶製造装置（タッチパネル）及び液晶検

査の 終工程における検査機器であり、今後液晶に代わるディスプレイ等が開発された場合、市場規

模は縮小し、液晶製品の生産が中止される可能性があります。 

医療機器事業において当社が販売する医療機器は、製品基準等の変更により基準に適合しない場合、

販売に影響があるものと考えられます。また、新製品に対応した研究開発については、メーカーに依

存しており、その対応が遅れるような場合には、同業他社に優位性を奪われる可能性があります。 

計測機器事業において当社が販売する計測機器は、トレーサビリティが確保された校正証明書の発

行が可能な製品ですが、技術革新により性能と価格の優位性が失われた場合には、同業他社に優位性

を奪われる可能性があります。 

産業機器事業において当社が販売する産業安全機器は、今後新たな規格（国際規格も含む）が制定

された場合、あるいは日本における安全への取り組みが大きく変化した場合、技術的な対応をメーカ

ーに依存しているため、その対応が遅れるような場合には、同業他社に優位性を奪われる可能性があ

ります。 

このように各種液晶技術製品及び医療・計測・産業技術商品は技術革新が速く、日進月歩で進化し

ており、また基準規格等の変更などの対応の遅れによっては販売機会の損失など当社の業績および財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

（イ）法規制の適用の可能性について 

当社製品および商品に関して、特別な法規制は現在ありませんが、今後、強化され、各事業におけ

る競争力が低下した場合には、当社の事業の推進に支障をきたし業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

（ウ）市場動向の変動について 

当社の液晶機器事業は、デジタル家電や携帯電話、パソコンといった液晶ディスプレイを有する機

器市場が牽引役となっております。これらの業界は、情報化・ユビキタス社会への進展という流れに

向けて、その基幹産業部門として今後、しばらくは拡大基調を続けていくものと考えられますが、予

想外の市場の収縮があった場合には、当社液晶機器事業の製品の売上が減少し、当社の業績に影響を
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及ぼす可能性があります。 

なお、液晶事業部門におきましては、新規顧客開拓に努めており、主要販売先への売上高が全体の

売上高に占める割合は年々低下傾向にあり、今後も引続き特定の取引先に依存しない経営体制作りを

進めてまいります。 

 (エ) 季節変動性について 

当社取引先の設備投資について、例年年度末から新年度早々に計画が為されることが多く、3月末

を年度末とする企業がその大半です。当社は年度末が6月であることから、それら需要の取り込みが

下半期となり、収益構造は下半期に売上、利益が集中しております。下半期の取引が見込通り達成

しない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（単位：千円） 

第２期 

（自 平成16年７月１日 

   至 平成17年６月30日） 

第３期 

（自 平成17年７月１日 

   至 平成18年６月30日） 

第４期 

（自 平成18年７月１日 

   至 平成19年６月30日） 

 

上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 

売上高 
4,136 188,691 192,827 201,304 400,670 601,974 287,434 544,635 832,069

経常利益又は 

経 常 損 失

（△） 
△5,252 11,555 6,303 △25,054 76,200 51,146 △24,462 63,529 39,067

（注） 半期ごとの数値については、優成監査法人の監査を受けておりません。 

   

② 特定の事業分野等への依存について 

(ア) 液晶機器事業への依存について 

当社の売上高に占める液晶機器事業の割合は、当中間会計期間においては34.5%（19年６月期

60.2％）となっております。 

また、液晶業界の伸びとともに、液晶ディスプレイ新規工場建設または新ライン増設などにより、

当社液晶機器事業に係る受注も継続して増加すると思われます。また、新規納入したラインの製品

の設計変更があった場合にも、当社液晶機器事業での個別対応による売上も継続する見込みで、当

事業年度において、さらに当社の売上高に占める液晶機器事業の割合が増えることは確実であり売

上の大きな部分を占めております。 

従って、液晶機器事業が何らかの事情により継続が困難な状況に陥った場合、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

