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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年11月30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 ％

23年5月期第2四半期 265 34.3 △77 ― △88 ― △70 ―

22年5月期第2四半期 197 △64.9 △257 ― △277 ― △297 ―

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

23年5月期第2四半期 △1,162.80 ―

22年5月期第2四半期 △4,947.93 ―

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

23年5月期第2四半期 1,112 271 24.1 4,407.43
22年5月期 1,333 324 24.1 5,349.38

（参考） 自己資本   23年5月期第2四半期  268百万円 22年5月期  321百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年5月期 ― 0.00

23年5月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,015 101.7 △59 ― △84 ― △66 ― △1,083.30



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、今後のさまざまな要因により予想と異
なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は添付資料３ページ「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年5月期2Q 64,681株 22年5月期  63,881株

② 期末自己株式数 23年5月期2Q  3,756株 22年5月期  3,756株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q 60,671株 22年5月期2Q 60,085株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気は回復基調にあるものの、そのペースが鈍化するな

ど、企業の業績見通し等に慎重な姿勢が見受けられました。当社グループの主要取引先である半導体メーカーに

おいても、デジタル家電やパソコン市場の軟調の影響により、一部の顧客で設備投資の先送りや発注の抑制など

の動きが見られました。このような状況の中、当社グループは、 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ、

需要の取り込みを図る活動を継続いたしました。 

  当社グループの主力製品であるＣＣＤ及びＣ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、設備投

資に持ち直しの動きが見られる中で、第１四半期連結会計期間においては回復基調で推移したものの、第２四半

期連結会計期間においては回復ペースが鈍化いたしました。 

 前連結会計年度において提携先を確保し取り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連製品につきましては、販

売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めました。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は265百万円（前年同四半期の売上高197百万円に比し、

34.3％の増加）、販売費及び一般管理費は182百万円（前年同四半期の販売費及び一般管理費227百万円に対し、

45百万円の費用減少）、 営業損失は77百万円（前年同四半期の営業損失257百万円に対し、180百万円の損失減

少）、支払利息及び為替差損等を加えた経常損失は88百万円（前年同四半期の経常損失277百万円に対し、188百

万円の損失減少）、四半期純損失は70百万円（前年同四半期の四半期純損失297百万円に対し、226百万円の損失

減少）となりました。 

  

セグメント別の概況は、以下のとおりであります。 

（光源装置） 

 当社グループの主力製品であるＣＣＤ及びＣ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、半導体

メーカーの稼働率改善を受けメンテナンスサービスが堅調に推移する一方、生産設備の増強を伴う光源装置本体

の売上は、足踏み状態となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客への売上高は219百万円、営業利益は84百万円と

なりました。 

（太陽光発電関連製品） 

 前連結会計年度において提携先を確保し取り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連製品につきましては、販

売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めました。連結子会社である株式会社ＢＩＪを通して、「インリ

ーソーラー」（※１）製品を採用した住宅用太陽光発電システムの国内代理店への供給を推進いたしました。前

連結会計年度末において８社であった国内代理店契約は、当第２四半期連結会計期間末においては15社まで拡大

いたしました。連結子会社である西安朝陽光伏科技有限公司は、韓国の有力な半導体製造装置関連企業である

WOOIL社が設置するデモラインに太陽電池用シミュレーターを販売いたしました。当社では、フィジー諸島共和

国をはじめとする大洋州諸島地域でのクリーンエネルギー事業への展開協力を推進いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客への売上高は43百万円、営業損失は18百万円とな

りました。 

 ※１「インリーソーラー」は、インリーグリーンエナジーホールディングの販売する太陽光発電モジュールの 

       商標名です。   

（その他） 

 当第２四半期連結累計期間における画像検査装置及びセキュリティ関連製品の外部顧客への売上高は２百万

円、営業利益は0.9百万円となりました。 

    

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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220百万円減少し、1,112百万円となりまし

た。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ208百万円減少し、585百万円となりました。これは、現金及び預金並び

に受取手形及び売掛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11百万円減少し、

527百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ167百万円減少し、841百万円となりました。

これは、買掛金及び長期借入金の減少等によるものであります。 

  当第２四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53百万円減少し、271百万円となりまし

た。これは、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金は増加したものの、四半期純損失の計上により利益

