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1.  21年5月期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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5月期 702 △59.2 △603 ― △652 ― △1,028 ―

20年5月期 1,724 △9.7 △159 ― △226 ― △169 ―

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5月期 △17,023.75 ― △68.0 △19.6 △85.8

20年5月期 △2,782.20 ― △7.9 △5.4 △9.2

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5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5月期 2,573 992 38.6 16,514.17
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  992百万円 20年5月期  2,033百万円

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5月期 △315 △459 △245 871
20年5月期 109 △112 △42 1,888

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年5月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結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 
連結累計期間

370 △34.3 △81 ― △95 ― △95 ― △1,581.09

通期 1,192 69.6 22 ― △4 ― △4 ― △66.57
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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) 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（連結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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 63,841株 20年5月期 63,841株

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

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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5月期 653 △57.2 △404 ― △446 ― △880 ―

20年5月期 1,526 △17.7 △98 ― △158 ― △127 ―

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
円 銭 円 銭

21年5月期 △14,576.02 ―

20年5月期 △2,101.27 ―

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 2,798 1,316 47.0 21,910.36
20年5月期 4,080 2,212 54.2 36,366.22

（参考） 自己資本 21年5月期  1,316百万円 20年5月期  2,212百万円

2.  22年5月期の個別業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31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）

※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。 

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

228 △55.6 △126 ― △137 ― △137 ― △2,280.10

通期 863 △32.1 △75 ― △97 ― △97 ― △1,614.38
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当連結会計年度のわが国経済は、前半は緩やかな景気後退局面にありましたが、後半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金融危機の影響が実体経済に及び、急速に悪化しました。当社グループの主要取

引先である半導体メーカーも、多くが減収・減益となり、設備投資の動きは大きく後退しました。 

このような環境に立ち向かうため、当社グループは、ＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳ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行い

ました。また、このような状況においてもなお世界的に市場が拡大している太陽電池関連産業に着目し、本年３月

に中国において連結子会社である西安朝陽光伏科技有限公司を設立し、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開始いたしました。本年４月には太陽電池セル・モジ

ュールのシミュレーター販売において、中国国内でトップシェアを有するＧｓｏｌａｒ Ｐｏｗｅｒ社と販売代理

店契約を締結し、中国及び日本での販売を開始しました。しかしながら、主力製品である検査用光源装置への大幅

な需要の落ち込みを補うには至らず、当連結会計年度の売上高は702百万円（前連結会計年度の売上高1,724百万円

に比し40.8％）となりました。 

外部環境の悪化に対応するため当社グループは、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並びに人員削減を決定し、大幅な固定費の

削減を行いました。 

なお、当連結会計年度よりたな卸資産の評価基準及び評価方法が変更されたことに伴い、収益性の低下に基づく

簿価切下げを行った結果として、売上原価が238百万円増加しております。 

以上のような状況から、当連結会計年度の営業損失は603百万円（前連結会計年度の営業損失159百万円に対し

444百万円の損失増加）、支払利息及び為替差損等を加えた経常損失は652百万円（前連結会計年度の経常損失226

百万円に対し426百万円の損失増加）となりました。  

当社は、ＤＦＴテストシステムについて米国テセダ社と業務提携し、同社製品を販売するとともに同社への開発

資金の提供を行ってまいりました。当連結会計年度末時点において、同社製品を取り巻く環境は、半導体メーカー

の世界的な設備投資意欲減退の影響を受け、厳しい状況に陥っております。同社の財政状態及び経営成績を踏ま

え、当社は転換社債を含めた同社への債権の全額について貸倒引当金を計上することといたしました。 

 これを含め、米国テセダ社に関わる当社事業を見直した結果、事業整理損264百万円を特別損失として計上する

ことといたしました。  

なお、セキュリティ関連事業については、継続的に営業損失を計上しており、十分な将来キャッシュフローの獲

得が見込めないことから、当連結会計年度において、同事業に属する固定資産について減損損失21百万円を特別損

失として計上しております（連結のみ影響）。また、主としてセキュリティ関連事業を展開していた連結子会社で

ある株式会社ＢＩＪに関しまして、同社の財政状態及び経営成績を踏まえ、当事業年度において関係会社株式評価

損65百万円（関係会社投資損失引当金戻入額控除後）を個別財務諸表においてのみ計上しております（連結では影

響無し）。  

連結子会社である株式会社ＢＩＪについては、当期において従来のセキュリティ関連事業中心の体制を見直し、

組織体制の合理化を行っております。今後は、太陽電池に関する事業を中心とした事業展開を行ってまいります。

繰延税金資産については、回収の可能性を慎重に検討した結果、取崩しを行うことといたしました。当期連結決

算で90百万円を法人税等調整額（税金費用）として計上しております。  

以上から、当期純損失は1,028百万円（前連結会計年度の当期純損失169百万円に対し858百万円の損失増加）と

なりました。 

②事業の種類別セグメントの概況 

（電子部品検査装置事業） 

電子部品検査装置事業のうち、光源装置関連におきましては、第１四半期においてはＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳ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等により好調に推移しておりましたが、第２四半期からは、世

界的な景気悪化を受けた半導体メーカーの設備投資意欲の大幅な後退の影響を受け、売上高が伸び悩み、前連結会

計年度を大きく下回りました。テスター装置関連においても、下期の需要に力強さがなく、売上高は前連結会計年

度を下回りました。一方で、画像検査装置関連については、太陽電池パネルメーカーへの導入が増加したこと等か

ら、売上高は前連結会計年度を上回りました。 

 以上のような状況から、当連結会計年度における当セグメントの外部顧客に対する売上高は、652百万円（前連

結会計年度比46.0％）となりました。本年１月に大幅な固定費の削減を行ったものの、たな卸資産の収益性の低下

に基づく簿価切下げにより売上原価が増加したこと等により、営業損失29百万円（前連結会計年度は営業利益370

百万円）を計上することとなりました。 
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（セキュリティ関連事業） 

セキュリティ関連事業におきましては、上期において受託研究等により前年と同様の売上があったものの、下期

においては売上が伸び悩み、当連結会計年度における当セグメントの外部顧客に対する売上高は50百万円（前連結

会計年度比16.5％）となりました。 

  以上のような状況から、当連結会計年度において体制を見直し、固定費の削減を行ったものの、売上原価が増加

したこと等により、営業損失177百万円（前連結会計年度の営業損失62百万円に対し115百万円の損失増加）を計上

することとなりました。 

③次期の見通し 

当社グループは当期におきまして、大幅な固定費削減を行い、需要回復期においては高収益の獲得が可能な組織

体制を構築しております。しかしながら、急速な受注落ち込みからの回復期にはあるものの、次期におきまして

も、半導体設備への需要は当面の間、低い水準での推移が見込まれるため、 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。 

電子部品検査装置事業につきましては、主力のＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け光源装置の受注については、

前半は厳しい状況が続くものの、足元の半導体メーカーの稼働率改善の状況等から後半から徐々に回復の兆しが見

えてくるとみられるため、こうした需要の取り込みを図ってまいります。 

一方、世界的に市場が拡大している太陽電池関連産業へは、経営資源の有効活用に留意しつつも、引き続き積極

的な参入を図ってまいります。上期においてやや費用は先行するものの、下期からの確実な利益貢献に繋げるため

の早急な事業の立ち上げと確立に努めてまいります。 

 セキュリティ関連事業につきましては、少額の利益貢献を見込んでおります。 

以上のような状況から、翌連結会計年度におきましては、以下のとおり予想しております。 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,517百万円減少し、2,573百万円となりました。流動資

産は、前連結会計年度末に比べ1,247百万円減少し、1,849百万円となりました。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270百万円減少し、724百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ476百万円減少し、1,581百万円となりました。流動負債

は、前連結会計年度末に比べ40百万円増加し、904百万円となりましたが、固定負債は、前連結会計年度末に比べ

517百万円減少し、677百万円となっております。 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ1,041百万円減少し、992百万円となりました。これは、

主に当期純損失1,028百万円の計上によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高に比べ1,017百万円減少し、871百万円と

なりました。 

当連結会計年度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） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは315百万円の支出（前連結会計年度は109百万円の

収入）となりました。これは、売上債権の減少額149百万円、減価償却費111百万円はあったものの、税金等調整前

当期純損失935百万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） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは459百万円の支出（前連結会計年度は112百万円の

支出）となりました。これは、定期預金の預入による支出332百万円、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。 

 
第２四半期連結累計期間 通期  

金額 対前年同期比増減額 金額 対前年同期比増減額

売上高（百万円） 370 △193 1,192 490 

営業利益（百万円） △81 37 22 625 

経常利益（百万円） △95 66 △4 648 

当期純利益（百万円） △95 7 △4 1,024 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは245百万円の支出（前連結会計年度は42百万円の