(イ) 特定の取引先への依存について  

現在、当社の売上高の内、東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社（TMD）を主要な取引先と

しており、取引先が保有する事業設備及び顧客情報などの重要な財産を取り扱って事業を運営して

おります。今後、東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社の技術革新等により投資構造が大き

く変化した場合や不測の事態により安全品質管理及び情報管理に不備を発生させた場合には、当社

との取引額に影響を与える可能性があります。当社としては安全管理及び情報管理に対する重要性

を十分認識し各種マネジメントシステムの確実な実行や社内の管理体制の徹底指導などを整備し管

理強化に取り組んでおります。 

また、新規顧客の開拓に努めた結果、前事業年度において中国の液晶製造メーカー向けに商社を販

売先として液晶製造装置の納入をいたしました。今後とも引き続き取引先を増加させていくことに

より、より安定的に経営を進める所存ではありますが、急激な取引増加は製造部門において対応が

困難なため徐々に進めてまいります。 

医療機器事業、計測機器事業および産業機器事業においては、商品の大半を海外から輸入しており

ます。輸入先であるドイツ、イギリスは政治的、経済的に安定しておりますが、今後これらの国々

が政治的、経済的に不安定となり、輸入が困難となった場合には、当社事業に影響を及ぼす可能性

があります。 
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（ウ）製品の海外市場への依存について 

  当社は、現時点では、液晶機器事業における直接的な海外市場への事業展開は考えておりませんが、

北京オリンピックを控えた巨大市場である中国など東南アジア地域でのビジネス展開を視野に入れた

国内液晶ディスプレイメーカーの海外生産シフトの影響で、国内メーカーや商社への販売を通じた当

社の液晶技術製品の納入先も、海外、特に中国を中心とした東南アジアでの納入が顕著になっており

ます。したがって、機器納入先である海外において、政治的、経済的に不安定な状態となり、液晶デ

ィスプレイメーカーが撤退するような場合、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 財政状態及び経営成績の変動について 

（ア）社歴が浅いことについて 

当社は、平成15年10月に設立され、現在設立後５年目という社歴の浅い会社であります。また、第

１期事業年度においては、実質的に営業内容が現在と異なりかつ９ヶ月決算でもありました。その

ため、十分な期間にわたる財務数値が得られないなど、過年度の財務状態及び経営成績では期間業

績比較を行うための十分な財務資料が得られておりません。今後の事業展開につきましても、過年

度の経営成績だけでは当社の売上高、利益などの成長性を判断するには十分とはいえないと考えて

おります。 

なお 近4年間の経営成績は以下のとおりです。 
回次 第1期 第2期 第3期 第4期 

決算年月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月
売上高 (千円) 572 192,827 601,974 832,069
経常利益又は経常損失（△） (千円) △43,123 6,303 51,146 39,067