剰余金が減少したこと等によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（キャッシュ・フロー計算書） 

 当第２四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98百万円減少

し、152百万円となりました。 

  当第２四半期連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２四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10百万円の支出（前年同四半期は79

百万円の支出）となりました。これは、売上債権の減少85百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失69

百万円、仕入債務の減少51百万円があったこと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)  

  当第２四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９百万円の収入（前年同四半期は

175百万円の支出）となりました。これは、定期預金の払戻による収入10百万円があったこと等によるものであ

ります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)   

当第２四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91百万円の支出（前年同四半期は

185百万円の支出）となりました。これは、長期借入れによる収入80百万円があったものの、長期借入金の返済

及び社債の償還による支出188百万円があったこと等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの主力製品であるＣＣＤ及びＣ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、第２四

半期連結累計期間においては売上高が当初予想には及ばなかったものの、世界的なＣ－ＭＯＳイメージャの生産

量拡大の流れがあることから、当連結会計年度においてもいずれかの時点で半導体メーカーの設備投資再開の動

きが顕在化するものと予想しております。 

 太陽光発電関連製品につきましては、引き続き販売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めてまいりま

す。平成22年12月には九州電力グループにおける有力な送配電設備メーカーであるとともに、一般家庭向けにオ

ール電化製品の販売事業を行い、九州一円で約20万戸の導入実績を有する株式会社キューヘンとの間で、代理店

契約を締結いたしました。引続き有力な国内代理店との契約拡大に努めてまいります。 

 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ需要の取り込みを図る活動については、引き続き継続してまいり

ます。 

 この結果、通期の連結業績予想としては、売上高1,015百万円（当初予想の売上高1,200百万円に比べ15.4％の

減少）、営業損失59百万円（当初予想の営業利益36百万円に比べ95百万円の損失増加）、経常損失84百万円（当

初予想の経常損失９百万円に比べ93百万円の損失増加）、当期純損失66百万円（当初予想の当期純利益９百万円

に比べ75百万円の損失増加）を見込んでおります。 

 なお、平成23年１月７日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しました通期の連結業績予想は以下の

とおりであります。  

   (通 期)                                       （単位：百万円） 

  

  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（円）

前回発表予想（Ａ） 1,200 36 9 9 149.69 

今回修正予想（Ｂ） 1,015 △59 △84 △66 △1,083.30 

増減額（Ｂ－Ａ） △185 △95 △93 △75 － 

増減率（％） △15.4 － － － － 

(ご参考)前期実績 

（平成22年5月期）  
503 △362 △386 △672 △11,188.87 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 固定資産の減価償却費の算定方法  

  定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。  

（特有の会計処理） 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。これによる損益への影響額はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、前々連結会計年度において営業損失603百万円、前連結会計年度において営業損失362百万

円、当第２四半期連結累計期間において営業損失77百万円を計上しており、継続的な損失の発生により、継続企

業の前提に関する重要事象等が存在しております。 

 この状況が継続すると、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるおそれがあります。 

  この状況を解消するため、当社グループは、需要回復期においては高収益の獲得が可能な組織体制を構築して 

まいりましたが、当連結会計年度においても 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ、需要の取り込みを図

る活動を継続してまいります。緩やかな回復傾向にある光源装置への需要を確実に取り込むとともに、提携先を

確保し取り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連製品については、販売チャネルの拡大による売上高貢献の実

現に努めてまいります。資金面においては、財務基盤の強化と健全化のため、引き続き間接金融、直接金融の両

面から 適な調達の実現に努めてまいります。 

   従いまして、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。 

  

  

