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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第3四半期 657 ― △240 ― △278 ― △189 ―

20年5月期第3四半期 1,189 △10.4 △211 ― △262 ― △197 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年5月期第3四半期 △3,137.07 ―

20年5月期第3四半期 △3,249.20 ―

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

21年5月期第3四半期 3,271 1,831 56.0 30,478.99
20年5月期 4,091 2,033 49.7 33,423.43

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  1,831百万円 20年5月期  2,033百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― 0.00 ―

21年5月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 802 △53.5 △301 ― △389 ― △256 ― △4,260.63
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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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざま要因により、予想と異
なる結果となる可能性があります。 
２．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計適用
指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第3四半期 63,841株 20年5月期  63,841株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  3,756株 20年5月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 60,503株 20年5月期第3四半期 60,841株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年後半より顕在化した世界的金融不安が実体経済を巻き込む

動きの中で、大幅な景気の悪化に陥っております。先行き景気回復が不透明な状況から、半導体メーカーにおいて

は、設備投資の抑制や中止の動きが増加しており、当社グループの既存事業であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向

け検査装置への投資環境も厳しさを増しております。 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、第１四半期においては主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－Ｍ

ＯＳイメージャ向け検査装置への投資が韓国で再開されたことにより、好調に推移しておりましたが、第２四半期か

らは米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な景気の悪化により、需要に力強さがなくなったことから、

低調に推移いたしました。  

かつてない厳しい経済環境に立ち向かうため、当社グループは、このような状況においてもなお世界的に市場が急

拡大している太陽電池関連産業に着目し、当社グループがすでに日本国内で保有し優位性を有する太陽電池製造・検

査技術の海外市場への展開を図るため、本年２月に中国西安地区への進出を決定いたしました。またＣＣＤ／Ｃ－Ｍ

ＯＳイメージャ向け検査用光源装置の分野においては世界一を誇る既存設置台数ベースを生かしたメンテナンスサー

ビスの開拓等、積極的な取り組みを開始しております。  

またこのような厳しい事業環境を乗り切るため、本年１月、より一層の経営の合理化を行うこととし、役員報酬及

び年俸者報酬の減額、特機部の廃止、熊本事業所及び京都営業所の閉鎖、ならびに人員削減を決定し、さらなる固定

費の削減を行いました。 

 こうした取り組みの結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、657百万円（前年同期

1,189百万円より532百万円減少）、売上総利益は229百万円（前年同期464百万円より234百万円減少）、販売費及び

一般管理費は、470百万円（前年同期675百万円より205百万円減少）、営業損失は240百万円（前年同期営業損失211

百万円より28百万円の損失増加）、経常損失278百万円（前年同期経常損失262百万円より15百万円の損失増加）、当

第３四半期純損失189百万円（前年同期純損失197百万円より7百万円の損失減少）となりました。 

なお前年同期の数値は参考として記載しております。  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

（電子部品検査装置事業）  

電子部品検査装置事業において、当社グループの主要取引先である半導体業界は、大幅な世界経済の後退を受

け、多くの企業が減収・減益となり、設備投資の抑制が続いており、厳しい状況となっております。このような状

況の中、当社グループは新規事業の開拓を進めており、太陽電池パネルメーカー向けの検査装置の販売は期初目標

を達成しておりますが、光源装置を中心とした当社グループ主要製品に対する需要は、第１四半期においては、韓

国で投資が再開されたことにより好調に推移したものの、第２四半期からは米国のサブプライムローン問題に端を

発した世界的な景気の悪化により、需要に力強さがなくなったことから、低調に推移いたしました。 

以上のような状況から、当セグメントの当第３四半期連結累計期間における外部顧客に対する売上高は610百万

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において、受託研究及び画像処理技術を用いたセキュリティ製品等の販売を行った結果、

当セグメントの当第３四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は47百万円となりました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ819百万円減少し、3,271百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ979百万円減少し、2,117百万円となりました。これは主に現金及び預金の減