支出）となりました。長期借入れによる収入330百万円に対して、借入金の返済・社債の償還による支出が561百万

円であったこと等によるものです。 

なお、キャッシュ・フローの指標は次のとおりです。 

（注）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 

債務償還年数：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：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※平成21年５月期の債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローが

マイナスのため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 

当社は、企業価値の向上と安定した株主配当が株主の皆様への重要な利益還元と考えております。今後の経営環

境並びに長期事業展開に留意し、内部留保を行いつつ、安定的な配当の実現を目指してまいります。 

平成15年５月期から平成19年５月期までの実績としては配当性向10％以上の期末配当を行わせていただきまし

た。しかしながら、当連結会計年度においては、前連結会計年度に引き続き当期純損失を計上することとなったこ

とから、期末配当については無配とさせていただきたく存じます。また、翌連結会計年度においては、十分な利益

剰余金の確保を現時点では確実には見通せてはいないことから、中間及び期末の配当は無配の予定とさせていただ

きます。 

早期に黒字化を果たし、株主配当を復活するよう全社一丸となって努めてまいります。 

(4) 事業等のリスク 

以下に、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因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、投資家の判断上重要と考えられる事項については、

積極的な情報開示の観点から記載しております。 

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

める方針でありますが、当社株式に対する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した

上で行われる必要があると考えます。 

また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社が判断したものであります。 

①業界動向について 

 a. 需要動向 

当社グループの電子部品検査装置事業に関する需要は、半導体メーカーのＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャに関す

る設備投資動向に影響を受けます。この設備投資動向はＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャが装着される製品の販売動

向及び新製品開発・投入動向、また半導体メーカーの経営方針あるいは経営環境に変動が生じた場合等に変動する

と考えられ、その変動が大きい場合、当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。 

また、太陽電池に関する事業につきましては、当社グループにとって新規のビジネスであるため、今後の市場開

拓等の成功、不成功により業績予想との乖離が発生するおそれがあります。 

 b. 競合の状況 

当社グループの電子部品検査装置事業に関する主要製品である光源装置に関しては、当社を含め数社が供給して

います。当社グループは、光源装置のパイオニアとして大手半導体メーカーとの緊密な連携の下、検査対象である

ＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャの進歩に伴い、製品開発を行い、技術の蓄積をすることができました。したがっ

て、顧客ニーズに応じたカスタマイズ製品の製造販売が可能となります。また、顧客ニーズをいち早く把握し新し

い技術を製品化することで、顧客ニーズに応えていくよう努めております。 

当社グループは、今後も競合他社との差別化を図り、独自の製品を開発・販売していくことにより、市場競争力

  平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期 

自己資本比率（％） 53.1 49.7 38.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 102.1 48.8 79.6 

債務償還年数（年） 5.5 15.8 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12.2 3.9 ― 
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及びマーケットシェアの向上に努める考えでありますが、競合他社が、今後、当社グループの主要な事業分野に

さらに経営資源を投入した場合、あるいは国内外で他社の新規参入があった場合には、当社グループの市場競争力

及びマーケットシェアに影響が生じるおそれがあります。  

 c. 技術革新への対応について 

当社グループは、電子部品検査装置事業に関し、半導体メーカーやモジュールメーカーにおいて１個当たりの検

査コスト及び検査時間の削減というニーズが強まると考えています。また、ＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャに関し

ましては更なる高画素化、高機能化の開発が進められており、光源装置やカメラモジュール検査システムとして

も、より高度且つより高速な装置が求められるものと予測しております。 

しかし、予測に対して需要動向が大きく変動した場合、新技術を導入した製品の開発が遅延あるいは失敗した場

合等には、当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。 

②当社グループの事業体制について 

 a. 小規模組織であること 

当社グループは平成21年５月31日現在で、従業員37名の小規模組織であります。当社グループの市場競争力の核

は技術開発力にあり、専門性の高い技術者を中心とした社員構成となっております。そのため専門性の高い技術者

を確保し、且つ事業拡大を支えるために、営業、製造、内部管理等の人材も充実させる必要があります。 

しかしながら、本年１月、熊本事業所及び京都営業所を閉鎖したことから、現在、 小限の人的資源で業務を行

っております。したがって、優秀な人材の確保及び社内人材の育成に努めておりますが、人材の確保及び社内人材

の教育が計画通りに進まない場合には、当社グループの業務に支障をきたすおそれがあります。また、業務遂行体

制の効率化にも努めていますが、小規模組織であり人的資源に依存する部分が少なくないために、社員に業務遂行

上の支障が生じた場合、あるいは社員が社外流出した場合には、当社グループの業務に支障をきたすおそれがあり

ます。 

一方、急激な規模拡大は、固定費の増加につながり、当社グループの業績に影響を与えるおそれがあります。 

 b. 製造並びに品質保証体制 

  当社グループは、製造に関しては、金属加工及び配線等を除き、基本的に内製を行う方針でありますが、基幹部

分を外部委託した場合には、当社グループの技術あるいはノウハウが委託先に流出し、当社グループの業績に影響

が生じるおそれがあります。また当社グループは、事業拡大に備えて熊本ＦＡＢの建設等、社内外における十分な

製造能力の確保を進めてまいりましたが、当該事業所閉鎖のため委託先に急激な経営悪化又は経営方針の変更等が

生じた場合、あるいは急速な市況回復による受注拡大は、製造の遅延等により、当社グループの業績に影響が生じ

るおそれがあります。 

当社グループは、製品の開発、製造、販売並びに保守を通じて、当社グループ製品の品質及び性能に瑕疵が生じ

ないように努めております。製品の瑕疵責任を問われた場合に備えて、製品保証引当金を積み立てておりますが、

積立金が不十分であった場合には、当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。また、製品の瑕疵責任

に関連して、当社グループが他社から訴訟を受けた場合には、当社グループの業績に影響が生じるおそれがありま

す。 

 c. 研究開発体制 

当社グループの市場競争力の核は技術開発力にあるため、当社グループは人材の多くをそれぞれの事業の研究開

発分野に投入しています。 

当社グループは、研究開発体制の充実によって、研究開発成果を向上させる考えですが、研究開発分野への重点

的な資源投入は、研究開発成果が得られるまでの期間において、当社グループの利益を圧迫するおそれがありま

す。また、研究開発分野への重点的な資源投入は、製造、営業、内部管理の相対的な資源不足を招き、当社グルー

プの業務に支障をきたすおそれがあります。 

③有利子負債について 

  当社グループの有利子負債は、平成21年５月31日現在で、長期借入金946百万円、社債550百万円となっており、

有利子負債が業務運営には不可欠な状態となっております。また、長期借入金170百万円については、当社代表取

締役である木地英雄が保証を行っております。そのため、保証が見込めない状況となり、新たに借入れを行うこと

が困難となった場合、当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。 
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④原材料の調達について 

  当社の製品及びユニットに使用するレンズ等の特定の原材料について、調達先等からの取引の継続性が不安定と

なり、製造の遅延の原因となり、納期を逸した場合は、当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。 

⑤為替変動の影響について  

  当社グループの業績及び財務状況は、為替相場の変動に影響を受けております。円貨への転換によるリスクヘッ

ジを行っておりますが、急激な為替変動は当社グループの外貨建取引から発生する資産及び負債の円換算額に影響

を与える可能性があります。また、為替動向は外貨建てで取引されている製品・サービスの価格及び売上高にも影

響を与える可能性があります。 

⑥法的規制について 

  現時点では、当社グループの事業展開に支障をきたすような法的規制はありません。しかし、国際貿易取引に関

して、将来的に、当社グループの製品あるいは当社グループの製品を構成する主要部品の輸出入が何らかの法的規

制を受けるような状況が生じた場合、あるいは輸出入にあたって許可が必要になるような状況が生じた場合には、

当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。 

また、日本国内においても今後何らかの法的規制を受けた場合には、当社グループの業績に影響が生じるおそれ

があります。 

⑦特許について 

当社グループは知的財産としての特許を重視しており、必要な特許の取得を積極的に進める考えであり、技術情

報公開により当社のコア技術が類推あるいは模倣されないような技術を中心に、特許取得を進めております。しか

し、特許取得により、当社グループの技術情報が公開され、それをもとに他社が関連技術、関連製品の開発あるい

は特許取得等を進める可能性があり、その場合には当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。 

当社グループは、製品開発に際して特許侵害のないように注意を払っておりますが、特許侵害の可能性が皆無と

はいえません。また、国内外の特許出願状況、認定状況によっては、当社グループ製品及び事業に関連する特許が

成立する可能性があるため、当社グループが他社の特許を侵害している、あるいは将来的に侵害する可能性を否定

できません。他社から特許侵害の訴訟を受けた場合には、当社グループの業績に影響が生じるおそれがあります。

(5) 継続企業の前提に関する重要事項等 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失159百万円、当連結会計年度において営業損失603百万円を計