２．その他の情報

㈱インターアクション（7725）平成23年５月期　第２四半期決算短信

- 4 -



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 262,133 370,275

受取手形及び売掛金 124,379 180,355

商品及び製品 44,331 66,314

仕掛品 81,101 106,413

原材料及び貯蔵品 57,550 67,797

その他 67,440 50,492

貸倒引当金 △51,538 △47,293

流動資産合計 585,398 794,354

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 247,512 254,305

土地 127,579 127,579

その他（純額） 19,930 22,963

有形固定資産合計 395,022 404,848

無形固定資産   

その他 5,659 7,510

無形固定資産合計 5,659 7,510

投資その他の資産   

投資有価証券 218,754 219,130

その他 140,006 169,080

貸倒引当金 △232,255 △261,676

投資その他の資産合計 126,504 126,534

固定資産合計 527,187 538,893

資産合計 1,112,585 1,333,247

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,245 72,820

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 214,884 258,304

未払法人税等 2,411 3,480

製品保証引当金 3,154 9,744

その他 51,822 65,748

流動負債合計 373,517 490,097

固定負債   

社債 50,000 90,000

長期借入金 389,385 414,442

退職給付引当金 7,106 6,707

その他 21,049 7,272

固定負債合計 467,540 518,421

負債合計 841,058 1,008,519
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 110,141 100,482

資本剰余金 1,677,292 1,667,634

利益剰余金 △1,064,236 △993,687

自己株式 △448,798 △448,798

株主資本合計 274,399 325,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,555 △1,431

為替換算調整勘定 △4,320 △2,568

評価・換算差額等合計 △5,876 △3,999

新株予約権 3,004 3,097

純資産合計 271,527 324,728

負債純資産合計 1,112,585 1,333,247

㈱インターアクション（7725）平成23年５月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 197,737 265,645

売上原価 227,157 160,170

売上総利益又は売上総損失（△） △29,419 105,475

販売費及び一般管理費 227,842 182,504

営業損失（△） △257,261 △77,029

営業外収益   

受取利息 602 1,223

受取配当金 122 0

貸与資産賃貸料 439 2,532

雇用調整助成金 7,055 396

その他 1,307 4,270

営業外収益合計 9,527 8,423

営業外費用   

支払利息 11,356 8,114

為替差損 7,860 4,418

新株予約権発行諸費用 6,173 1,533

その他 4,166 5,715

営業外費用合計 29,556 19,781

経常損失（△） △277,291 △88,387

特別利益   

製品保証引当金戻入額 2,782 7,539

貸倒引当金戻入額 － 11,374

その他 18 18

特別利益合計 2,800 18,933

特別損失   

固定資産除却損 21,274 －

投資有価証券売却損 469 －

特別損失合計 21,744 －

税金等調整前四半期純損失（△） △296,234 △69,454

法人税、住民税及び事業税 1,061 1,094

法人税等合計 1,061 1,094

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △70,548

四半期純損失（△） △297,296 △70,548
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 102,011 91,724

売上原価 83,546 49,333

売上総利益 18,465 42,391

販売費及び一般管理費 109,314 87,118

営業損失（△） △90,849 △44,726

営業外収益   

受取利息 396 679

受取配当金 121 －

貸与資産賃貸料 255 421

雇用調整助成金 7,055 118

その他 742 530

営業外収益合計 8,571 1,750

営業外費用   

支払利息 5,406 3,866

為替差損 4,981 1,007

新株予約権発行諸費用 6,173 －

その他 1,641 1,129

営業外費用合計 18,201 6,003

経常損失（△） △100,480 △48,979

特別利益   

製品保証引当金戻入額 20 569

その他 － 18

特別利益合計 20 588

特別損失   

固定資産除却損 21,124 －

特別損失合計 21,124 －

税金等調整前四半期純損失（△） △121,583 △48,391

法人税、住民税及び事業税 482 554

法人税等合計 482 554

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △48,946

四半期純損失（△） △122,066 △48,946
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30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（△） △296,234 △69,454

減価償却費 31,439 11,764

貸倒引当金の増減額（△は減少） △700 △25,176

製品保証引当金の増減額（△は減少） 4,897 △6,590

退職給付引当金の増減額（△は減少） 373 399

受取利息及び受取配当金 △725 △1,223

支払利息及び保証料 12,429 8,869

為替差損益（△は益） 8,387 4,660

有形固定資産除却損 21,274 －

たな卸資産評価損 117,585 19,678

売上債権の増減額（△は増加） 16,379 85,396

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,116 37,863

仕入債務の増減額（△は減少） 3,157 △51,574

その他 15,693 △12,626

小計 △73,161 1,985

利息及び配当金の受取額 10,754 186

利息及び保証料の支払額 △14,498 △10,890

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,560 △1,927

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,466 △10,646

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 △108,376 △125

定期預金の払戻による収入 1,389 10,104

有形固定資産の取得による支出 △580 △439

無形固定資産の取得による支出 △118 －

投資有価証券の取得による支出 △1,120 －

投資有価証券の売却等による収入 7,665 252

敷金の回収による収入 1,758 －

貸付けによる支出 △100,000 －

その他 23,882 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,500 9,792

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 150,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △294,826 △148,477