当期純利益又は当期純損失（△) (千円) △43,170 16,248 52,023 22,475

資本金 (千円) 10,000 38,000 44,200 123,825

純資産額 (千円) △33,170 91,780 158,909 340,634

総資産額 (千円) 1,917 185,760 318,456 679,485

１株当たり純資産額 (円) △33,170.04 2,976.02 5,000.15 9,324.77
１株当たり当期純利益又は当期
純損失（△）  

(円) △43,170.04 1,222.69 1,675.06 678.66

（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

設立第１期事業年度は、米国ｄBｍ社製品（光測定器等）の販売および中国におけるビジネス展開

を探る目的で開始されましたが、十分な成果を得ることができず572千円の売上で推移し、事業再編

を行いました。 

第２期事業年度は、平成16年12月より医療機器事業を開始し、平成17年２月より㈱WAVEと合併し液

晶機器事業を開始し、192,827千円の売上を計上いたしました。特に液晶機器事業は売上利益に貢献

し経常利益は6,303千円、当期純利益は16,248千円となりました。また、第三者割当増資を行い、債

務超過を解消いたしました。  

第３期事業年度は、液晶機器事業が順調に推移し新規取引先の増加もあり売上高は、385,774千円

を計上いたしました。平成17年10月より産業機器事業を開始し、売上高94,033千円を計上、医療・計

測機器事業とともに新たな柱として貢献しております。 

第４期事業年度は、液晶タッチパネル製造装置の販売が寄与し液晶機器事業は堅調に推移したため、

また、産業機器事業の伸長により、売上高は832,069千円を計上いたしました。 

（イ）財政状態の変動について 

当社は第１期事業年度において創業赤字として、43,170千円の当期純損失を計上し、その結果

33,170千円の債務超過となりました。 

第２期事業年度において、積極的に液晶機器事業・医療機器事業等の新規事業の立ち上げてまいり

ました。また、平成16年12月１日および平成17年６月30日に第三者割当増資を行い、平成17年２月１

日には㈱WAVEとの合併により財務体質の改善に努め債務超過を解消いたしましたが、累積損失26,921

千円が残っております。 

第３期事業年度においては、液晶機器事業の売上高が大きく貢献するとともに医療・産業機器事業
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も順調に伸びた結果、経常利益は51,146千円を計上し累積損失を解消しております。 

第４期事業年度においては、平成19年２月14日に札幌証券取引所アンビシャス市場上場による公募

を実施し、財務体質は更に強固となり、また、経常利益39,067千円を計上し内部留保を充実させてお

りますが、今後の経済状態や製造部門の遅れ・取引先の都合により納品体制に支障が発生するような

可能性があり、次年度以降も同様の成長を継続できる保証はありません。 

 （ウ）為替変動の影響について 

当社は、液晶機器事業において製品の一部を中国へ輸出し、医療機器事業、産業機器事業におい

て商品をドイツから輸入し、計測機器事業において商品をイギリスから輸入しています。一部につ

いては為替予約等により為替変動リスクを軽減するよう努めていますが、大きな為替変動がある場

合は、当社の業績に影響が生じる可能性があります。 

（エ）新規参入の可能性について 

当社医療機器事業での主力商品であるフットスイッチは、認定基準の厳しい欧州での認定を受けて

おりますが、今後国内メーカーが新規参入する可能性があります。医療分野においては、今後も設

備投資が継続的に行われるものと思われますが、技術的には開発も可能であり参入障壁は低いもの

と考えられます。また、当社輸入元企業が今後日本に進出する可能性も否定できません。このよう

な場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社計測機器事業および産業機器事業にお

ける商品についても、同様の新規参入により業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（オ）部材調達における環境規制について 

近年、産業界の環境問題に対する関心の高まりから、使用部品や製品構成機器の環境保全対応の要

求が多くなり、RoHS（ロス）指令を始めとした環境規制が高まってきております。当社は、早急に

環境規制に対応するべく、代替部材の調達、代替が困難な部品については、設計を変更する等の措

置を講じておりますが、代替部材が手当てできる前に、現在、使用している部材が生産中止になる

可能性や、代替部材による生産原価アップの可能性があります。このような場合、製品の生産がで

きなかったり、コスト高になり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 組織及び役員に関する事項 

（ア）小規模な経営組織であることについて 

当社は当中間事業年度末日において取締役３名、監査役３名、従業員20名と規模が小さく、そのた

め内部管理体制もこのような組織規模に応じた簡易なものとなっております。当社は、今後事業の拡

大及び社内管理システム拡充などの観点から、人員の増強、内部管理体制の強化を図る予定です。し

かしながら、人材などの確保が予定通り進まなかった場合、あるいは、既存の人材が社外流出、病気

等における長期休暇が生じた場合には、当社の経営活動に支障が生じ、当社の業績に影響を及ぼす恐

れがあります。 

（イ）特定の経営者への依存について 

当社は企業規模が小さく、業務上、少人数の経営陣に依存しております。これらの経営陣がその任

務を継続的に遂行することも当社の成長要因の一部を構成しております。特に当社の事業は、代表取

締役社長兼CEO那須 郁雄、ならびに代表取締役兼CTO高橋 進の経営能力、技術力、営業力、人的ネッ

トワーク等に依存する点も大きく、今後、会社組織を整備し優秀な人材を採用及び育成していく予定

ではございますが、組織的経営が軌道に乗る前に役員が退任等の理由により経営から退いた場合、当

社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 当社と株式会社フォトニクスとの関係について 

   当社筆頭株主であった株式会社フォトニクスは、保有する全株式8,635株（議決権の所有割合

23.8％）を平成19年12月21日に売却しております。この結果、当社と株式会社フォトニクスにおい

て資本関係は無くなっております。 

また、新たに、株式会社信和総合リースが3,500株（議決権の所有割合9.6％）、株式会社イチヤ

が3,000株（議決権の所有割合8.2％）、株式会社GIPの管理するグロースファンド10号業務執行組合
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員が3,000株（議決権の所有割合8.2％）、グロースキャピタルファンド1号業務執行組合員が2,000

