
平成21年6月期 決算短信（非連結） 
平成21年8月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 インネクスト 上場取引所 札 
コード番号 6660 URL http://www.innext.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長兼CEO （氏名） 那須 郁雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 鈴江 貞雄 TEL 03-5759-6660
定時株主総会開催予定日 平成21年9月29日 配当支払開始予定日 未定
有価証券報告書提出予定日 平成21年9月30日

1.  21年6月期の業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 1,394 175.8 129 ― 59 ― 56 ―
20年6月期 505 △39.2 △199 ― △198 ― △204 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 1,549.85 1,544.06 31.4 7.2 9.3
20年6月期 △5,645.20 ― △88.3 △31.0 △39.5

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―百万円

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6月期 1,052 239 22.5 5,322.03
20年6月期 604 127 20.7 3,456.90

（参考） 自己資本   21年6月期  237百万円 20年6月期  125百万円

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

21年6月期 △159 △79 230 214
20年6月期 △182 △99 268 229

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年6月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

583 △12.6 △12 ― △18 ― △18 ― △404.05

通期 1,745 25.1 133 2.9 122 105.5 121 113.8 2,592.44
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、22ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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6月期 44,540株 20年6月期 36,240株
② 期末自己株式数 21年6月期  ―株 20年6月期  ―株

※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予想等の将来に関する記述は、当社が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。 
 なお、第三者割当による新株式の発行が平成21年８月14日の当社取締役会において決議されておりますので、「１株当たり（予想）当期純利益］算出のた
めの分母となる期中平均株式数の計算において増加予定新株式2,800株を加算して算出しております。 

－2－－2－



・当事業年度の経営成績 

当事業年度における世界経済は、世界的金融不安が実体経済に波及したことにより、下半期に入り急

激に景気が後退しました。わが国経済におきましても内外需が落ち込み、企業収益の悪化、設備投資の

減少、雇用情勢の悪化など景気が後退してきております。一部の景気動向調査では景気の持ち直しが伝

えられているものの、今後も景気は厳しい状況で推移していくものと思われます。 

当社の主要事業が属するFPD（フラットパネルディスプレイ）業界は、液晶パネルの市況悪化に伴う

生産調整や設備投資計画の延期・中止が実施されましたが、第４四半期に入り、中国における「家電下

郷」など内需拡大政策に伴う液晶テレビの需要拡大等により、一部に回復の兆しが見えてまいりまし

た。 

このような事業環境の中、液晶機器事業においては、設備投資の回復がみられる中国市場への販促に

注力し、中国企業へのFPD製造装置の販売が拡大しました。また、医療機器分野へ進出し、国内大手企

業より医療関連装置を受注し納入しました。この結果、売上高は1,107万円（前年同期比498.7％増）と

なりました。 

医療機器事業においては、主力顧客への医療用フット・スイッチの販売が堅調に推移したことなどに

より、売上高は106百万円（前年同期比6.7％増）となりました。 

計測機器事業においては、船舶向けの膜厚管理ソフトの取り扱いを開始しましたが売上への貢献は次

期以降であり、膜厚計など既存商品の堅調な販売により、売上高は48百万円（前年同期比2.1％減）と

なりました。 

産業機器事業においては、エレベーター業界への販促に注力しましたが、自動車業界の設備投資減少

に伴う工作機械需要の大幅な落ち込みの影響などにより、売上高は95百万円（前年同期比44.1％減）と

なりました。 

また、販売費及び一般管理費においては、川崎開発センターの開設や、事業拡大に向けての人員増な

どによる費用の増加により、昨年と比べ78百万円増となっております。 

これらの結果、当事業年度における売上高は1,394百万円（前年同期比175.8％増）、営業利益は129

百万円（前年同期 営業損失199百万円）、経常利益は59百万円（前年同期 経常損失198百万円）、当

期純利益は56百万円（前年同期 当期純損失204百万円）となりました。 

  

・次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、当社の主力事業であるFPD業界の生産調整もほぼ終了し、中国向け案

件も「家電下郷」政策とともに順調に推移していることではありますが、価格競争力が課題とされてお

り、そのため売上高の伸びは期待されていますが、利益率は若干低下するものと考えられます。 

 医療・計測・産業機器事業は総合的には順調に推移する見込みですが、産業機器事業では製造機械メ

ーカーの景気回復が売上増に直結しており、本年末から来年に向けての景気回復が重要な鍵となる見込

みです。 

 次期（平成22年６月期）の業績見通しにつきましては、売上高1,745百万円、経常利益122百万円、当

期純利益121百万円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（イ）資産 

 流動資産は、前事業年度末に比べ424百万円増加し、903百万円となりました。これは主に現金及び預

金が14百万円減少した一方、売掛金が426百万円増加し、商品及び製品が44百万円増加したことによる

ものです。 

固定資産は、前事業年度末に比べ23百万円増加し、148百万円となりました。これは主に機械装置が

95百万円増加し、建設仮勘定が87百万円減少したことによるものです。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ447百万円増加し、1,052百万円となりました。 