少等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ159百万円増加し、1,154百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ617百万円減少し、1,440百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ22百万円増加し、886百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末

に比べ640百万円減少し、554百万円となりました。これは主に社債の減少等によるものであります。  

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ202百万円減少し、1,831百万円となりました。
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キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,089百万円減少

し、799百万円となりました。  

当第３四半期転結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは258百万円の支出となりました。これは

主に減価償却費の計上83百万円はあったものの、税金等調整前四半期純損失266百万円、仕入債務の減少87百万円が

あったこと等によるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは440百万円の支出となりました。これは

主に定期預金の預入による支出301百万円、投資有価証券の取得による支出114百万円があったこと等によるもので

す。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは394百万円の支出となりました。これは

主に長期借入金の返済による支出329百万円、社債の償還による支出80百万円があったこと等によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

世界的な景気後退があり、当社グループの主要顧客の属する半導体業界においても設備投資の抑制等、厳しい見通

しが続いていることから、当社グループは、平成21年１月９日付けで業績予想数値の修正を行いました。  

その後当社グループは、このような厳しい事業環境を乗り切るため、より一層の経営の合理化を行うこととし、本

年１月、役員報酬及び年俸者報酬の減額、特機部の廃止、熊本事業所及び京都営業所の閉鎖、ならびにそれらに伴う

人員の削減を決定し、さらなる固定費の削減を行いました。 

一方で、このような状況においてもなお世界的に市場が急拡大している太陽電池関連産業に着目し、当社グループ

がすでに日本国内で保有し優位性を有する太陽電池製造・検査技術の海外市場への展開を図るため、本年２月に中国

西安地区への進出を決定いたしました。またＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け検査装置用光源装置の分野において

は世界一を誇る既存設置台数を活かしたメンテナンスサービスの開拓等、積極的な取り組みを開始しております。今

後さらなる積極的な取り組みを続け、業績改善に繋げてまいります。  

現段階におきましては、計画通りに推移しており、業績予想数値を修正すべき事由が発生していないことから、平

成21年１月９日付けで発表した予想数値を据え置くこととし、通期連結業績予想数値を売上高802百万円、営業損失

301百万円、経常損失389百万円、当期純損失256百万円とさせていただきます。 

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） 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（会計基準に関する事項の変更）  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

     ②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品・仕掛品については主として個別法による原

価法、原材料については月次総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、それぞれ、製品・仕掛品については主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）、原材料については月次総平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、当第３四半期連結累計

期間の営業利益及び経常利益は4,177千円、税金等調整前四半期純利益は13,010千円それぞれ減少しており

ます。 

- 4 -

㈱インターアクション（7725）平成21年5月期第3四半期決算短信

- 4 -



     （追加情報） 

 平成20年度の法人税法の改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計

期間より機械及び装置の一部について、耐用年数を変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 
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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 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,127,323 1,944,820

受取手形及び売掛金 182,271 293,269

有価証券 24,128 30,564

製品 120,736 116,762

原材料 308,555 316,328

仕掛品 248,642 316,344

その他 106,074 78,695

流動資産合計 2,117,731 3,096,785

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 314,712 332,852

その他（純額） 269,942 309,913

有形固定資産合計 584,654 642,765

無形固定資産   

その他 51,814 47,179

無形固定資産合計 51,814 47,179

投資その他の資産   

その他 534,140 304,994

貸倒引当金 △16,440 －

投資その他の資産合計 517,699 304,994

固定資産合計 1,154,169 994,939

資産合計 3,271,901 4,091,725

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,556 94,011

短期借入金 4,300 25,000

1年内償還予定の社債 380,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 414,551 434,812