株（議決権の所有割合5.5％）を取得しております。 

これら株主構成の変動による当社業績等への影響はありません。今後、株式会社フォトニクス並

びに株式会社信和総合リース、株式会社イチヤ、株式会社GIPとは良好な関係を維持・発展していき

ますが、株式の売却等により株主構成が変動した場合、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 

    

⑥ 新株予約権について 

    当社は、平成17年６月15日開催の取締役会決議（平成13年改正旧商法第280条ノ20に基づく）に

基づき新株予約権を当社及び関係会社の取締役、監査役及び従業員並びに外部パートナーに付与し

ております。 

当中間会計期間末日現在、これらの新株予約権による潜在株式数は5,410株であり、発行済株式総

数36,240株14.9％に相当しております。 

これらの新株予約権は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるロックアップ期間が平成19年

８月12日に解除されたため、その行使が実行されることにより発行された新株は、将来的に当社株

式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、当社株価形成へ影響する可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成19 年９月27日提出）における「事業の内容 （１）事業の概要 

（２）事業系統図」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

（３）当社の関係会社の状況 

   その他の関係会社であった株式会社フォトニクスは、保有する当社の全株式8,635株（議決権の所

有割合23.8%）を平成19年12月21日に売却したことにより、当社と株式会社フォトニクスの資本関係

は無くなっております。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

  高品質・短納期を主題として、ユビキタス社会を支えるインフラの一翼を担う 高レベルの製 

品を提供する。 

  次の時代、未来（NEXT）を創造するチカラ、先陣を切って進んでいく（IN）チカラで、新しい 

架け橋となる。 

 

(2) 目標とする経営指標 

  当社は、事業の成長性に裏打ちされた企業価値の継続的な拡大を目指しており、その実現を 重 

要な経営課題としております。事業規模の拡大及び高収益体質を構築することにより企業価値の  

大化に努めてまいる所存であります。 

  重要な経営指標としては売上高経常利益率、売上高成長率を重視し経営努力してまいる所存で 

あります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

  当社を取り巻く環境は、市場の拡大を見せており、主力業務である液晶機器事業は、液晶製造装

置（タッチパネル）の受注を今後継続的に受ける見込みでもあり、また、増産が続く携帯電話を中

心とした中小型液晶ディスプレイ向け検査機器の製造を軸に、2008年の北京オリンピックに向けた

液晶テレビ向け検査装置の拡販が見込まれております。従来よりの 優良顧客である東芝松下ディ

スプレイテクノロジー株式会社を中心としての事業展開を進めていくだけでなく、中国における展

開も視野に入れており、実質的に参入を果たしております。 

  また、国内地上波デジタル放送の開始が2011年に開始されることは決定済みで、液晶テレビの需

要増加が見込まれるなか、当社は主要顧客３社を中心として成長を図ってまいります。 

  医療・計測・産業機器事業においては、輸入商品の販売であり納入先企業様において製品力の優

位性を認識されつつあることから将来的に更なる拡販の実施を図ってまいります。 

  このような状況のなかで、当社は以下の事項を課題として認識し、対処を行ってまいります。 

① 顧客ニーズの迅速な対応（製造部門の人員強化） 

② 営業力の強化 

③ コンプライアンス体制の整備 

④ 企業規模の拡大に伴う社内管理体制の強化 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社製商品の主力である液晶機器事業における液晶製造装置及び液晶検査機器は、飛躍的に生産