（ロ）負債 

 流動負債は、前事業年度末に比べ245百万円増加し、686百万円となりました。これは主に買掛金の増

加104百万円、短期借入金の増加17百万円、１年内返済予定長期借入金の増加41百万円及びデリバィブ

債務が76百万円増加したことによるものです。 

固定負債は、前事業年度末に比べ90百万円増加し、126百万円となりました。これは主に長期借入金

が89百万円増加したことによるものです。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ336百万円増加し、813百万円となりました。 

（ハ）純資産 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ111百万円増加し、239百万円となりました。これは主に資本金の

増加41百万円、資本準備金の増加41百万円、利益剰余金が56百万円増加したことによるものです。 

  

当事業年度における現金及び現金同等物は、税引前当期純利益の計上及び売上債権の増加等の要因に

より営業活動による支出159百万円、投資活動による支出79百万円、財務活動による収入230百万円とな

り、前事業年度と比べ14百万円減少し、当事業年度末には、214百万円（前年同期229百万円）となりま

した。また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、△159百万円（前年同期は△182百万円）となり

ました。これは主に、税引前当期純利益57百万円、売上債権の増加額398百万円、たな卸資産の増加額

22百万円、仕入債務の増加額104百万円、デリバティブ評価損47百万円等によるものです。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、△79百万円（前年同期は△99百万円）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59百万円、投資有価証券の取得による支出15百万円

によるものです。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、230百万円（前年同期は268百万円）となりまし

た。これは主に、短期借入金の純増額17百万円、長期借入金の借入による収入200百万円、新株発行及

び新株予約権の行使による株式の発行による収入83百万円によるものです。 

  

(2) 財政状態に関する分析

 ①資産・負債及び純資産の状況

 ①キャッシュ・フローの状況
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本/総資本 

 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/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すべての負債を対 

     象としております。 

 （注4）平成18年６月期、平成19年６月期、平成20年６月期及び平成21年６月期はいずれも、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。 

 （注5）時価ベースの自己資本比率につきましては、当社は平成19年２月までは非上場であったた 

     め、時価ベースの株価が把握できませんので記載しておりません。 

当社は前事業年度において当期純損失を計上しております。当事業年度におきましては当期純利益を

計上しておりますが、繰越損失を一掃することは次年度以降に持ち越しとなりました。 

 そのため現在まで配当を実施しておりません。 

当社の基本的な配当政策は、投資家の皆様に満足いただける利益配当を恒常的に行うことができる財

務体質を築くため内部留保を充実させ、当期純利益を基準とした配当性向を重視した利益配当による株

主還元を実施することにあります。 

次年度以降につきましても、内部留保の充実に努め早期に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。 

平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期

自己資本比率 49.1 49.7 20.7 22.5

時価ベースの自己資本比率 ― 86.7 66.5 51.2

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

― ― ― ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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  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、その発生の回避及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、慎重に検討したうえ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、当事業年度末日において当社が判断したものであります。

① 技術革新の対応について 

液晶機器事業において製造するFPD製造装置及び液晶検査は、今後、技術開発により液晶に代わるディス

プレイ等が開発された場合、既存のFPD市場規模が縮小し、当社の販売が減少する可能性があります。 

医療機器事業において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危険性があります。 

計測機器事業において販売する計測機器は、トレーサビリティ（注）1 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

れる危険性があります。 

産業機器事業において販売する当社の産業安全機器は、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

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

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。 

 （注）1  品質マネジメントシステムにおいて使用される定義で、ISO9000：2000においては「考慮  

     の対象となっているものの履歴、適用または所在を適用できること」と定義されており、 

         具体的には「処理の履歴」「材料及び部品の源」などが挙げられている。 

  

② 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。 

  

 ③ 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。 

(4) 事業等のリスク

㈱インネクスト（6660）平成21年６月期決算短信

－6－



 ④ 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、当事業年度においては79.38％（前事業年度36.56％）と

なっております。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。 

  