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、継続企業の前提に重要な疑義が生じるおそれがあります。  

当社グループは、当期において大幅な固定費削減を行い、需要回復期においては高収益の獲得が可能な組織体制

を構築しております。次期においても 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、早急な収益構造の改善に努めてまいります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社インターアクション）及び子会社２社（株式会社

ＢＩＪ及び西安朝陽光伏科技有限公司；平成21年３月に設立）で構成されており、電子部品検査装置並びにセキュ

リティ関連製品の開発・製造・販売を行っております。 

近の有価証券報告書（平成20年８月28日提出）における各セグメントの説明については重要な変更がないため

開示を省略しております。 

事業の系統図は次のとおりです。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「クライアントファースト」の経営理念のもと、コア技術である光学技術・画像処理技術・メ

カニカル技術を応用し、お客様のニーズに沿うような製品やサービスのご提供をすることにより、社会に貢献して

いくことを目指しております。クライアントとは、取引先企業ばかりではなく、株主、従業員、地域住民等のステ

ークホルダーも含むものとし、当社グループはこれら全てのステークホルダーに対し、社業を通じ貢献することを

目的としております。 

当社グループは小規模組織のベンチャー企業であり、今後も成長し続けていくためには、常に「創意工夫」を基

本とした、弛まぬ研究開発活動が必須であると考えております。若いエンジニアを中心に、「フェア、オープン、

チャレンジング」な企業風土の下、「Excelsior, Laboramus（もっと高く、さあ働こう）」をモットーとして、よ

り高い技術レベルの会社を目指して活動し、皆様のご期待に応えていく所存であります。 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、株主価値重視との観点から、株主資本利益率（ＲＯＥ）等の指標の向上を目標とし、それを通じて企業

価値の継続的な増大に努めていく方針です。株主からお預かりした資本から得られる利益を極大化することを企業

存続の目的とし、経営資源を集中させるよう努力いたしております。具体的には、ＲＯＥ10％を当面の目標として

おります。 

また、売上規模の拡大をしながら、本業の利益である売上高営業利益率15％を目指しております。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

今後のより安定的な成長と利益確保を続けるためには、撮像半導体メーカーの設備投資動向に当社の経営成績が

大きく影響されない体制をいち早く築くことが中長期的な経営戦略と位置づけております。 

そのための第一の施策としては、従来の日本における開発並びに装置売上中心のビジネスに加え、中国など発展

の著しいアジア市場へ装置の販売だけでなく、サービス事業についても積極的に展開することです。 

第二の施策としては、光源装置以外の分野においても、光学技術を軸に新規分野への積極的な世界戦略を展開す

ることです。とりわけ新規事業としての太陽電池に関する事業を確立し、日本及び中国における販路の拡大を推進

してまいります。 

第三の施策としては、開発型ベンチャー企業として、経営の効率化を図り、利益体質を強化してまいります。 

以上の施策により、お客様の製品品質の向上に寄与することを通じて、豊かな社会の実現に貢献し、当社グルー

プの事業価値を高めていく所存であります。 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、お客様の様々なご要望にお応えするための創意工夫と技術革新を常に行い、成長し続けていく

ために、経営体質の強化を図ることを目的として、以下の課題に取り組んでまいります。 

①新たな収益源となるビジネス確立 

中長期的な会社の経営戦略を確実に遂行し、新たな収益源となるビジネスの確立を進めてまいります。従来の日

本における開発並びに装置売上中心のビジネスに加え、中国など発展の著しいアジア市場へ装置の販売だけでな

く、サービス事業についても積極的に展開してまいります。 

②人材の育成 

開発型ベンチャー企業である当社グループにとって、技術者をはじめとする若くて有能な人材は不可欠でありま

す。現有の人材の能力向上のための諸施策を行うことにより、これらの若くて優秀な人材が当社グループの成長を

支えていく力となるよう努めてまいります。 

③顧客ニーズへの迅速な対応 

当社グループの事業分野は、環境変化のスピードが速く、その変化の大きさも著しい分野であります。したがっ

て、当社グループにとりましては、環境変化に伴う顧客ニーズの将来動向をいち早く把握し、製品開発に結び付け

ていくことが非常に重要であり、マーケティング力の強化、並びにより効率的な開発体制の確立に努めてまいりま

す。 

営業体制については、国内は本社の横浜を拠点とし、海外については３ヶ国にある代理店と緊密に連携し、顧客

ニーズの動向の把握に努めております。 
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④原価低減と生産効率の向上 

製造メーカーにとって高品質を維持しながらの原価低減、並びに生産の効率化は永遠のテーマであります。当社

グループといたしましては、この課題に取り組むためより一層の生産性の向上、製造体制の構築に努めてまいる所

存であります。 

⑤経営基盤の強化 

当社は、平成18年５月29日に内部統制の基本方針に関して決議しました。コーポレート・ガバナンスの充実、リ

スク管理やコンプライアンスを含む内部統制システムが有効に機能するよう、組織体制や運用方法を継続的に見直

し、経営基盤のより一層の強化を図ってまいります。 

社員教育につきましても、コンプライアンス研修、階層別研修など、全役職員を対象に積極的に実施し、経営基

盤の強化に努めております。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,944,820 ※1  1,229,756

受取手形及び売掛金 293,269 111,158

有価証券 30,564 24,088

たな卸資産 750,994 －

商品及び製品 － 48,265

仕掛品 － 159,551

原材料及び貯蔵品 － 246,439

繰延税金資産 27,971 －

その他 49,164 73,597

貸倒引当金 － △43,686

流動資産合計 3,096,785 1,849,170

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 423,930 420,380

減価償却累計額 △91,077 △109,261

建物及び構築物（純額） 332,852 311,118

機械装置及び運搬具 205,900 205,900

減価償却累計額 △100,568 △120,005

機械装置及び運搬具（純額） 105,331 85,894

工具、器具及び備品 232,896 237,959

減価償却累計額 △139,922 △195,851

工具、器具及び備品（純額） 92,973 42,108

土地 106,616 129,062

建設仮勘定 4,991 －

有形固定資産合計 642,765 568,183

無形固定資産   

その他 47,179 34,766

無形固定資産合計 47,179 34,766

投資その他の資産   

投資有価証券 163,356 255,996

繰延税金資産 63,727 －

その他 77,909 108,165

貸倒引当金 － △242,426

投資その他の資産合計 304,994 121,735

固定資産合計 994,939 724,685

資産合計 4,091,725 2,573,856
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 94,011 8,404

短期借入金 25,000 －

1年内返済予定の長期借入金 434,812 ※1  445,226

1年内償還予定の社債 80,000 380,000

未払法人税等 2,131 3,366

製品保証引当金 23,076 7,337

その他 204,490 60,065

流動負債合計 863,522 904,399

固定負債   

社債 550,000 170,000

長期借入金 638,082 ※1  501,399

退職給付引当金 6,556 5,804

その他 50 －

固定負債合計 1,194,688 677,203

負債合計 2,058,210 1,581,602

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 337,691 △690,509

自己株式 △435,250 △448,798

株主資本合計 2,038,865 997,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,350 △4,469

為替換算調整勘定 － △393

評価・換算差額等合計 △5,350 △4,862

純資産合計 2,033,514 992,253

負債純資産合計 4,091,725 2,573,856
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,724,498 702,894

売上原価 1,001,625 ※1  704,238

売上総利益又は売上総損失（△） 722,872 △1,344

販売費及び一般管理費   

役員報酬 76,576 58,046

給料及び手当 196,288 126,455

退職給付費用 939 501

製品保証引当金繰入額 30,670 10,161

研究開発費 ※2  102,555 ※2  25,382

管理諸費 － 73,725

その他 475,006 307,667

販売費及び一般管理費合計 882,036 601,940

営業損失（△） △159,164 △603,285

営業外収益   

受取利息 5,566 4,764

受取配当金 0 17

貸与資産賃貸料 14,579 11,090

雑収入 3,008 3,600

営業外収益合計 23,155 19,474

営業外費用   

支払利息 28,087 25,443

為替差損 28,740 29,306

社債発行費 1,559 －

貸与資産諸費用 7,853 5,462

原材料廃棄損 10,811 －

雑損失 12,981 8,538

営業外費用合計 90,034 68,751

経常損失（△） △226,043 △652,563

特別利益   

貸倒引当金戻入額 70 －

製品保証引当金戻入額 8,653 20,520

製造権譲渡益 － 30,437

特別利益合計 8,724 50,957
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  311 ※3  3,003