量が増大している携帯電話の他、カーナビ・テレビ・パソコン等に用いられており、特に液晶検査

装置は、液晶ディスプレイ製造工程において必要不可欠なパネル検査工程で使用されております。 

また、医療機器事業における主力販売商品であるフットコントローラ市場においては、今後、通

信技術であるBluetoothを医療分野に応用した新たな商品が形成される兆候が見られ市場の拡大が

見込まれております。 

計測機器事業、産業機器事業においても日本における市場拡大余地が大きな分野であります。 

上記のとおり、当社のおかれている事業環境において広がるビジネスチャンスを的確に捉え、

「ユビキタス・ネットワーク社会を創造するソリューション・カンパニー」としての地位を確固とし

たものとし、更なる事業展開を推進していくため、今後の対処すべき課題として以下の項目を重要

課題としております。 

 

①液晶機器事業 

（ア）人材の確保と育成 

当社は、「ユビキタス・ネットワーク社会を創造するソリューション・カンパニー」として成長

するために、各事業領域において、さらなる業容拡大を支える事業部門の後継技術者を育成し、か

つ積極的に優秀な人材の採用を図ることを 重要課題として取り組んでいく方針です。 

（イ） 生産技術の向上 

当社が現在主力製品としている液晶技術製品マーケットは今後拡大が想定されているため、生産
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技術能力を向上していく必要があります。また生産技術能力を向上させることで、メーカーとして

のノウハウ蓄積と、顧客ニーズである製品の短納期を可能とすることで信頼性を高め、収益基盤を

より強固なものとするように図って参る方針です。 

（ウ） 新規顧客の獲得 

当社が現在主力製品としている液晶技術製品は、顧客の液晶ディスプレイ製造の中核であり、製

造・検査工程において欠かすことのできない製品で、当社は製造工程に関する顧客ニーズを蓄積し

ております。こうした顧客ニーズに応える液晶ディスプレイ製造・検査装置の納入を継続するとと

もに、新たな顧客の獲得など、業容の拡大を図って参る方針です。 

 

②医療・産業機器事業 

  （ア）液晶機器事業分野と同様、通信技術であるBluetoothを医療分野に応用し、医療・産業機器分

野における「ユビキタス・ネットワーク社会を創造するソリューション・カンパニー」として成長

するために、各事業領域において、さらなる業容拡大を支える事業部門の後継技術者を育成し、か

つ積極的に優秀な人材の採用を図ることを 重要課題として取り組んでいく方針です。 

（イ）新規顧客の獲得 

医療機器事業の主力商品であるフットコントローラの応用範囲は広いため、新たな顧客ニーズを

幅広く掘り起こして参ります。また、産業機器事業で扱う安全機器については、各企業が独自に安

全（防爆）基準を構築する中、新たな顧客の獲得など業容 の拡大を図って参る方針です。 

③ 管理部門の体制強化 

管理部門についても、タイムリーディスクロージャーやコーポレート・ガバナンス強化及び迅速

な開示体制の強化の観点から優秀な人材の確保を行って参ります。 

④ 新規事業の開拓 

当社は一層の成長に向けて、現有事業の拡大に加え、当社が擁する液晶関連技術、国内外の顧客 

ネットワーク等を活かした新規事業の開拓に注力していく方針です。 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

経営上の重要な契約 

  当社は以下の各取引先と販売代理店契約を締結しております。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

K.A.SCHMERSAL GMBH&Co. 

（独シュメアザールグループ) 
ドイツ 

独シュメアザールグープの 

取扱製品 
販売代理店契約 

平成18年７月４日より 

当事者いずれかよりの 

申し出がない限り期限なし 

Elcometer Instruments 

Limited 

（英エルコメーター社） 

英国 
英エルコメーター社の 

塗装関連検査装置 
販売代理店契約 

平成18年11月１日より 

当事者いずれかよりの 

申し出がない限り期限なし 

Steute Schaltgerate 

Gmbh&Co.KG 

(独シュトイテ社) 

ドイツ 
独シュトイテ社の 

医療関係機器用製品 
販売代理店契約 

平成18年12月７日より 

当事者いずれかよりの 

申し出がない限り期限なし 

(注) 契約期間につきましては、いずれも事前の契約解除通告がない限り継続するものとなっております。 
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4. 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 
前中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