⑤ 特定の取引先への依存について  

当社の液晶機器事業は、中国企業への販売が増加し、当事業の売上高において大きな割合を占めており

ます。今後も中国を中心に海外への販売は増加する見込みです。海外において、政治的、経済的に不安定

な状態となり、顧客メーカーの運営に支障が生じた場合、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

また、中国企業への販売が増加したことにより、売掛金の回収サイトが従前より長期化しており資金の

効率的な運用に影響があります。海外企業からの長期の回収遅延等が発生した場合、当社の事業に影響を

及ぼす可能性があります。 

当社の医療機器事業、計測機器事業および産業機器事業は、その製品の大半を海外からの輸入に依存し

ております。輸入先はドイツ、イギリスと政治的、経済的に安定しております。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、当社の事業に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑥ 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7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６年間の経営成績は以下のとおりです。 

 
(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。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６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 平成20年６月 平成21年６月

売上高 (千円) 572 192,827 601,974 832,069 505,821 1,394,875

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) △43,123 6,303 51,146 39,067 △ 198,746 59,554

当期純利益又は当期純
損失（△)

(千円) △43,170 16,248 52,023 22,475 △ 204,581 56,829

資本金 (千円) 10,000 38,000 44,200 123,825 123,825 165,650

純資産額 (千円) △33,170 91,780 158,909 340,634 127,982 239,098

総資産額 (千円) 1,917 185,760 318,456 679,485 604,799 1,052,730

１株当たり純資産額 (円) △33,170.04 2,976.02 5,000.15 9,324.77 3,456.90 5,322.03

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 △ 5,645.20 1,549.85

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― ― 639.82 ― 1,544.06

㈱インネクスト（6660）平成21年６月期決算短信

－7－



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、液晶機器事業はタッチパネル製造装置の受注により売上高は大幅に増加し、519,187

千円（前期比34.6％増）を計上いたしました。医療機器事業においては、内視鏡向けだけでなくマンモグ

ラフィ向けフット・スイッチ等の出荷も好調で122,776千円（前期比52.5％増）を売り上げており、産業

機器事業についても売上高144,212千円（前期比53.4％増）と好調に推移しております。 

第５期事業年度は、液晶機器事業における受注が業界再編や在庫調整の影響により次期（当社の第６

期）に繰り越されたため減収となり、売上高は505,821千円となりました。産業機器事業及び計測機器事

業については引き続き、順調に推移しております。 

第６期事業年度は、液晶機器事業において、中国企業へのFPD製造装置の販売、国内企業への医療関連装

置の販売により、売上高は1,394,875千円（前期比175.8％増）を計上いたしました。医療機器事業は比較

的堅調に推移いたしましたが、計測機器事業は若干、産業機器事業は景気悪化の影響を受け、大幅に売上

高が減少しました。 

  

⑦ 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。 

当社は第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を立ち上げてまい

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、財務体質はさらに強固となり、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。 

第５期事業年度においては、業界再編や在庫調整などの影響及び関西事業所開設、人員強化など将来へ

の投資により当期純損失を計上し、内部留保の減少となりました。 

第６期事業年度においては、平成21年６月26日に第三者割当増資を実施、資金を調達し、借入金返済資

金および運転資金に充当し、財務基盤を強化しました。また、当期純利益56,829千円の計上により、内部

留保を充実させております。 
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⑧ 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。 

  

⑨ 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（ローズ）指令（注）2 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。 

（注）2 EU(欧州連合)加盟国で2006年７月に発効する家電製品での有害物質使用禁止に関する規制を 

       “RoHS(ロス)指令”という。鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニー 

    ル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、という６種類の環境に有害な物質を含有する製品  

       の出荷を禁止している。 

  

⑩ 小規模な経営組織であることについて 

当社は本事業年度末日現在取締役３名、監査役３名、従業員24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。 

  

⑪ 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。 
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 ⑫ 新株予約権について 

  当社は、新株予約権の発行をしており、平成13年改正旧商法第280条ノ20に基づき、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。 

  当事業年度末日現在、これらの新株予約権による潜在株式数は4,110株であり、発行済株式総数44,540

株の9.2％に相当しております。 

  これらの新株予約権は、すでに行使期間が到来しており、その行使が実行されることにより発行される

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。 

  

 ⑬ 新株の発行について 

当社は「第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」（平成21年８月14日開

示）を開示しておりますが、割当先企業が平成21年８月31日に払い込みを実施できない場合、当初の目的

である財務基盤の強化及び将来の業務協力ができないことにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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   近の有価証券報告書（平成20年９月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更

がないため開示を省略しております。 

  

社名の由来 

  次の時代、未来（NEXT）を創造していく力、先陣を切って進んで行く（IN)力で、新しい世界  

 への懸け橋となる。 

経営理念 

  世界を舞台に、高品質、高付加価値な製品を提供し、豊かな社会の創造に貢献する。 

経営方針（経営理念を実現するための方針） 

  1. 情報感度を高め、世の中のニーズを的確に捉え、新たな価値の創出に邁進する。 

  2. 技術力、ノウハウ、ネットワークを強化し、活用し、創出する価値の 大化を図る。 

  3. 顧客と強固なリレーションを構築し、新たなニーズの発掘に努める。 

  4. 社員の積極的な行動を重んじ、自由闊達、創造性豊かな企業風土とする。 

  