固定資産売却損 ※4  5,818 －

投資有価証券売却損 － 1,048

投資有価証券評価損 － 3,385

貸倒引当金繰入額 － 12,520

事業整理損 － ※5  264,115

退職特別加算金 － 18,851

たな卸資産評価損 － 8,832

減損損失 － ※6  21,877

特別損失合計 6,130 333,634

税金等調整前当期純損失（△） △223,449 △935,240

法人税、住民税及び事業税 4,512 2,836

法人税等調整額 △58,690 90,123

法人税等合計 △54,177 92,960

当期純損失（△） △169,271 △1,028,200
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,102,711 1,102,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,102,711 1,102,711

資本剰余金   

前期末残高 1,033,711 1,033,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,033,711 1,033,711

利益剰余金   

前期末残高 537,383 337,691

当期変動額   

剰余金の配当 △30,420 －

当期純損失（△） △169,271 △1,028,200

当期変動額合計 △199,692 △1,028,200

当期末残高 337,691 △690,509

自己株式   

前期末残高 △435,250 △435,250

当期変動額   

自己株式の取得 － △13,548

当期変動額合計 － △13,548

当期末残高 △435,250 △448,798

株主資本合計   

前期末残高 2,238,557 2,038,865

当期変動額   

剰余金の配当 △30,420 －

当期純損失（△） △169,271 △1,028,200

自己株式の取得 － △13,548

当期変動額合計 △199,692 △1,041,749

当期末残高 2,038,865 997,116
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △241 △5,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,108 881

当期変動額合計 △5,108 881

当期末残高 △5,350 △4,469

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △393

当期変動額合計 － △393

当期末残高 － △393

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △241 △5,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,108 487

当期変動額合計 △5,108 487

当期末残高 △5,350 △4,862

純資産合計   

前期末残高 2,238,315 2,033,514

当期変動額   

剰余金の配当 △30,420 －

当期純損失（△） △169,271 △1,028,200

自己株式の取得 － △13,548

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,108 487

当期変動額合計 △204,800 △1,041,261

当期末残高 2,033,514 992,253
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △223,449 △935,240

減価償却費 113,672 111,955

減損損失 － 21,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 286,113

製品保証引当金の増減額（△は減少） 7,321 △15,739

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,176 △752

受取利息及び受取配当金 △5,567 △4,782

支払利息及び保証料 29,455 26,993

社債発行費 1,559 －

為替差損益（△は益） 25,180 20,769

原材料廃棄損 10,811 －

たな卸資産評価損 － 247,779

有形固定資産除却損 311 3,003

有形固定資産売却損益（△は益） 5,818 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,385

売上債権の増減額（△は増加） 275,713 149,229

たな卸資産の増減額（△は増加） △151,774 48,958

仕入債務の増減額（△は減少） △5,771 △85,607

その他の資産・負債の増減額 △10,327 △165,720

小計 74,060 △287,775

利息及び配当金の受取額 4,191 2,912

利息及び保証料の支払額 △29,006 △30,884

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 59,860 534

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,107 △315,213

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 △13,568 △332,502

定期預金の払戻による収入 11,459 30,125

有形固定資産の取得による支出 △74,255 △40,042

有形固定資産の売却による収入 37,439 －

無形固定資産の取得による支出 △15,136 △14,909

投資有価証券の取得による支出 △84,161 △114,343

投資有価証券の売却による収入 1,469 6,093

敷金の差入による支出 △7,677 △13,824

敷金の回収による収入 9,115 19,289

貸付金の回収による収入 5,300 －

保険積立金の解約による収入 11,033 －

保険積立金の取得による支出 △441 －

その他 6,897 304

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,527 △459,809
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

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 685,000 －

短期借入金の返済による支出 △660,000 △25,000

長期借入れによる収入 300,000 330,000

長期借入金の返済による支出 △364,578 △456,269

社債の発行による収入 98,440 －

社債の償還による支出 △70,000 △80,000

自己株式の取得による支出 － △13,548

配当金の支払額 △30,830 △641

その他 △576 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,543 △245,832

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,552 3,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,516 △1,017,441

現金及び現金同等物の期首残高 1,941,963 1,888,446

現金及び現金同等物の期末残高 1,888,446 871,004
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継続企業の前提に関する注記 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 （１） 連結子会社の数    １社 

    連結子会社名   

     株式会社ＢＩＪ      

 （１） 連結子会社の数    ２社 

    連結子会社名   

      株式会社ＢＩＪ 

     西安朝陽光伏科技有限公司   

  

 なお、西安朝陽光伏科技有限公司に

ついては新規設立に伴い、当連結会計

年度より、連結子会社に含めることと

いたしました。      

２．持分法の適用に関する

事項 

  該当ありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

  連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。   

 連結子会社のうち、西安朝陽光伏科

技有限公司は決算日が12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたって

は連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

    

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

イ たな卸資産 

製品・仕掛品 

主として個別法による原価法を採

用しております。 

イ たな卸資産 

製品・仕掛品  

 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）を採

用しております。 

  原材料 

月次総平均法による原価法を採用

しております。 

原材料 

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）を採用

しております。 

  ロ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算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）を採用しておりま

す。 

ロ 有価証券 

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を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 

  ハ デリバティブ 

時価法を採用しております。 

ハ デリバティブ 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法（ただし、建物(附属設備を

除く)については定額法）によってお

ります。 

 なお、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、法人税法に

規定する旧定率法又は旧定額法によ

っております。 

 また、取得価額 100千円以上 200

千円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年均等償却によっておりま

す。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

      同左  

  ロ 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 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)に基づく定額法によってお

ります。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

ハ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産  

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しており

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３月31日以前のリース

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処理によってお

ります。 

(3）重要な引当金の計上

基準 

イ 貸倒引当金 

 債権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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

 イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 製品保証引当金 

 製品等のアフターサービスに対す

る費用支出に備えるため、保証期間

内のサービス費用見積額を計上して

おります。 

ロ 製品保証引当金 

 同左  

  ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針（会

計制度委員会報告第13号）に定める

簡便法に基づき、退職金規程による

連結会計年度末自己都合要支給額を

計上しております。 

ハ 退職給付引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

同左 

(5）重要なリース取引の

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処理

によっております。 

――――――――――   

(6）重要なヘッジ会計の

方法 

 イ ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

 イ ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

   ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：金利スワップ 

 ヘッジ対象：借入金の利息 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

   ハ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の認識は個別契約

毎に行っております。 

 ハ ヘッジ方針 

同左 

  

   ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、ヘッジ開

始時及びその後も継続して金利の変

動による影響を相殺又は一定の範囲

に限定する効果が見込まれるため、

ヘッジの有効性の評価は省略してお

ります。 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左  

(7） 繰延資産の処理方法  イ 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

――――――――――  

  

(8）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

 イ 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

 イ 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び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

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限及び満期の到来する短期投資からな

っております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

       ―――――――――――― (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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、当連結会計年度よ

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）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、営業利益及び経常利益は 238,946千

円、税金等調整前当期純利益は 247,779千円、それ

ぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

       ―――――――――――― (2)「リース取引に関する会計基準」の適用 

 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、当連結会計年度より「リー

ス取引に関する会計基準」〔企業会計基準13号（平

成５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、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。これによる損益への影響はございません。  
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

 （貸借対照表）   
――――――――――――  

  （貸借対照表）   

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等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）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」、

「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」に区分掲記してお

ります。 

 なお、前連結会計年度に含まれる「商品及び製品」

は 116,762千円、「仕掛品」は 316,344千円、「原材

料及び貯蔵品」は 317,888千円であります。      

（損益計算書） 

 １  前連結会計年度まで営業外費用の「雑損失」に含 

めて表示しておりました「原材料廃棄損」は当期に

おいて営業外費用の総額の100分の10を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「原材料廃棄損」

は 4,406千円であります。 

（損益計算書） 

１    ――――――――――――     

  

  

２ 前連結会計年度において、販売費及び一般管理費

の 「その他」に含めて表示しておりました「管理

諸費」は、当連結会計年度において販売費及び一般

管理費の総額の100分の10を超えたため区分掲記し

ました。 

 なお、前連結会計年度の「管理諸費」は 78,550

千円であります。  
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年５月31日） 

       ―――――――――――― ※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

  定期預金              30,000千円 

      