比較 
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  287,116 224,487 △62,628  242,329

２ 受取手形  44,552 47,553 3,001  30,352

３ 売掛金  68,541 89,278 20,736  300,997

４ たな卸資産  79,352 128,277 48,924  69,705

５ 繰延税金資産  10,591 42,722 32,130  3,601

６ その他  2,589 28,460 25,871  5,016

７ 貸倒引当金  － △2,081 △2,081  △832

流動資産合計  492,743 98.0 558,698 82.5 65,954  651,171 95.8

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

 （1）建設仮勘定  － 87,311 87,311  －

（2）その他  807 1,252 444  894

 有形固定資産合計  807 0.2 88,563 13.1 87,755  894 0.1

２ 無形固定資産  690 0.1 1,328 0.2 637  721 0.1

３ 投資その他の資産  8,645 1.7 28,614 4.2 19,968  26,698 4.0

固定資産合計  10,143 2.0 118,505 17.5 108,361  28,313 4.2

資産合計  502,886 100.0 677,203 100.0 174,316  679,485 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 
当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

比較 
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  32,404 47,953 15,549  149,948

２ 短期借入金  300,000 310,000 10,000  140,000

３ その他  20,858 35,405 14,546  45,199

流動負債合計  353,262 70.3 393,358 58.1 40,095  335,148 49.3

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  3,171 4,129 958  3,702

固定負債合計  3,171 0.6 4,129 0.6 958  3,702 0.6

負債合計  356,433 70.9 397,488 58.7 41,054  338,850 49.9

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  44,200 8.8 123,825 18.3 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 17.3 166,527 24.6 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  12,645 △13,391 △26,036  47,577

利益剰余金合計  12,645 2.5 △13,391 △2.0 △26,036  47,577 7.0

株主資本合計  143,747 28.6 276,960 40.9 133,213  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 

 － － 48 48  － －

評価・換算差額等合計  － － 48 0.0 48  － －

Ⅲ 新株予約権  2,705 0.5 2,705 0.4 －  2,705 0.4

純資産合計  146,452 29.1 279,714 41.3 133,262  340,634 50.1

負債純資産合計  502,886 100.0 677,203 100.0 174,316  679,485 100.0
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(2) 中間損益計算書 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

比較
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  287,434 100.0 252,613 100.0 △34,820  832,069 100.0

Ⅱ 売上原価  204,925 71.3 206,055 81.6 1,130  570,227 68.5

売上総利益  82,508 28.7 46,557 18.4 △35,951  261,841 31.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  99,018 34.4 134,124 53.1 35,106  202,826 24.4

営業利益又は営業 
損失（△） 

 △16,509 △5.7 △87,567 △34.7 △71,057  59,015 7.1

Ⅳ 営業外収益  1,324 0.4 5,328 2.0 4,004  2,970 0.4

Ⅴ 営業外費用  9,278 3.2 17,634 7.0 8,356  22,918 2.8

経常利益又は経常 
損失（△） 

 △24,462 △8.5 △99,873 △39.5 △75,410  39,067 4.7

Ⅵ 特別利益  1,438 0.5 6 0.0 △1,432  606 0.1

Ⅶ 特別損失  － － 198 0.1 198  － －

税引前当期純利益 
又は税引前中間 
純損失（△） 

 △23,024 △8.0 △100,065 △39.6 △77,041  39,673 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

146 197  21,139 

法人税等調整額 △10,714 △10,567 △3.7 △39,294 △39,097 △15.5 △28,529 △3,941 17,197 2.1

当期純利益又は 
中間純損失（△） 

 △12,456 △4.3 △60,968 △24.1 △48,511  22,475 2.7
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12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

当中間期間中の変動額   

 中間純損失  △12,456 △12,456  △12,456

 株主資本以外の項目の 
当中間期間中の変動額(純額) 

  

当中間期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― △12,456 △12,456 ― △12,456

平成18年12月31日残高(千円) 44,200 86,902 12,645 143,747 2,705 146,452

 