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

新株予約権の発行による収入 302 17,690

配当金の支払額 △710 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,233 △91,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,666 △6,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △451,866 △98,162

現金及び現金同等物の期首残高 871,004 250,187

現金及び現金同等物の四半期末残高 419,137 152,025
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  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】   

   前第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び前第２四半期連結累計期間  

（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日）  

 電子部品検査装置事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】   

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自 平

成21年６月１日 至 平成21年11月30日 ） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

【海外売上高】   

  前第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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。  

  

 【セグメント情報】  

  １．報告セグメントの概要 

       当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能  

      であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい 

      るものであります。 

       当社の事業は、撮像半導体（ＣＣＤ、Ｃ－ＭＯＳイメージャ）の製造工程における検査用光源装置等の開 

     発・製造・販売を行う「光源装置」、ソーラーシミュレーター、セルテスター、太陽光発電モジュール等の 

     開発・仕入・販売を行う「太陽光発電関連製品」及びテスターに付加されるＩＰモジュール等イメージプロ 

     セッシング（ＩＰ）関連装置の開発・製造・販売を行う「画像検査装置」に区分されます。 

        また、連結子会社の事業は、「太陽光発電関連製品」とヘテロコア光ファイバーセンサーなどセキュリテ 

     ィや環境モニタリングに関連する製品等の開発・製造・販売を行う「セキュリティ関連製品」とに区分され 

     ます。 

        従って、当社グループは、経営組織の形態と製商品及びサービスの特性に基づいて「光源装置」及び「太 

       陽光発電関連製品」を報告セグメントとしております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  11,776  －  29,961  41,737  

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  102,011  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上 

    高の割合（％） 
 11.5  －  29.4  40.9  

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  14,398  86  29,961  44,446  

Ⅱ 連結売上高（千円）   －  －  －  197,737  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上 

    高の割合（％） 
 7.3  0.0  15.2  22.5  
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  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日） 

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである「画像検査装置」及び「セキュリ 

       ティ関連製品」であります。 

  

 ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

      内容（差異調整に関する事項） 

    当第２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日） 

  

                     （単位：千円） 

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
光源装置

太陽光発電
関連製品 

計

売上高           

外部顧客への売上高 219,938 43,268 263,206 2,438 265,645 

セグメント間の内部売上高又は振替
高 

－ 15,746 15,746 － 15,746

計 219,938 59,014 278,953 2,438 281,391 

セグメント利益又は損失（△） 84,528  △18,240 66,288 958 67,246 

                （単位：千円） 

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
光源装置

太陽光発電
関連製品 

計

売上高           

外部顧客への売上高 67,863 23,361 91,224 500 91,724

セグメント間の内部売上高又は振替
高 

－ 13,096 13,096 － 13,096

計 67,863 36,458 104,321 500 104,821 

セグメント利益又は損失（△） 25,713  △10,648 15,064 150 15,214 

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計 66,288 

「その他」の区分の利益 958

セグメント間取引消去  1,596

全社費用（注）  △126,193

たな卸資産の調整額  △19,678

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △77,029
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     当第２四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日）  

                                                        （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の本社管理部門に係る費用であります。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

       該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。 

  

        当社は、平成22年７月29日付けの第５回新株予約権の一部行使（40個）により、第１四半期連結会計期間 

   において資本金が 千円、資本準備金が 千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が 

   千円、資本剰余金が 千円となっております。  

  

  

利益 金額   

報告セグメント計 15,064

「その他」の区分の利益 150

セグメント間取引消去  2,804

全社費用（注）  △62,461

たな卸資産の調整額  △284

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △44,726

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

9,658 9,658

110,141 1,677,292
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