 担保付債務は次のとおりであります。       

１年内返済予定長期借入金 13,200千円

長期借入金 86,800千円

  合計 100,000千円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

 ※１      ――――――――――――  ※１ 売上原価には、たな卸資産評価損が 238,946千円

含まれております。 

 ※２ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費    102,555千円 

 ※２ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費     25,382千円 

 ※３ 固定資産除却損は、建物 207千円、工具、器具及

び備品 103千円であります。 

 ※４ 固定資産売却損は、建物及び土地 5,656千円、車

両運搬具 162千円であります。 

 ※３ 固定資産除却損は、建物 2,836千円、工具、器具及

び備品 166千円であります。 

 ※４        ―――――――――――― 

 ※５      ――――――――――――  ※５ 事業整理損は、テセダ社関連事業の整理に伴うもの

であり、以下のものが含まれております。   

貸倒引当金繰入額    

  営業債権 43,686千円

 投資有価証券(転換社債) 212,255千円

前払費用一括償却額 8,172千円

  合計 264,115千円

 ※６      ――――――――――――  ※６ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。 

  

  

（１）減損損失を認識した主な資産 

セキュリティ事業の工具、器具及び備品、ソフ

トウェア、商標権 

  

  

（２）減損損失を認識に至った経緯 

継続的に営業損失を計上しており、かつ、将来

キャッシュ・フローの見積り総額が各資産グル

ープの帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上したものであります。 

  

  

（３）減損損失の金額           

工具、器具及び備品 15,375千円

ソフトウェア 6,419千円

商   標   権 82千円

  合計 21,877千円

  

  

（４）資産のグルーピングの方法 

事業の種類別セグメントを基礎に、資産をグル

ーピングしております。 

  

  

   （５）回収可能価額の算定 

   回収可能価額は、使用価値により測定して 

   おり、使用価値は、将来キャッシュ・フロ 

   ーに基づき算出しております。なお、割引 

   率については、割引前将来キャッシュ・フ  

   ローがマイナスのため、記載を省略してお 

   ります。  
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２ 配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

     該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加756株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。   

  

２ 配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

       該当事項はありません。 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度 
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末 
株式数 
（株）  

 発行済株式        

 普通株式 63,841 － － 63,841 

合計 63,841 － － 63,841 

自己株式        

普通株式 3,000 － － 3,000 

合計 3,000 － － 3,000 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年８月23日 

定時株主総会 
普通株式 30,420 500 平成19年５月31日 平成19年８月24日 

  
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度 
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末 
株式数 
（株）  

 発行済株式        

 普通株式 63,841 － － 63,841 

合計 63,841 － － 63,841 

自己株式        

普通株式 3,000 756 － 3,756 

合計 3,000 756 － 3,756 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 （平成20年５月31日 現在） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 （平成21年５月31日 現在） 

現金及び預金勘定の期末残高 1,944,820千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △56,374千円 

現金及び現金同等物の期末残高 1,888,446千円 

現金及び預金勘定の期末残高 1,229,756千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △358,751千円 

現金及び現金同等物の期末残高 871,004千円 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

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（借主側） 

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３月31日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっており、その内容は次のとおりであります。 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

 額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、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 5,982 2,980 3,001 

合計 5,982 2,980 3,001 

 
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 3,204 1,121 2,082 

車両運搬具  8,227 2,492 5,735 

合計 11,432 3,614 7,818 

  （注） 車両運搬具は、平成19年10月12日に締結されたリ  

ース契約を別会社より承継したものであります。   

２ 未経過リース料期末残高相当額  ２ 未経過リース料期末残高相当額  

一年以内 902千円 

一年超 2,161千円 

合計 3,064千円 

一年以内 2,875千円 

一年超 7,512千円 

合計 10,387千円 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当 

 額 

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 1,674千円 

減価償却費相当額 1,480千円 

支払利息相当額 132千円 

支払リース料 2,397千円 

減価償却費相当額 1,541千円 

支払利息相当額 891千円 

４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減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。  

同左 

５ 利息相当額の算定方法 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。  

同左 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成20年５月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）当社及び連結子会社では、「その他有価証券」について金融商品会計に係る会計基準に基づき、簿価に比べ時価

が30％以上下落した銘柄につき減損処理を行っております。 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの      

株式 － － － 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 －   － 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の 
     

株式 － － － 

債券 14,254 10,471 △3,782 

その他 39,601 36,456 △3,144 

小計 53,855 46,928 △6,926 

合計 53,855 46,928 △6,926 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

中期国債ファンド 20,092 

非上場外国債券 126,900 

種類 １年以内（千円） 
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

債券        

 社債 － 126,900 － － 

その他 10,471 － － － 

その他 － － 27,436 － 

計 10,471 126,900 27,436 － 
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当連結会計年度（平成21年５月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１．当社及び連結子会社では「その他有価証券」について、金融商品会計に係る会計基準に基づき、簿価に比 

 べ時価が30％以上下落した銘柄につき減損処理を行っております。 

２．当連結会計年度において債券の減損処理を行い、減損処理後の金額を取得原価としております。なお、当 

 連結会計年度に減損処理した金額は 3,385千円であります。   

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年度６月１日 至 平成21年５月31日） 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの      

株式 4,803 5,127 323 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 4,803 5,127 323 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の 
     

株式 － － － 

債券 9,894 9,816 △77 

その他 37,443 32,728 △4,714 

小計 47,338 42,545 △4,792 

合計 52,142 47,673 △4,469 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

3,936 － 1,048 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

中期国債ファンド 20,155 

非上場外国債券 212,256 

種類 １年以内（千円） 
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

債券        

 社債 － 212,256 － － 

その他 － 5,884 － － 

その他 － 25,015 － － 

計 － 243,155 － － 
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（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成20年５月31日現在） 

 デリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用しているため、記載すべき事項はありません。 

当連結会計年度（平成21年５月31日現在） 

 デリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用しているため、記載すべき事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

(1）取引の内容 

 金利スワップ取引を利用しております。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 金利の変動によるリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 借入金利等の将来の金利市場における利率上昇に

よる変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引

を利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しており

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 

  ヘッジ手段：金利スワップ 

  ヘッジ対象：借入金の利息 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の認識

は個別契約毎に行っております。 

 ③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て金利の変動による影響を相殺、又は一定の範

囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの

有効性の評価は省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しております。 

  なお、取引相手先は信用度の高い国内の金融機関

であるため、信用リスクはほとんどないと認識して

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 

デリバティブ取引の執行・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従い、

財務担当部門が決裁担当者の承認を得て行っており

ます。  

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 
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（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成20年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年５月31日） 

退職給付債務（千円） 6,556 5,804 

 退職給付引当金（千円） 6,556 5,804 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

退職給付費用（千円） 1,718 932 

 勤務費用（千円） 1,718 932 
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 （１）ストック・オプションの内容 

  

 （注）付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。 

 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成20年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

  平成15年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション  

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名、当社従業員31名 当社取締役６名、当社従業員44名 

 ストック・オプション数 （注） 普通株式  300株 普通株式  500株 

 付与日 平成16年２月24日 平成17年４月25日 

 権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

 対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

 権利行使期間 平成17年９月１日～平成20年８月31日 平成18年９月１日～平成21年８月31日

   平成17年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役４名、当社従業員39名 

 ストック・オプション数 （注） 普通株式  500株 

 付与日 平成18年４月14日 

 権利確定条件 特に付されておりません。 

 対象勤務期間 特に定めはありません。 

 権利行使期間 平成19年９月１日～平成22年８月31日

  平成15年ストックオプション   平成16年ストックオプション   

 権利確定前         （株）     

 前連結会計年度末 － － 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － － 

 未確定残 － － 

 権利確定後         （株）     

 前連結会計年度末 138 235 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 44 68 

 未行使残 94 167 

  平成17年ストックオプション   

 権利確定前         （株）   

 前連結会計年度末 335 

 付与 － 

 失効 4 

 権利確定 331 

 未確定残 － 

 権利確定後         （株）   

 前連結会計年度末 － 

 権利確定 331 

 権利行使 － 

 失効 190 

 未行使残 141 
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 ②単価情報 

当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 （１）ストック・オプションの内容 

 （注）付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。 

 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成21年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

 ②単価情報 

  平成15年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション 

 権利行使価格        （円） 340,000 159,000 

 行使時平均株価       （円） － － 

 公平な評価単価 （付与日） （円） － － 

  平成17年ストック・オプション 

 権利行使価格        （円） 219,000 

 行使時平均株価       （円） － 

 公平な評価単価 （付与日） （円） － 

  平成16年ストック・オプション   平成17年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名、当社従業員44名 当社取締役４名、当社従業員39名 