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。 

  

中期経営計画「NEXT STAGE 2011」について（平成20年８月12日開示）により開示を行った内容か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

 当開示は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.innext.co.jp/ 

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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当社は、平成21年6月期から平成23年6月期における中期経営計画「NEXT STAGE 2011」において、平成

23年6月期の売上高20億円を目標として掲げ、「成長軌道を確立するための基盤構築」に取り組んでおり

ます。 

「NEXT STAGE 2011」の初年度である平成21年6月期においては、下記について実施し基盤を強化しまし

た。 

・FPD製造装置の開発・製造を行う川崎開発センターの開設 

・中高齢層向け電化製品等の企画・開発・販売を行うコンシューマプロダクツ事業の開始 

・営業力強化に向けた営業人員の増員 

・業務効率化、精度向上に向けた新業務システムの導入 

今後、一層の基盤強化に向けて、対処すべき課題として以下の項目を掲げております。 

  

 液晶機器事業 

①人材の確保と育成 

  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。 

② 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。 

③ 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。 

医療・産業機器事業 

  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。 

②新規顧客の獲得 

  当社が現在主力商品としているフットスイッチの応用範囲は広く新たな顧客ニーズを掘り起こし、安

全機器においては防爆基準の各企業独自の基準の構築により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。 

 管理部門 

  当社においても、内部統制システムの構築は 重要課題の一つとして認識しております。これまで

も、総務部を中心として内部監査を実施し、内部統制の強化を推進してまいりましたが、金融商品取引

法への対応を踏まえて更なる体制強化が必要になってまいります。このような認識のもと管理部門につ

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) 会社の対処すべき課題

 ①人材の確保と育成
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  経営上の重要な契約等 

 
(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。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項

販売代理店契約

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ループの 

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
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4. 財務諸表

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 229,289 214,382 

受取手形 ※1 34,266 ※1 6,711 

売掛金 95,092 521,272 

商品 59,015 － 

製品 13,196 － 

商品及び製品 － 116,300 

原材料 8,654 － 

仕掛品 21,405 1,319 

貯蔵品 265 － 

原材料及び貯蔵品 － 7,902 

前渡金 4,422 2,019 

前払費用 4,561 5,070 

未収還付法人税等 10,484 － 

未収消費税等 8,330 26,888 

その他 489 1,974 

貸倒引当金 △9,972 － 

流動資産合計 479,502 903,840 

固定資産 

有形固定資産 

機械及び装置 515 141,125 

減価償却累計額 △332 △45,895 

機械及び装置（純額） 182 95,229 

工具、器具及び備品 4,143 6,493 

減価償却累計額 △3,148 △4,516 

工具、器具及び備品（純額） 994 1,977 

建設仮勘定 87,631 － 

有形固定資産合計 88,808 97,207 

無形固定資産 

商標権 679 606 

ソフトウエア 463 236 

電話加入権 24 24 

無形固定資産合計 1,166 867 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,493 12,129 

保険積立金 10,739 19,327 

差入保証金 17,089 17,044 

長期未収入金 － 24,880 

長期前払費用 － 1,714 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

その他 － 600 

貸倒引当金 － △24,880 

投資その他の資産合計 35,321 50,815 

固定資産合計 125,296 148,890 

資産合計 604,799 1,052,730 

負債の部 

流動負債 

買掛金 36,488 140,607 

短期借入金 ※2 360,000 ※2 377,499 

1年内返済予定の長期借入金 17,160 58,512 

未払金 16,539 20,708 

未払費用 － 7 

未払法人税等 353 2,384 

デリバティブ債務 9,701 86,460 

預り金 835 718 

その他 － 29 

流動負債合計 441,078 686,928 

固定負債 

長期借入金 31,410 121,110 

退職給付引当金 4,328 5,593 

固定負債合計 35,738 126,703 

負債合計 476,816 813,631 

純資産の部 

株主資本 

資本金 123,825 165,650 

資本剰余金 

資本準備金 166,527 208,352 

資本剰余金合計 166,527 208,352 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △157,004 △100,175 

利益剰余金合計 △157,004 △100,175 

株主資本合計 133,347 273,827 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △235 △766 