未払法人税等 3,137 2,131

賞与引当金 8,827 －

製品保証引当金 8,337 23,076

その他 60,592 204,490

流動負債合計 886,302 863,522

固定負債   

社債 170,000 550,000

長期借入金 378,604 638,082

退職給付引当金 5,614 6,556

その他 50 50

固定負債合計 554,268 1,194,688

負債合計 1,440,570 2,058,210

- 6 -

㈱インターアクション（7725）平成21年5月期第3四半期決算短信

- 6 -



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,102,711 1,102,711

資本剰余金 1,033,711 1,033,711

利益剰余金 147,889 337,691

自己株式 △448,798 △435,250

株主資本合計 1,835,515 2,038,865

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,184 △5,350

評価・換算差額等合計 △4,184 △5,350

純資産合計 1,831,330 2,033,514

負債純資産合計 3,271,901 4,091,725

- 7 -

㈱インターアクション（7725）平成21年5月期第3四半期決算短信

- 7 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 657,733

売上原価 427,852

売上総利益 229,881

販売費及び一般管理費 470,234

営業損失（△） △240,353

営業外収益  

受取利息 4,120

受取配当金 0

固定資産賃貸料 9,889

その他 3,154

営業外収益合計 17,164

営業外費用  

支払利息 19,488

為替差損 24,696

その他 11,333

営業外費用合計 55,518

経常損失（△） △278,707

特別利益  

製品保証引当金戻入額 18,093

製造権譲渡益 30,437

特別利益合計 48,530

特別損失  

固定資産除却損 3,003

たな卸資産評価損 8,832

退職特別加算金 18,851

投資有価証券売却損 1,048

投資有価証券評価損 4,434

特別損失合計 36,170

税金等調整前四半期純損失（△） △266,348

法人税、住民税及び事業税 3,366

法人税等調整額 △79,912

法人税等合計 △76,546

四半期純損失（△） △189,802
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 94,514

売上原価 79,243

売上総利益 15,270

販売費及び一般管理費 136,788

営業損失（△） △121,517

営業外収益  

受取利息 1,141

為替差益 7,935

固定資産賃貸料 3,031

その他 218

営業外収益合計 12,326

営業外費用  

支払利息 5,913

その他 1,717

営業外費用合計 7,631

経常損失（△） △116,821

特別利益  

製品保証引当金戻入額 7,574

その他 250

特別利益合計 7,825

特別損失  

固定資産除却損 282

退職特別加算金 18,851

特別損失合計 19,133

税金等調整前四半期純損失（△） △128,130

法人税、住民税及び事業税 1,113

法人税等調整額 △42,394

法人税等合計 △41,280

四半期純損失（△） △86,849
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △266,348

減価償却費 83,609

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,440

退職給付引当金の増減額（△は減少） △942

受取利息及び受取配当金 △4,121

製品保証引当金の増減額（△は減少） △14,739

支払利息及び保証料 20,551

為替差損益（△は益） 20,701

有形固定資産除却損 3,003

たな卸資産評価損 13,010

投資有価証券評価損益（△は益） 4,434

売上債権の増減額（△は増加） 78,117

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,791

仕入債務の増減額（△は減少） △87,455

その他 △162,262

小計 △237,208

利息及び配当金の受取額 2,792

利息及び保証料の支払額 △24,788

法人税等の還付額 534

営業活動によるキャッシュ・フロー △258,669

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △301,902

定期預金の払戻による収入 30,125

有形固定資産の取得による支出 △15,351

無形固定資産の取得による支出 △14,909

投資有価証券の取得による支出 △114,343

投資有価証券の売却による収入 1,613

敷金の差入による支出 △13,314

敷金の回収による収入 11,611

貸付けによる支出 △24,000

その他 318

投資活動によるキャッシュ・フロー △440,152

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 100,000

短期借入金の返済による支出 △120,700

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △329,739

社債の償還による支出 △80,000

自己株式の取得による支出 △13,548

配当金の支払額 △606

その他 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー △394,968
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,089,274

現金及び現金同等物の期首残高 1,888,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 799,171
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

 （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 

     ３．会計処理の方法の変更    

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（１）に記載のとおり、第１四   

      半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年7月5日）を適

      用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利

      益は、電子部品検査装置事業で4,177千円減少しております。    

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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。 