 ストック・オプション数 （注） 普通株式  500株 普通株式  500株 

 付与日 平成17年４月25日 平成18年４月14日 

 権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

 対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

 権利行使期間 平成18年９月１日～平成21年８月31日 平成19年９月１日～平成22年８月31日

  平成16年ストックオプション  平成17年ストックオプション   

 権利確定前         （株） － － 

 前連結会計年度末 － － 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － － 

 未確定残 － － 

 権利確定後         （株） － － 

 前連結会計年度末 167 141 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 52 42 

 未行使残 115 99 

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 

 権利行使価格        （円） 159,000 219,000 

 行使時平均株価       （円） － － 

 公平な評価単価 （付与日） （円） － － 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年５月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

（繰延税金資産）    

未払賞与 15,531千円 

製品保証引当金否認 9,369千円 

退職給付引当金限度超過額 2,662千円 

繰越欠損金  141,291千円 

その他有価証券評価差額金 2,820千円 

その他 4,810千円 

繰延税金資産小計 176,486千円 

評価性引当額 △84,786千円 

繰延税金資産合計 91,699千円 

（繰延税金負債）   

繰延税金負債合計 －千円 

繰延税金資産の純額 91,699千円 

  

（繰延税金資産）    

未払賞与 3,457千円 

製品保証引当金否認 2,979千円 

退職給付引当金限度超過額 2,356千円 

事業整理損否認 89,493千円 

減損損失否認  8,941千円 

繰越欠損金   423,971千円 

その他有価証券評価差額金 1,814千円 

その他 16,762千円 

繰延税金資産小計 549,775千円 

評価性引当額 △549,775千円 

繰延税金資産合計 －千円 

     
（繰延税金負債）   

繰延税金負債合計 －千円 

繰延税金資産の純額 －千円 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

 

  

 流動資産－繰延税金資産 27,971千円 

 固定資産－繰延税金資産 63,727千円 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を

省略しております。 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を

省略しております。 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31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      

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 329,715千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金(預金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 1,419,402 305,095 1,724,498 － 1,724,498 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
17,164 85,310 102,474  (102,474) － 

計 1,436,566 390,405 1,826,972  (102,474) 1,724,498 

営業費用 1,065,777 452,686 1,518,464 365,198 1,883,662 

営業利益（又は営業損失△） 370,788 △62,280 308,507  (467,672) △159,164 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産 3,655,518 280,276 3,935,794 155,930 4,091,725 

減価償却費 71,865 22,665 94,531 19,141 113,672 

資本的支出 56,180 51,911 108,091 6,117 114,208 

事業区分 主要製品  

 電子部品検査装置事業  光源装置、ＩＰモジュール、カメラモジュール検査システム 

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品 

  
 前連結会計年度 

(千円)  
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      
473,872  親会社本社の管理部門に係る費用であります。
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当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31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      

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 478,812千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金(預金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

５ 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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)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、営業利益が「電子部品検査装置事業」で 112,061千

円、「セキュリティ関連事業」で 126,885千円減少しております。 

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 652,687 50,206 702,894 － 702,894 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
10,301 1,525 11,826  (11,826) － 

計 662,988 51,732 714,720  (11,826) 702,894 

営業費用 692,785 229,041 921,826 384,353 1,306,179 

営業損失（△） △29,796 △177,309 △207,105  (396,179) △603,285 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
          

資産 2,359,064 80,251 2,439,316 134,540 2,573,856 

減価償却費 52,551 34,537 87,088 24,867 111,955 

減損損失 － 21,877 21,877 － 21,877 

資本的支出 21,044 9,981 31,025 23,925 54,951 

事業区分 主要製品  

 電子部品検査装置事業  光源装置、ＩＰモジュール、カメラモジュール検査システム 

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品 

  
 当連結会計年度 

(千円)  
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      
390,623  親会社本社の管理部門に係る費用であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日  至 平成20年５月31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。 

当連結会計年度（自 平成20年６月１日  至 平成21年５月31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．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。 

アジア・・・・・・中国     

３. 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「4 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報) a.事業の

種類別セグメント情報」の「注3.」と同一であります。 

４. 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、 

「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)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、営業利益が「日本」で 238,946千円減少しておりま

す。  

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 702,894 － 702,894 － 702,894 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
11,826 － 11,826 (11,826) － 

計 714,720 － 714,720 (11,826) 702,894 

営業費用 920,422 1,403 921,826 384,353 1,306,179 

営業損失（△） △205,702 △1,403 △207,105 (396,179) △603,285 

Ⅱ 資産 2,400,275 39,040 2,439,316 134,540 2,573,856 
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ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

           海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31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。  

（関連当事者情報） 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者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13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

（注）１．テラウェア㈱は、当社取締役 栗村昌昭が代表取締役を務めております。上記不動産は、同社より（連帯保

証債務の代物弁済として）譲受けております。なお、不動産の購入価額については、不動産鑑定士の鑑定価格

を参考に決定しております。 

    ２．当社の銀行借入金に対して、代表取締役 木地英雄より債務保証を受けております。なお、保証料の支払い

は行っておりません。 

  アジア 北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 96,939 1,318 29,338 127,596 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 702,894 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
13.8 0.2 4.2 18.2 

     役員及び個人主要株主等 

種類 
会社等の名
称又は氏名 

所在地 
資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

  

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

当社役員が

議決権の過

半数を所有

している会

社 

テラウェア

㈱ 

東京都 

世田谷区 
10,000 

システムの開

発・販売 
 なし  なし 

不動産(建

物及び土

地)の購入

(注)１ 

23,925 － － 

役  員  木地英雄  － － 
当社 

代表取締役 

(被所有)直接

23.6
債務被保証 

当社借入金

に対する債

務被保証 

(注)２ 

170,636  － － 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純損失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は、以下のとおりで

あります。 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 該当事項はありません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１株当たり純資産額        33,423円43銭 16,514円17銭 

１株当たり当期純損失金額（△）        △2,782円20銭         △17,023円75銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 

潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当期純損失（△）（千円） △169,271 △1,028,200 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △169,271 △1,028,200 

普通株式の期中平均株式数（株） 60,841 60,398 

普通株式の増加数（株） － － 

（うち新株予約権） （－）  （－） 

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め

なかった潜在株式の概要 

  

平成15年８月28日の定時株主総

会において決議された新株予約権 

 47個（普通株式94株） 

平成16年８月26日の定時株主総

会において決議された新株予約権 

 167個（普通株式167株） 

平成17年８月24日の定時株主総

会において決議された新株予約権 

 141個（普通株式141株） 

  

      ――――――― 

  