繰延ヘッジ損益 △7,834 △36,016 

評価・換算差額等合計 △8,069 △36,783 

新株予約権 2,705 2,055 

純資産合計 127,982 239,098 

負債純資産合計 604,799 1,052,730 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 

商品売上高 353,540 1,191,594 

製品売上高 152,281 203,280 

売上高合計 505,821 1,394,875 

売上原価 

商品期首たな卸高 52,336 59,015 

当期商品仕入高 302,626 753,877 

合計 354,963 812,893 

商品期末たな卸高 59,015 113,130 

他勘定振替高 ※1 27 ※1 610 

商品売上原価 295,920 699,151 

製品期首たな卸高 221 13,196 

当期製品製造原価 140,079 195,303 

合計 140,300 208,499 

製品期末たな卸高 13,196 3,169 

製品売上原価 127,104 205,330 

売上原価合計 423,024 904,482 

売上総利益 82,796 490,393 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 54,940 52,867 

給料及び手当 60,709 83,551 

法定福利費 11,148 13,941 

退職給付費用 6,549 7,264 

旅費及び交通費 22,071 － 

広告宣伝費 3,791 － 

消耗品費 5,413 － 

支払手数料 16,644 － 

顧問料 33,037 26,513 

地代家賃 18,107 20,290 

減価償却費 823 46,766 

貸倒引当金繰入額 9,140 18,660 

その他 40,234 ※4 90,855 

販売費及び一般管理費合計 282,610 360,710 

営業利益又は営業損失（△） △199,813 129,682 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

営業外収益 

受取利息 500 411 

受取配当金 － 113 

仕入割引 2,982 2,465 

為替差益 8,410 － 

法人税等還付加算金 － 631 

その他 415 423 

営業外収益合計 12,309 4,044 

営業外費用 

支払利息 8,533 13,295 

株式交付費 － 815 

デリバティブ評価損 1,867 47,936 

為替差損 － 7,124 

その他 841 5,001 

営業外費用合計 11,242 74,172 

経常利益又は経常損失（△） △198,746 59,554 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 3,752 

固定資産売却益 ※2 6 － 

特別利益合計 6 3,752 

特別損失 

投資有価証券売却損 － 1,483 

投資有価証券評価損 － 4,058 

固定資産除却損 ※3 198 － 

特別損失合計 198 5,541 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △198,939 57,765 

法人税、住民税及び事業税 534 935 

法人税等調整額 5,108 － 

法人税等合計 5,642 935 

当期純利益又は当期純損失（△） △204,581 56,829 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 123,825 123,825 

当期変動額 

新株の発行 － 35,000 

新株の発行（新株予約権の行使） － 6,825 

当期変動額合計 － 41,825 

当期末残高 123,825 165,650 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 166,527 166,527 

当期変動額 

新株の発行 － 35,000 

新株の発行（新株予約権の行使） － 6,825 

当期変動額合計 － 41,825 

当期末残高 166,527 208,352 

資本剰余金合計 

前期末残高 166,527 166,527 

当期変動額 

新株の発行 － 35,000 

新株の発行（新株予約権の行使） － 6,825 

当期変動額合計 － 41,825 

当期末残高 166,527 208,352 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 47,577 △157,004 

当期変動額 

当期純利益又は当期純損失（△） △204,581 56,829 

当期変動額合計 △204,581 56,829 

当期末残高 △157,004 △100,175 

利益剰余金合計 

前期末残高 47,577 △157,004 

当期変動額 

当期純利益又は当期純損失（△） △204,581 56,829 

当期変動額合計 △204,581 56,829 

当期末残高 △157,004 △100,175 

株主資本合計 

前期末残高 337,929 133,347 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

当期変動額 

新株の発行 － 70,000 

新株の発行（新株予約権の行使） － 13,650 

当期純利益又は当期純損失（△） △204,581 56,829 

当期変動額合計 △204,581 140,479 

当期末残高 133,347 273,827 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △235 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△235 △531 

当期変動額合計 △235 △531 

当期末残高 △235 △766 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 － △7,834 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7,834 △28,182 

当期変動額合計 △7,834 △28,182 

当期末残高 △7,834 △36,016 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △8,069 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,069 △28,713 

当期変動額合計 △8,069 △28,713 

当期末残高 △8,069 △36,783 

新株予約権 

前期末残高 2,705 2,705 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） － △650 

当期変動額合計 － △650 

当期末残高 2,705 2,055 

純資産合計 

前期末残高 340,634 127,982 

当期変動額 

新株の発行 － 70,000 

新株の発行（新株予約権の行使） － 13,650 

新株予約権の行使 － △650 

当期純利益又は当期純損失（△） △204,581 56,829 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,069 △28,713 