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

（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・・・・・台湾、韓国、シンガポール、中国 

  (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。  

 
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 610,112 47,620 657,733 ― 657,733 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,400 1,525 3,925 (3,925) ― 

計 612,512 49,145 661,658 (3,925) 657,733 

営業利益（又は営業損失△） 103,233 △39,559 63,674 (304,028) △240,353 

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 

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 91,994 1,318 29,159 122,473 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 657,733 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
14.0 0.2 4.4 18.6 
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,189,898 100.0 

Ⅱ 売上原価   725,621 61.0 

売上総利益   464,276 39.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   675,811 56.8 

営業損失（△）   △211,534 △17.8 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 5,031     

２．受取配当金 0     

３．貸与資産賃貸料  11,218     

４．その他 2,800 19,051 1.6 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 20,798     

２．社債発行費 1,559     

３．為替差損  31,524     

４．貸与資産諸費用  5,899     

５．その他 10,592 70,374 5.9 

経常損失（△）   △262,857 △22.1 

Ⅵ 特別利益       

１．製品保証引当金戻入益 7,447     

２．その他 70 7,518 0.6 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 5,656     

２．固定資産除却損 311 5,968 0.5 

税金等調整前中間純損失（△）   △261,307 △22.0 

法人税、住民税及び事業税 3,385     

法人税等調整額 △67,008 △63,623 △5.4 

四半期純損失（△）   △197,684 △16.6 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前第３四半期純損失（△） △261,307 

２．減価償却費  79,030 

３．貸倒引当金の減少額  △70 

４．製品保証引当金の増加額  6,271 

５．退職給付引当金の増加額  893 

６．受取利息及び受取配当金  △5,032 

７．支払利息及び保証料  21,829 

８．社債発行費  1,559 

９．保険解約損  2,587 

10．為替差損  27,510 

11．有形固定資産売却損  5,656 

12．有形固定資産除却損 311 

13．売上債権の増加額 △40,550 

14．たな卸資産の増加額  △150,266 

15．仕入債務の減少額  △28,376 

16．その他資産・負債増減額  △43,447 

小計 △383,402 

17．利息及び配当金の受取額 3,972 

18．利息及び保証料の支払額  △24,060 

19．法人税等の還付額  59,888 

営業活動によるキャッシュ・フロー △343,603 

 

- 14 -

㈱インターアクション（7725）平成21年5月期第3四半期決算短信

- 14 -



 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

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  △12,968 

２．定期預金の払戻による収入  11,459 

３．有形固定資産の取得による支出  △45,603 

４．有形固定資産の売却による収入  34,417 

５．無形固定資産の取得による支出  △13,780 

６．投資有価証券の取得による支出  △84,083 

７．投資有価証券の売却による収入  834 

８．敷金の差入れによる支出  △7,677 

９．敷金の回収による収入  9,115 

10．貸付金の回収による収入  4,050 

11．保険積立金の解約による収入 11,033 

12．その他資産増減額  4,559 

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,643 

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  555,000 

２．短期借入金の返済による支出  △465,000 

３．長期借入金の返済による支出  △277,509 

４．社債発行による収入  98,440 

５．社債償還による支出  △70,000 

６．配当金の支払額  △30,700 

７．その他  △288 

財務活動によるキャッシュ・フロー △190,057 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,704 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △631,008 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,941,963 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 1,310,954 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

 （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 

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29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。 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

 （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 

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。 

  
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 976,667 213,231 1,189,898 － 1,189,898 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
14,006 85,310 99,316 (99,316) － 

計 990,673 298,541 1,289,215 (99,316) 1,189,898 

営業費用 780,632 375,551 1,156,183 245,249 1,401,433 

営業利益（又は営業損失△） 210,041 △77,009 133,031 (344,565) △211,534 

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 

  前第３四半期連結会計期間 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） 
350,145 親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  アジア 北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 93,450 13,725 2,766 109,942 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 1,189,898 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.9 1.1 0.2 9.2 
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