平成16年８月26日の定時株主総

会において決議された新株予約権 

 115個（普通株式151株） 

平成17年８月24日の定時株主総

会において決議された新株予約権 

 99個（普通株式129株） 

- 39 -

㈱インターアクション(7725)平成21年5月期決算短信

- 39 -



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,899,510 ※1  1,151,019

受取手形 17,749 1,528

売掛金 237,639 109,620

有価証券 24,338 24,088

製品 84,158 －

商品及び製品 － 42,195

仕掛品 244,908 158,679

原材料 316,328 －

貯蔵品 1,440 －

原材料及び貯蔵品 － 246,324

前渡金 1,292 245

前払費用 20,047 17,167

繰延税金資産 27,971 －

短期貸付金 ※2  138,600 ※2  252,362

未収入金 － 41,101

その他 25,516 18,820

貸倒引当金 － △43,686

流動資産合計 3,039,504 2,019,467

固定資産   

有形固定資産   

建物 405,788 402,684

減価償却累計額 △79,893 △96,738

建物（純額） 325,894 305,946

構築物 14,375 14,375

減価償却累計額 △8,173 △9,334

構築物（純額） 6,201 5,041

機械及び装置 194,247 194,247

減価償却累計額 △92,176 △110,495

機械及び装置（純額） 102,070 83,751

車両運搬具 11,652 11,652

減価償却累計額 △8,391 △9,510

車両運搬具（純額） 3,261 2,142

工具、器具及び備品 145,449 164,338

減価償却累計額 △98,294 △124,275

工具、器具及び備品（純額） 47,154 40,063

土地 106,616 129,062

建設仮勘定 4,991 －

有形固定資産合計 596,190 566,008
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

無形固定資産   

特許権 69 31

商標権 199 174

ソフトウエア 35,768 29,669

電話加入権 233 233

その他 7,335 3,773

無形固定資産合計 43,606 33,882

投資その他の資産   

投資有価証券 163,356 250,112

関係会社株式 110,000 40,000

出資金 10 10

関係会社長期貸付金 20,030 38,353

破産更生債権等 － 3,459

長期前払費用 41,111 21,711

繰延税金資産 81,591 －

敷金 28,600 30,484

その他 67 21,699

関係会社投資損失引当金 △44,000 －

貸倒引当金 － △226,633

投資その他の資産合計 400,768 179,198

固定資産合計 1,040,566 779,089

資産合計 4,080,070 2,798,556

負債の部   

流動負債   

買掛金 86,695 16,419

1年内返済予定の長期借入金 394,812 ※1  397,966

1年内償還予定の社債 80,000 380,000

未払金 87,631 32,277

未払費用 3,883 3,216

未払法人税等 1,965 3,234

前受金 33,889 16,784

預り金 9,002 5,020

前受収益 46 －

製品保証引当金 23,076 7,337

その他 12,166 －

流動負債合計 733,169 862,256

固定負債   

社債 550,000 170,000

長期借入金 578,082 ※1  444,104

退職給付引当金 6,211 5,712
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

その他 50 －

固定負債合計 1,134,343 619,816

負債合計 1,867,512 1,482,072

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,102,711 1,102,711

資本剰余金   

資本準備金 1,033,711 1,033,711

資本剰余金合計 1,033,711 1,033,711

利益剰余金   

利益準備金 2,600 2,600

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 511,089 △369,272

利益剰余金合計 513,689 △366,672

自己株式 △435,250 △448,798

株主資本合計 2,214,863 1,320,952

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,306 △4,469

評価・換算差額等合計 △2,306 △4,469

純資産合計 2,212,557 1,316,483

負債純資産合計 4,080,070 2,798,556
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高   

製品売上高 1,526,156 653,583

売上原価   

製品期首たな卸高 54,467 84,158

当期製品製造原価 887,172 427,528

合計 941,640 511,687

他勘定振替高 ※1  17,724 －

製品期末たな卸高 84,158 91,528

たな卸資産評価損 － 110,672

製品売上原価 839,757 530,830

売上総利益 686,399 122,752

販売費及び一般管理費   

役員報酬 55,196 49,565

給料及び手当 165,145 114,418

賞与 41,359 19,166

退職給付費用 741 483

販売手数料 41,281 16,317

旅費及び交通費 54,793 41,849

賃借料 25,760 22,467

支払手数料 88,624 87,886

減価償却費 29,583 32,294

製品保証引当金繰入額 30,670 10,161

研究開発費 ※2  99,213 ※2  18,348

貸倒引当金繰入額 － 1,857

その他 152,962 112,457

販売費及び一般管理費合計 785,333 527,273

営業損失（△） △98,934 △404,521

営業外収益   

受取利息 ※3  4,814 ※3  6,433

有価証券利息 2,737 2,183

受取配当金 0 17

貸与資産賃貸料 14,579 11,090

雑収入 3,005 3,264

営業外収益合計 25,138 22,989

- 43 -

㈱インターアクション(7725)平成21年5月期決算短信

- 43 -



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業外費用   

支払利息 16,204 15,320

社債利息 8,716 7,674

支払保証料 1,367 1,378

社債発行費 1,559 －

貸与資産諸費用 7,853 5,462

為替差損 28,942 29,306

原材料廃棄損 10,811 －

雑損失 9,547 6,190

営業外費用合計 85,003 65,332

経常損失（△） △158,799 △446,864

特別利益   

貸倒引当金戻入額 70 －

製品保証引当金戻入額 8,653 20,520

関係会社投資損失引当金戻入額 － 44,000

製造権譲渡益 － 30,437

特別利益合計 8,724 94,957

特別損失   

固定資産除却損 ※4  281 ※4  2,721

固定資産売却損 ※5  5,818 －

投資有価証券売却損 － 1,048

関係会社株式評価損 － 109,999

関係会社投資損失引当金繰入額 44,000 －

貸倒引当金繰入額 － 12,520

事業整理損 － ※6  264,115

退職特別加算金 － 18,670

たな卸資産評価損 － 8,832

特別損失合計 50,100 417,907

税引前当期純損失（△） △200,174 △769,814

法人税、住民税及び事業税 4,222 2,560

法人税等調整額 △76,554 107,987

法人税等合計 △72,331 110,547

当期純損失（△） △127,843 △880,362
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製造原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   340,928 31.3 84,774 21.1 

Ⅱ 労務費   272,688 25.1 128,502 31.9 

Ⅲ 外注加工費   342,155 31.4 100,460 24.9 

Ⅳ 経費 ※１ 132,727 12.2 89,099 22.1 

当期総製造費用   1,088,500 100.0 402,837 100.0 

期首仕掛品たな卸高   209,081   244,908  

合計   1,297,581   647,745  

期末仕掛品たな卸高   244,908   161,634  

他勘定振替高 ※２ 165,500   58,583  

当期製品製造原価   887,172   427,528  

           

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

※１ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。 ※１ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。 

減価償却費 47,277千円 減価償却費 36,467千円 

旅費及び交通費 15,115千円 旅費及び交通費 9,607千円 

賃借料 23,329千円 賃借料 15,712千円 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 157,294千円 販売費及び一般管理費 55,937千円 

その他 8,205千円 その他 2,645千円 

 ３ 原価計算の方法  ３ 原価計算の方法 

 実際原価による個別原価計算を実施しておりま
す。 

同左 
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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６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,102,711 1,102,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,102,711 1,102,711

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,033,711 1,033,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,033,711 1,033,711

資本剰余金合計   

前期末残高 1,033,711 1,033,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,033,711 1,033,711

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,600 2,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,600 2,600

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 669,353 511,089

当期変動額   

剰余金の配当 △30,420 －

当期純損失（△） △127,843 △880,362

当期変動額合計 △158,263 △880,362

当期末残高 511,089 △369,272

利益剰余金合計   

前期末残高 671,953 513,689

当期変動額   

剰余金の配当 △30,420 －

当期純損失（△） △127,843 △880,362

当期変動額合計 △158,263 △880,362

当期末残高 513,689 △366,672

自己株式   

前期末残高 △435,250 △435,250
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 － △13,548

当期変動額合計 － △13,548

当期末残高 △435,250 △448,798

株主資本合計   

前期末残高 2,373,127 2,214,863

当期変動額   

剰余金の配当 △30,420 －

当期純損失（△） △127,843 △880,362

自己株式の取得 － △13,548

当期変動額合計 △158,263 △893,910

当期末残高 2,214,863 1,320,952

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 535 △2,306

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,841 △2,162

当期変動額合計 △2,841 △2,162

当期末残高 △2,306 △4,469

評価・換算差額等合計   

前期末残高 535 △2,306

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,841 △2,162

当期変動額合計 △2,841 △2,162

当期末残高 △2,306 △4,469

純資産合計   

前期末残高 2,373,662 2,212,557

当期変動額   

剰余金の配当 △30,420 －

当期純損失（△） △127,843 △880,362

自己株式の取得 － △13,548

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,841 △2,162

当期変動額合計 △161,104 △896,073

当期末残高 2,212,557 1,316,483
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継続企業の前提に関する注記 

前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 該当事項はありません。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

 (1）子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して 

 おります。 

 (1）子会社株式 

同左 

   (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

    決算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）を採用しております。 

同左 

 
時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

同左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法を採用しております。 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）製品、仕掛品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(1）製品、仕掛品 

 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）を採用しておりま

す。  

  (2）原材料 (2）原材料 

   月次総平均法による原価法を採用 

しております。 

 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）を採用してお

ります。  

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、建物(附属設備を除

く)については定額法）によっておりま

す。 

 なお、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、法人税法に規定

する旧定率法又は旧定額法によってお

ります。 

 また、取得価額 100千円以上 200千

円未満の少額減価償却資産については

３年均等償却によっております。 

(1）有形固定資産 

       同左 

 
(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法によっております。 

 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）に基づく定額法によっており

ます。 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 (1）社債発行費 

   支出時に全額費用として処理してお

ります。 

――――――――――  
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

 ６ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

７ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

同左 

  (2）製品保証引当金 (2）製品保証引当金 

   製品等のアフターサービスに対する

費用支出に備えるため、保証期間内の

サービス費用見積額を計上しておりま

す。 

同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、退

職給付会計に関する実務指針（会計制

度委員会報告第13号）に定める簡便法

に基づき、退職金規程による期末自己

都合要支給額を計上しております。 

同左 

  (4）関係会社投資損失引当金     ―――――――――― 

     関係会社に対する投資の損失に備える

ため、当該関係会社の財政状態及び回復

可能性等を勘案し、必要と認めた額を計

上しております。   

          

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処理によって

おります。 

―――――――――― 

９ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金の利息 

同左 

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の認識は個別契約毎に

行っております。 

同左 
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会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して金利の変動によ

る影響を相殺又は一定の範囲に限定す

る効果が見込まれるため、ヘッジの有

効性の評価は省略しております。 

同左 

10 その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 

   至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 

   至 平成21年５月31日） 

       ――――――――――――  たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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）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、営業利益及び経常利益は 110,672千