当期変動額合計 △212,651 111,115 

当期末残高 127,982 239,098 

㈱インネクスト（6660）平成21年６月期決算短信

－19－



(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △198,939 57,765 

減価償却費 768 47,003 

ソフトウエア償却費 234 226 

固定資産除却損 198 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,140 14,907 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 626 1,265 

受取利息及び受取配当金 △500 △524 

支払利息 8,533 13,295 

デリバティブ評価損益（△は益） 1,867 47,936 

固定資産売却損益（△は益） △6 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,058 

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,483 

為替差損益（△は益） △585 6,708 

株式交付費 － 815 

売上債権の増減額（△は増加） 201,991 △398,625 

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,833 △22,982 

仕入債務の増減額（△は減少） △113,460 104,119 

前渡金の増減額（△は増加） △4,422 2,403 

未払金の増減額（△は減少） 809 4,168 

未収消費税等の増減額（△は増加） △8,330 △18,557 

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,068 － 

その他 △2,700 △19,812 

小計 △141,677 △154,345 

利息及び配当金の受取額 500 524 

利息の支払額 △9,223 △15,509 

法人税等の還付額 － 10,484 

法人税等の支払額 △31,994 △428 

営業活動によるキャッシュ・フロー △182,395 △159,274 

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 － △600 

有形固定資産の取得による支出 △88,863 △59,807 

有形固定資産の売却による収入 36 － 

無形固定資産の取得による支出 △413 － 

投資有価証券の取得による支出 △7,728 △15,633 

投資有価証券の売却による収入 － 4,923 

敷金及び保証金の差入による支出 △3,045 － 

敷金及び保証金の回収による収入 6,400 45 

保険積立金の積立による支出 △7,607 △8,588 

保険積立金の解約による収入 1,420 － 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,800 △79,660 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 220,000 17,499 

長期借入れによる収入 50,000 200,000 

長期借入金の返済による支出 △1,430 △68,948 

株式の発行による収入 － 70,000 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 13,000 

株式の発行による支出 － △815 

財務活動によるキャッシュ・フロー 268,570 230,735 

現金及び現金同等物に係る換算差額 585 △6,708 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,040 △14,906 

現金及び現金同等物の期首残高 242,329 229,289 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 229,289 ※1 214,382 
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該当事項はありません。 

  

 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21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

  当事業年度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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

 ２ デリバティブ取引により
    生じる正味の債権及び債 
      務の評価基準及び評価方 
      法

 デリバティブ
  時価法

デリバティブ
                同左

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

(3) 貯蔵品

終仕入原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)によっており

ます。

(1) 商品、製品、原材料

総平均法

(2) 仕掛品

個別法

(3) 貯蔵品

終仕入原価法

(会計方針の変更)

当事業年度より、「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日公表分)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。
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項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

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）

機械及び装置       11年

工具、器具及び備品  ３～６年

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、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。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。

 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 この変更による損益への影響は軽微

であります。

(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）

機械及び装置       ５年

工具、器具及び備品  ３～６年

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(2) 無形固定資産

同左

５ 繰延資産の処理方法         ―  株式交付費

  支払時に全額費用として処理して 

 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。

(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。

(2) 退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

７ 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。

      ――――――

８ ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  為替予約 

  通貨オプション 

 ヘッジ対象 

  外貨建金銭債務及び 

  外貨建予定取引 

（3）ヘッジ方針 

  取引権限及び取引限度額等を定 

 めた社内ルールに基づき、外貨建 

 取引の為替変動によるリスクの軽 

 減・相殺を目的として、ヘッジを  

 行うことを原則としております。 

 なお、取引の契約先は信用度の高 

 い銀行等に限定されており、相手 

 先の契約不履行によるリスクはほ 

 とんどないと判断しております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ有効性の判定は、ヘッジ 

 開始時から有効性判定時点までの 

 期間においてヘッジ対象の相場変 

 動の累計とヘッジ手段の相場変動 

 を比較し、両者の変動額等を基礎 

 にして判断しております。 

（1）ヘッジ会計の方法 

       同左 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

   

   

  

   

   

（3）ヘッジ方針 

       同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

       同左

９ 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

10 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
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 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

（減価償却方法の変更） 
 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律 平成19年３月30日 政令
第83号））に伴い、平成19年４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。 
 これによる当事業年度への損益に与える影響は軽微
であります。

         ――――――

―――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 
 当事業年度から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の
評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会
計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法
から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
に変更しております。 
 当事業年度において、この変更に伴う損益に与える影
響はありません。

―――――― (リース取引に関する会計基準等)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企

業審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会

会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年６月30日以前のものに

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。

当事業年度において、この変更に伴う損益に与える影
響はありません。
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 表示方法の変更

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

――――――

(貸借対照表)

