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1.  平成23年6月期第2四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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6月期第2四半期 759 21.2 16 △4.4 20 ― 6 ―
22年6月期第2四半期 626 △6.1 16 △82.5 △12 ― △12 ―

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6月期第2四半期 137.46 136.85
22年6月期第2四半期 △275.81 ―

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6月期第2四半期 1,420 387 27.3 8,171.35
22年6月期 1,347 375 27.7 7,883.60

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  387百万円 22年6月期  373百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ― 0.00
23年6月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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 2,172 46.3 171 38.5 142 267.9 112 38.2 2,365.33



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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） 23年6月期2Q 47,390株 22年6月期  47,390株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  ―株 22年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 47,390株 22年6月期2Q 46,412株

※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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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いません。 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付書類）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における世界経済は、引き続き回復傾向にあるものの、米国の雇用情勢、欧州

の金融・財政、中国の金融引締めなどが懸念され、また、各地でテロや反政府デモが発生するなど、不

安定な状況にあります。わが国経済においては、新興国の経済成長に支えられた輸出拡大や、政府の景

気対策終了に伴う駆け込み需要などにより、企業収益に回復の兆しが見られたものの、欧米の景気回復

鈍化、新興国市場を巡る企業間の競争激化、円高の進行など、依然として先行き不透明な状況にありま

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）業界においては、スマートフォンや

電子ブック、液晶テレビなどの好調な販売を背景として、特に中国や台湾のＦＰＤ製造メーカーに加え

国内メーカーも積極的な設備投資計画を発表しております。  

 このような事業環境の中、ＦＰＤ機器事業においては、スリットコーターを国内企業、海外企業へ納

入したことなどにより、売上高は597,259千円、営業利益は75,575千円となりました。 

 スイッチ機器事業は、医療機器部門はフットスイッチの販売が堅調に推移し、産業機器部門は独シュ

メアザール製安全制御機器の販売が回復したことにより、売上高は101,241千円、営業利益は9,835千円

となりました。 

 計測機器事業においては、販促活動をすすめたことにより英エルコメーターの塗膜測定機器への市場

認知度が高まり、売上高は33,281千円、営業利益は6,918千円となりました。 

 コンシューマ事業においては、景気低迷のなか販売が低調に推移し、売上高は9,400千円、営業損失

は12,575千円となりました。 

 その他の事業はヒートシンクの販売を行っており、売上高は18,542千円、営業利益は54千円となりま

した。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間における売上高は759,726千円（前年同四半期比21.2％増）、

営業利益は16,115千円（前年同四半期比4.4％減）、経常利益は20,787千円（前年同四半期は経常損失

12,348千円）、四半期純利益は6,514千円（前年同四半期は四半期純損失12,800千円）となりました。

  

（資産）  

 流動資産は、前事業年度末に比べ96,739千円増加し、1,275,974千円となりました。これは「受取手

形及び売掛金品」の増加75,654千円、「商品及び製品」の増加45,628千円及び「前渡金」の減少32,700

千円が主な要因であります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ23,549千円減少し、144,633千円となりました。これは減価償却額

の増加に伴う「機械及び装置」の減少22,632千円が主な要因であります。 

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べ8,588千円減少し、723,659千円となりました。これは「買掛金」の

増加22,366千円、「短期借入金」の増加23,145千円及び「デリバティブ負債」の減少36,653千円が主な

要因であります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ52,995千円増加し、231,559千円となりました。これは「長期借入

金」の増加52,169千円が主な要因であります。 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ11,607千円増加し、387,240千円となりました。これは「利益剰

余金」の増加6,515千円及び「繰延ヘッジ損益」の減少10,200千円が主な要因であります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1,594千円減少し、

133,479千円となりました。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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは68,113千円の支出(前年同四半期は54,592千円の支出)となり

ました。これは主に税引前四半期純利益6,960千円、減価償却費23,554千円、前期損益修正損15,856

千円、為替差益14,927千円、仕入債務の減少22,366千円、前渡金の減少32,700千円に対し、売上債権

の増加75,654千円、たな卸資産の増加58,400千円、デリバティブ評価益39,675千円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは5,173千円の支出（前年同四半期は101,998千円の支出）とな

りました。これは主に定期預金の預入による支出7,402千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは86,665千円の収入（前年同四半期は92,716千円の収入）とな

りました。これは主に短期借入金の純増加額23,145千円、長期借入れによる収入110,000千円に対

し、長期借入金の返済による支出46,480千円によるものです。 

  

通期業績予想につきましては、平成22年８月13日に公表した業績予想を据え置いております。なお、

業績予想の修正が必要な場合には、速やかに公表いたします。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①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資産については、事業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。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限 

 定する方法によっております。 

  また、繰延税金資産の回収可能性の判断において、経営環境等に著しい変化が生じておらず、 

 一時差異等の発生状況について大幅な変動がないため、前事業年度末に使用した業績予想やタッ 

 クス・プランニングを利用しております。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第12号）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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 139,982 139,673

受取手形及び売掛金 919,602 843,948

商品及び製品 163,934 118,306

仕掛品 16,680 2,776

原材料及び貯蔵品 7,172 8,304

その他 28,736 66,296

貸倒引当金 △135 △71

流動資産合計 1,275,974 1,179,235

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置 220,375 220,375

減価償却累計額 △152,418 △129,786

機械及び装置（純額） 67,956 90,589

その他 8,053 7,053

減価償却累計額 △6,340 △5,876

その他（純額） 1,712 1,176

有形固定資産合計 69,669 91,766

無形固定資産 3,693 4,151

投資その他の資産 71,270 72,264

固定資産合計 144,633 168,182

資産合計 1,420,607 1,347,417

負債の部   

流動負債   

買掛金 69,081 46,715

短期借入金 524,970 501,825

1年内返済予定の長期借入金 110,993 99,642

未払法人税等 1,020 1,199

その他 95,742 143,837

流動負債合計 801,808 793,219

固定負債   

長期借入金 225,297 173,128

退職給付引当金 6,262 5,436

固定負債合計 231,559 178,564

負債合計 1,033,367 971,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 180,612 180,612