 

 

当中間会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31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  

当中間期間中の変動額   

 中間純損失  △60,968 △60,968  

 株主資本以外の項目の 
当中間期間中の変動額(純額) 

 48 48

当中間期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― △60,968 △60,968 48 48

平成19年12月31日残高(千円) 123,825 166,527 △13,391 276,960 48 48

 

 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  △60,968

 株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

 48

当四半期中の変動額合計 
― △60,920

(千円) 

平成19年12月31日残高(千円) 2,705 279,714
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(4)中間キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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  

税引前中間(当期)純利益 △23,024 △100,065  39,673

 減価償却費 328 362  917

 デリバティブ評価損 ― 13,138  ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,438 1,249  △606

 退職給与引当金の増加額 531 427  1,062

 受取利息 △9 △261  △106

 為替差益 ― △34  ―

 支払利息 2,438 4,018  5,859

 売上債権の増減額（△は増加） 67,916 194,518  △150,339

 たな卸資産の増加額 △20,526 △58,572  △10,878

 仕入債務の増減額（△は減少） △33,864 △111,154  83,680

 その他 4,893 △15,018  20,367

小計 △2,753 △71,392 △68,639 △10,370

 利息受取額 9 261  106

 利息の支払額 △2,794 △4,157  △6,042

 法人税等の支払額 △146 △22,380  △166

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
△5,686 △97,669 △91,983 △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 △391 △88,139  △918

投資有価証券の取得による支出 ― △5,022  ―

敷金保証金の差入による支出 △6,400 △345  △20,444

敷金保証金の回収による収入 ― 6,400  ―

保険積立金の積立による支出 ― △2,724  △4,747

その他 ― △376  △179

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△6,791 △90,208 △83,417 △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 230,000 170,000  70,000

 その他 △1,522 ―  143,976

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
228,477 170,000 △58,477 213,976

Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる 

  換算差額 
― 34 34 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 215,999 △17,842 △233,841 171,213

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
71,116 242,329 171,213 71,116

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
287,116 224,487 △62,629 242,329
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中間諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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 

 当中間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 

同左 

（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、当中間会計期間負担

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 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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 

 

 

― 19 ― 



㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 中間決算短信（非連結） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

           至 平成19年12月31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。 

 これによる当中間会計期間への損益 

に与える影響は軽微であります。 

 

― 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い) 

 当中間会計期間より、「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、当中間

会計期間より「株式交付費」として処理

する方法に変更しております。 

これによる当中間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 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

    至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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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 中間財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(平成19年12月31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 

6,630千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,002千円

※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 中間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、当中間会計期間末日満期手

形が金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中

間末残高に含まれております。 

受取手形 2,018千円 

※３ 中間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、当中間会計期間末日満期手

形が金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中

間末残高に含まれております。 

受取手形 6,874千円

 

※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

 

 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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     1,078千円 

   受取手数料     220千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

   仕入割引     1,638千円 

   為替差益      3,308千円 

※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     2,438千円 

   株式公開費用   5,450千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息         4,018千円

    デリバティブ評価損  13,138千円

    

※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 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 

― 

４ 減価償却実施額 

    有形固定資産   186千円 

    無形固定資産   142千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  241千円 

    無形固定資産  120千円 

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 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12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 当中間会計期間末 

普通株式(株) 31,240 － － 31,240

 
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 

当中間会計

当中間 

会計期間末 

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。 

 

当中間会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年12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 当中間会計期間末 

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 

当中間会計

当四半期 

会計期間末 

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。 

 

前事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30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 当事業年度末 

普通株式(株) 31,240 5,000 ―  36,240 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株式の発行による増加 5,000株        

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
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３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 

内訳 
目的となる 

株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当事業 

当事業 

年度末 

年度末残高 

（千円） 

平成17年新株予約権 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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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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     287,116千円

現金及び現金同等物  287,116千円 

 

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     224,487千円

現金及び現金同等物 224,487千円 

 

 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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(リース取引関係) 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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 1,812 16,172 

合計 17,985 1,812 16,172 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,578千円 