財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令（平成20年
８月７日内閣府令第50号）が適用になることに伴い、前
事業年度において「商品」「製品」として掲記されてい
たものは、当事業年度から「商品及び製品」として表示
しております。 
 また、「原材料」「貯蔵品」として掲記されていたも
のは、「原材料及び貯蔵品」として表示しております。

――――――

(損益計算書)
 ①前事業年度において独立掲記しておりました「旅費
及び交通費」（当事業年度は15,761千円）「支払手数
料」（当事業年度は14,696千円）は販売費及び一般管理
費の総額の100分の５以下となったため、販売費及び一
般管理費の「その他」に含めて表示することといたしま
した。 
 ②前事業年度において独立掲記しておりました「広告
宣伝費」（当事業年度は5,259千円）「消耗品費」（当
事業年度は5,014千円）は、明瞭性を高めるため販売費
及び一般管理費の「その他」として表示することといた
しました。
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 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年６月30日)

当事業年度 
(平成21年６月30日)

 ※１          ―
※１ 手形割引高
     受取手形割引高        158,311千円

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりである。

当座貸越極度額の総額 550,000 千円

借入実行残高 350,000 〃

差引額 200,000 千円

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりである。

当座貸越極度額の総額 300,000 千円

借入実行残高 300,000 〃

差引額  ― 千円

(損益計算書関係)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

※１ 他勘定振替高の明細  
       その他（販売費及び一般管理費）   27千円

※１ 他勘定振替高の明細
       その他（販売費及び一般管理費）  610千円

※２ 固定資産売却益の内訳は下記のとおりでありま
  す。  
    工具、器具及び備品         6千円

           ―

※３ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま
  す。  
    工具、器具及び備品          198千円

           ―

            ―
※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、850千円で

あります。
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前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

   
(注) 当事業年度末までに取得及び保有している自己株式はありません。 

  

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 

  

 
(注) 上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。 

  

４ 配当に関する事項 

 配当は実施しておりません。 

(株主資本等変動計算書関係)

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) 36,240 ― ― 36,240

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

平成17年６月15日取締役会決議 普通株式 5,410 ― ― 5,410 2,705

合計 5,410 ― ― 5,410 2,705
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当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

   
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 １. 新株予約権の権利行使による増加      1,300株 

    ２. 新株の発行（第三者割当増資）による増加  7,000株 

  

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 

  

 
(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式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。 

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) 36,240 8,300 ― 44,540

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

平成17年６月15日取締役会決議 普通株式 5,410 ― 1,300 4,110 2,055

合計 5,410 ― 1,300 4,110 2,055
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 

※１ 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 229,289千円

現金及び現金同等物 229,289千円
 

※１ 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 214,382千円

現金及び現金同等物 214,382千円

(有価証券関係)

区分

前事業年度
(平成20年６月30日)

当事業年度 
(平成21年６月30日)

取得原価

貸借対照表日
における 
貸借対照表 
計上額

差額 取得原価

貸借対照表日 
における 
貸借対照表 
計上額

差額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 株式 7,728 7,493 △235 15,979 11,129 △4,850

合計 7,728 7,493 △235 15,979 11,129 △4,850

区分

前事業年度
(平成20年６月30日)

当事業年度 
(平成21年６月30日)

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 ― 1,000

区分

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

売却額
売却益の
合計額

売却損の
合計額

売却額
売却益の 
合計額

売却損の
合計額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

株式 ― ― ― 350 ― 1,082

その他 ― ― ― 4,599 ― 400

合計 ― ― ― 4,949 ― 1,483
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１ 取引の状況に関する事項 

 
  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日)

１ 取引の状況に関する事項
 ① 取引の内容 
 利用しているデリバティブ取引は、通貨オプショ
ン、為替予約取引であります。 
 ② 取引に対する取組方針 
 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリス
ク回避を目的としており、投機的取引は行わない方針
であります。 
 ③ 取引の利用目的 
 デリバティブ取引は、外貨建予定取引の為替変動リ
スクを回避する目的で利用しております。 
 (1)ヘッジ手段とヘッジ対象 
    ヘッジ手段 
    為替予約 
    通貨オプション 
   ヘッジ対象 
    外貨建金銭債務及び外貨建予定取引 
 (2)ヘッジ方針 
 取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに基
づき、外貨建取引の為替変動によるリスクの軽減・相
殺を目的として、ヘッジを行うことを原則としており
ます。なお、取引の契約先は信用度の高い銀行等に限
定されており、相手先の契約不履行によるリスクはほ
とんどないと判断しております。 
 (3)ヘッジ有効性評価の方法 
 ヘッジ有効性の判定は、ヘッジ開始時から有効性判
定時点までの期間においてヘッジ対象の相場変動の累
計とヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額等
を基礎にしております。