資本剰余金 223,314 223,314

利益剰余金 △12,556 △19,071

株主資本合計 391,370 384,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,116 962

繰延ヘッジ損益 △2,013 △12,214

評価・換算差額等合計 △4,130 △11,252

新株予約権 － 2,030

純資産合計 387,240 375,633

負債純資産合計 1,420,607 1,347,417

㈱インネクスト（6660）　平成23年６月期　第２四半期決算短信（非連結）

－5－



(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 626,827 759,726

売上原価 391,707 555,951

売上総利益 235,120 203,774

繰延延払利益控除 21,440 －

差引売上総利益 213,680 203,774

販売費及び一般管理費 196,821 187,658

営業利益 16,859 16,115

営業外収益   

受取利息 46 15

受取配当金 112 122

デリバティブ評価益 － 39,675

仕入割引 969 243

その他 334 61

営業外収益合計 1,462 40,118

営業外費用   

支払利息 7,509 11,099

デリバティブ評価損 9,786 －

為替差損 10,366 24,065

その他 3,007 282

営業外費用合計 30,670 35,447

経常利益又は経常損失（△） △12,348 20,787

特別利益   

新株予約権戻入益 － 2,030

特別利益合計 － 2,030

特別損失   

前期損益修正損 － 15,856

特別損失合計 － 15,856

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △12,348 6,960

法人税、住民税及び事業税 452 446

法人税等合計 452 446

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,800 6,514
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 488,070 528,230

売上原価 289,054 407,037

売上総利益 199,015 121,193

販売費及び一般管理費 98,892 91,582

営業利益 100,123 29,610

営業外収益   

受取利息 － 2

受取配当金 － 3

仕入割引 508 －

デリバティブ評価益 4,998 12,942

その他 200 39

営業外収益合計 5,707 12,988

営業外費用   

支払利息 3,879 6,144

為替差損 3,001 3,042

その他 214 282

営業外費用合計 7,094 9,469

経常利益 98,736 33,128

特別利益   

新株予約権戻入益 － 2,030

特別利益合計 － 2,030

特別損失   

前期損益修正損 － 15,856

特別損失合計 － 15,856

税引前四半期純利益 98,736 19,302

法人税、住民税及び事業税 217 218

法人税等合計 217 218

四半期純利益 98,518 19,084
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△12,348 6,960

減価償却費 41,389 23,554

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 63

退職給付引当金の増減額（△は減少） △746 826

前期損益修正損 － 15,856

新株予約権戻入益 － △2,030

受取利息及び受取配当金 △158 △137

支払利息 7,509 11,099

為替差損益（△は益） 8,048 14,972

デリバティブ評価損益（△は益） 10,366 △39,675

売上債権の増減額（△は増加） △140,052 △75,654

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,552 △58,400

仕入債務の増減額（△は減少） △75,632 22,366

その他 57,973 24,288

小計 △47,099 △55,909

利息及び配当金の受取額 158 137

利息の支払額 △6,933 △11,608

法人税等の支払額 △717 △733

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,592 △68,113

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 △1,800 △7,402

定期預金の払戻による収入 － 3,500

有価証券の取得による支出 － △36

有形固定資産の取得による支出 △79,809 △999

無形固定資産の取得による支出 △3,483 －

投資有価証券の取得による支出 △14,263 －

保険積立金の積立による支出 △4,102 △1,718

保険積立金の解約による収入 1,460 1,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,998 △5,173

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） 87,998 23,145

長期借入れによる収入 － 110,000

長期借入金の返済による支出 △24,380 △46,480

株式の発行による収入 29,400 －

株式の発行による支出 △301 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,716 86,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,048 △14,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,923 △1,594

現金及び現金同等物の期首残高 214,382 135,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 142,459 133,479
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該当事項はありません。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当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。 

当社は、商製品の種類別に営業課を配置しており各課は取り扱う商製品について国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした商製品別セグメントから構成されており、「ＦＰＤ機器事業」、

「スイッチ機器事業」、「計測機器事業」及び「コンシューマ事業」の４つを報告セグメントとしており

ます。 

報告セグメント別の主要商製品は次のとおりであります。 

 「ＦＰＤ機器事業」  フラットパネルディスプレイ（液晶・タッチパネル・有機ＥＬ等）製造 

            装置及び検査装置の製造販売 

「スイッチ機器事業」 医療用フットスイッチ及び安全制御スイッチの輸入販売 

「計測機器事業」   塗膜測定機器の輸入販売 

「コンシューマ事業」 コンシューマ向け家電製品の製造販売 

  

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２四半期累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年12月31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り、パソコンの放熱板の販売事業を含ん

でおります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ＦＰＤ機器

事業
スイッチ
機器事業

計測機器
事業

コンシュー
マ事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 597,259 101,241 33,281 9,400 741,184 18,542 759,726

計 597,259 101,241 33,281 9,400 741,184 18,542 759,726

セグメント利益 
   又は損失（△）

75,575 9,835 6,918 △12,575 79,754 54 79,809
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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) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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) 

当第１四半期会計期間より「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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 79,754

「その他」の区分の利益 54

全社費用(注) △63,693

四半期損益計算書の営業利益 16,115

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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