１年超 12,685千円 

合計 16,264千円 

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      1,963千円

減価償却費相当額    1,812千円

支払利息相当額       243千円

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。 
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 (有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成18年12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。 

当中間会計期間末（平成19年12月31日現在） 

１ 時価のある有価証券 

区分 当中間会計期間末(平成19年12月31日) 

(2) その他有価証券 
取得原価 

(千円) 

中間期貸借対照表計上額

(千円) 

差額 

(千円) 

① 株式 5,022 5,105 82

合計 5,022 5,105 82

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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(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末（平成18年12月31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。 

当中間会計期間末（平成19年12月31日現在） 

 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 
207,427 200,659 197,177 △10,249 

オプション取引（注1.2） 

買建  ユーロ 
142,139 112,215 139,250 △2,888 

合計 349,566 312,874 336,427 △13,138 

     （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 

前事業年度末（平成19年６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。 
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(持分法投資損益等) 

前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

  関連会社がないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12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) 

前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

前中間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。 

当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

  当中間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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(１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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 4,601円40銭

 

１株当たり純資産額 7,643円76銭

 

１株当たり純資産額 9,324円77銭

 

１株当たり中間純損失 398円75銭

 

１株当たり中間純損失 1,682円36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株当たり中間純

利益については、新株予約権の残高があ

りますが、中間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株当たり中間純

利益については、新株予約権の残高があ

りますが、中間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 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日

至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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） 
146,452 279,714 340,634

普通株式に係る純資産額（千円） 143,747 277,009 337,929

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

通株式に係る中間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株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日

至  平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日

  至 平成19年12月31日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

損益計算書上の中間（当期）純利益

（千円） 
△12,456 △60,968 22,475

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
△12,456 △60,968 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株当たり中間（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株当たり中間（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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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

    至  平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

(参考) 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

（新株の発行） 

 平成19年１月15日及び平成19年１月24

日並びに平成19年２月１日開催の取締役

会において、下記のとおり新株式の発行

（ブックビルディング方式）の決議を行

いました。 

 当該新株発行の内容は下記のとおりで

あります。 

 有償一般募集による新株式発行の払い

込みを平成19年２月13日に完了いたしま

した。 

 発行新株式数 普通株式  5,000株 

 発行価格  １株につき  35,000円 

 引受価額  １株につき  31,850円 

 発行価額  １株につき  24,650円 

 発行価額の総額    123,250,000円  

 資本組入額 １株につき  15,925円 

 資本組入額の総額   79,625,000円 

 資金使途 

   設備資金、借入金の返済及び運転 

― ― 

資金に充当する予定であります。 

 

 

― 30 ― 



㈱インネクスト（6660）平成20年6月期 中間決算短信（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 

前中間会計期間 

   (自 平成18年７月１日 

    至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

   (自 平成19年７月１日 

   至 平成19年12月31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 80,124 55,585 △24,539 △30.6

医療機器事業 ― ― ― ― 

計測機器事業 ― ― ― ― 

産業機器事業 ― ― ― ― 

合計 80,124 55,585 △24,539 △30.6

 (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 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

   至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12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 139,274 3,404 101,875 25,201 △37,399 21,797

医療機器事業 57,193 16,616 42,287 7,719 △14,906 △8,897

計測機器事業 23,059 780 23,005 966 △54 186

産業機器事業 74,185 4,888 96,521 12,133 22,336 7,245

合計 293,713 25,689 263,688 46,019 △30,023 20,331

(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 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

   至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12月31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 141,058 87,239 △53,819 △38.2

医療機器事業 50,514 48,670 △1,844 △3.7

計測機器事業 22,486 23,509 1,023 4.6

産業機器事業 73,374 93,193 19,819 27.0

合計 287,434 252,613 △34,821 △12.1

(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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当中間会計期間 前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

  至 平成18年12月31日) 

(自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12月31日) 相手先 

売上高（千円) 割合（％) 売上高（千円) 割合（％) 

竹田商事株式会社          18,744           6.5           25,580         10.1 

東芝松下ディスプレイテクノロジー 

株式会社 
71,323 24.8 25,225 10.0
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