１ 取引の状況に関する事項
 ① 取引の内容 
     同左 
  
 ② 取引に対する取組方針 
     同左  
  
  
 ③ 取引の利用目的 
     同左

 ④ 取引に係るリスクの内容 
 利用している通貨オプション、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が、外貨
建予定取引が有している為替相場の変動リスクを相殺
することを目的としており、その効果によりさらされ
ている為替相場の変動リスクの絶対量は小さくなって
おります。 
 なお、デリバティブ取引の契約先の契約不履行によ
るリスク（信用リスク）を有しておりますが、契約先
は信用度の高い国内の銀行であるため、信用リスク
は、ほとんどないと判断しております。

④ 取引に係るリスクの内容
     同左

 ⑤ 取引に係るリスク管理体制 
 取引の執行・管理については、取引権限及び取引限
度額等を定めた社内ルールに基づき行っております。 
 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取引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大きさを示すものではありませ
ん。 
 

⑤ 取引に係るリスク管理体制 
     同左 
  
 ⑥ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 
     同左 
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 
  
(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。 

   ３ ヘッジ会計が適用されるデリバティブは除いております。 

２ 取引の時価等に関する事項

通貨関連

区
分

種類

前事業年度
(平成20年６月30日)

当事業年度 
(平成21年６月30日)

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）

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）

市
場
取
引

為替予約取引

 買建  ユーロ 192,311 172,660 190,822 △1,489 167,994 116,662 143,541 △24,452

オプション取引

 買建 ユーロ 127,177 97,253 126,799 △377 97,253 67,329 71,901 △25,351

合計 319,488 269,913 317,621 △1,867 265,247 183,991 215,443 △49,803
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１株当たり純資産額 3,456.90円 １株当たり純資産額 5,322.03円

１株当たり当期純利益金額 △5,645.2円 １株当たり当期純利益金額 1,549.85円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

 なお、潜在株式
調整後１株当たり
当期純利益金額に
ついては、新株予
約権があります
が、１株当たり当
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金額

1,544.06円

項目
前事業年度

(平成20年６月30日)
当事業年度 

(平成21年６月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 127,982 239,098

普通株式に係る純資産額(千円) 125,277 237,043

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 2,705 2,055

普通株式の発行済株式数(株) 36,240 44,540

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

36,240 44,540

項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(千円) △204,581 56,829

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(千円) △204,581 56,829

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 36,240 36,668

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定
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 ― 137

普通株式増加数(株) ― 137

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額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（平成
21年11月21日行使 新株
予約権の数500個）

㈱インネクスト（6660）平成21年６月期決算短信

－33－



  

 
  

    リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等に関す 

   る注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略 

   しております。 

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

――――――  当社は、平成21年８月14日開催の当社取締役会におい

て、第三者割当による新株式の発行を決議いたしまし

た。 

１ 発行新株式数：普通株式 2,800株 

２ 発行価額：一株につき金10,500円 

３ 発行価額の総額：29,400,000円 

４ 資本組入額：一株につき金5,250円 

５ 募集又は割当方法：第三者割当の方法による 

６ 割当先及び割当株式数：東神電気株式会社2,800株 

７ 申込期日：平成21年８月30日（日） 

８ 払込期日：平成21年８月31日（月） 

９ 当該株式の保有に関する事項 

  当該株式の保有については、割当先から長期保有  

  する方針を確認しており、やむを得ず新株発行か 

  ６か月以に新株式の全部又は一部を譲渡した場合 

  には、その内容を当社に書面にて報告する旨の依 

  頼をする予定であります。 

10 調達する資金の具体的な用途 

  今回の新株式発行による資金は、運転資金に充当 

  する予定であります。

(開示の省略)
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該当事項はありません。 

  

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(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。 

  

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

  生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業部門 生産高(千円) 前年同期比(％)

液晶機器事業 195,303 39.4

医療機器事業 ― ―

計測機器事業 ― ―

産業機器事業 ― ―

その他 ― ―

合計 195,303 39.4

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

液晶機器事業 1,127,063 395.0 73,089 37.1

医療機器事業 104,668 △0.9 17,383 △11.1

計測機器事業 49,427 2.0 536 ―

産業機器事業 92,813 △45.1 4,345 △37.3

その他 40,623 ― 4,166 ―

合計 1,414,596 156.9 99,521 24.7
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当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(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

事業部門 販売高(千円) 前年同期比(％)

液晶機器事業 1,107,297 498.7

医療機器事業 106,829 6.7

計測機器事業 48,891 △2.1

産業機器事業 95,400 △44.1

その他 36,457 ―

合計 1,394,875 175.8
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