円、税引前当期純利益は119,505千円、それぞれ減少

しております。  
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 

   至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 

   至 平成21年５月31日） 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

      ―――――――――――― １ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等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）が適用となることに伴い、前事業年

度において、「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」に、「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」にそれぞれ一括して掲記しております。 

 なお、当事業年度に含まれる「製品」は 42,195千

円、「原材料」は 245,197千円、「貯蔵品」は 1,127

千円であります。    

  ２ 前期において、流動資産の「その他」に含めて表  

示しておりました「未収入金」は、当期において、資

産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期末の「未収入金」は 2,400千円でありま

す。       

（損益計算書） （損益計算書） 

前期まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示してお

りました「原材料廃棄損」は当期において営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「原材料廃棄損」は 4,406千円で

あります。 

      ―――――――――――― 

- 52 -

㈱インターアクション(7725)平成21年5月期決算短信

- 52 -



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成20年５月31日） 

当事業年度 
（平成21年５月31日） 

※１    ―――――――――――― 

           

※１ 担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は次のとおりであります。 

     定期預金               30,000千円 

      

    担保付債務は次のとおりであります。  

１年内返済予定長期借入金 13,200千円

長期借入金 86,800千円

  合計 100,000千円

※２ 関係会社に対する資産 

      短期貸付金            138,600千円 

※２ 関係会社に対する資産 

     短期貸付金               252,362千円 

 ３ 偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関からの借入 

に対して債務保証を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

株式会社ＢＩＪ 100,000  借入金 

 ３ 偶発債務 

  次の関係会社について、金融機関からの借入 

に対して債務保証を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

株式会社ＢＩＪ 60,000  借入金 

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

※１  他勘定振替高は、有形固定資産への振替高 17,724

千円であります。 

※１      ―――――――――――― 

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 99,213千円 一般管理費に含まれる研究開発費 18,348千円 

※３  関係会社との取引 ※３  関係会社との取引 

関係会社よりの受取利息 2,642千円 関係会社よりの受取利息 4,284千円 

※４ 固定資産除却損は、建物 177千円、工具、器具及

び備品 103千円であります。 

※４ 固定資産除却損は、建物 2,554千円、工具、器具

及び備品 166千円であります。 

※５ 固定資産売却損は、建物及び土地 5,656千円、車

両運搬具 162千円であります。 

※５      ―――――――――――― 

※６    ―――――――――――― ※６ 事業整理損は、テセダ社関連事業の整理に伴うも

のであり、以下のものが含まれております。 

貸倒引当金繰入額    

 営業債権 43,686千円

 投資有価証券(転換社債) 212,255千円

前払費用一括償却額 8,172千円

  合計 264,115千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   (注)  普通株式の自己株式の株式数の増加 756株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。   

  
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株）  

普通株式 3,000 － － 3,000 

合計 3,000 － － 3,000 

  
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株）  

普通株式 3,000 756 － 3,756 

合計 3,000 756 － 3,756 

- 54 -

㈱インターアクション(7725)平成21年5月期決算短信

- 54 -



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

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（借主側） 

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３月31日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっており、その内容は次のとおりであります。 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

 額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、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） 

工具器具備品 5,982 2,980 3,001 

合計 5,982 2,980 3,001 

 
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） 

工具器具備品 3,204 1,121 2,082 

 車両運搬具 8,227 2,492 5,735 

 合計 11,432 3,614 7,818 

  （注）車両運搬具は平成19年10月12日に締結されたリー

ス契約を別会社より承継したものであります。    

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

一年以内 902千円 

一年超 2,161千円 

合計 3,064千円 

一年以内 2,875千円 

一年超 7,512千円 

合計 10,387千円 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当 

  額 

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 1,674千円 

減価償却費相当額 1,480千円 

支払利息相当額 132千円 

支払リース料 2,397千円 

減価償却費相当額 1,541千円 

支払利息相当額 891千円 

４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減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。 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 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。 

同左 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成20年５月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成21年５月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成20年５月31日） 

当事業年度 
（平成21年５月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

（繰延税金資産）    

未払賞与 14,357千円 

製品保証引当金否認 9,369千円 

退職給付引当金限度超過額 2,521千円 

関係会社投資損失引当金否認 17,864千円 

繰越欠損金 59,216千円 

その他有価証券評価差額金 1,576千円 

その他 4,658千円 

繰延税金資産合計 109,563千円 

     

     

     

（繰延税金負債）     

繰延税金負債合計 －千円 

繰延税金資産の純額 109,563千円 

  

（繰延税金資産）    

未払賞与 3,136千円 

製品保証引当金否認 2,979千円 

退職給付引当金限度超過額 2,319千円 

関係会社株式評価損否認 44,660千円 

事業整理損否認 89,493千円 

繰越欠損金 260,587千円 

その他有価証券評価差額金 1,814千円 

その他 14,868千円 

繰延税金資産小計 419,858千円 

評価性引当額  △419,858千円 

繰延税金資産合計  －千円 

     

（繰延税金負債）   

繰延税金負債合計 －千円 

繰延税金資産の純額 －千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略

しております。 

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略

しております。 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純損失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は、以下のとおりであ

ります。 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 該当事項はありません。 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１株当たり純資産額         36,366円22銭              21,910円36銭 

１株当たり当期純損失金額(△)       △2,101円27銭             △14,576円02銭  

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失である

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

益金額については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当期純損失（△）（千円） △127,843 △880,362 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △127,843 △880,362 

普通株式の期中平均株式数（株） 60,841 60,398 

普通株式の増加数（株） － － 

（うち新株予約権） (－) (－) 

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め

なかった潜在株式の概要 

  

平成15年８月28日の定時株主総

会において決議された新株予約権

 47個（普通株式94株） 

平成16年８月26日の定時株主総

会において決議された新株予約権

 167個（普通株式167株） 

平成17年８月24日の定時株主総

会において決議された新株予約権

 141個（普通株式141株） 

  

       ――――――― 

  

平成16年８月26日の定時株主総

会において決議された新株予約権 

 115 個（普通株式151株） 

平成17年８月24日の定時株主総

会において決議された新株予約権 

 99個（普通株式129株） 
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６．その他 

(1) 役員の異動 

 来る８月26日開催予定の定時株主総会並びに総会終了後の取締役会に、下記の役員の異動を付議する予定です。

 ① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

 ② その他の役員の異動 

   1）退任予定取締役 

                         （現職） 

    取締役         栗村 昌昭    テラウェア㈱代表取締役 

 

   2) 退任予定監査役    

                                   

    監査役（社外、非常勤） 中村 芳樹     

 

   3) 新任監査役候補者 

                         （現職） 

    監査役（社外、非常勤） 田村 稔郎    シコー㈱非常勤監査役 

                         公認会計士（田村公認会計士事務所） 
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(2) その他 

 ①生産、受注及び販売の状況 

  当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

1）生産実績 

(注)１. 本表の金額は、販売金額によっております。 

２. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

３. 生産実績には、外注仕入実績を含んでおります。 

2）受注実績 

(注)  金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称  

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日）

増減  

  金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％）

電子部品検査 
装置事業  

 光源装置関連 1,364,394 515,621 △848,772 △62.2 

画像検査装置関連 50,316 105,358 55,041 109.4 

テスター装置関連 88,545 50,548 △37,996 △42.9 

小計  1,503,255 671,528 △831,727 △55.3 

セキュリティ関連事業  275,074 92,185 △182,889 △66.5 

合計  1,778,330 763,713 △1,014,616 △57.1 

事業の種類別セグメントの名称  

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

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） 

電子部品検査
装置事業  

光源装置関連 1,220,919 264,014 392,843 145,673 △828,076 △118,341 

画像検査装置関連 43,645 28,468 91,644 24,478 47,999 △3,990 

テスター装置関連 73,418 4,133 46,914 500 △26,504 △3,633 

小計  1,337,983 296,617 531,401 170,652 △806,581 △125,964 

セキュリティ関連事業  265,999 90,803 7,003 47,600 △258,995 △43,203 

合計  1,603,982 387,421 538,405 218,252 △1,065,577 △169,168 
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3）販売実績 

（注）１. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２.  近２連結会計年度の主要な輸出先、輸出高の総額、総販売実績に対する輸出高総額の割合、並びに輸出

高総額に対する主要な輸出先別割合は以下のとおりであります。なお、輸出先とは、販売当事者が非居住者

の場合をいいます。また、（ ）書きは、総販売実績に対する輸出高総額の割合であり、金額には消費税等

は含まれておりません。    

３.  近２連結会計年度の主要な相手先別の販売実績、及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のと

おりであります。なお、金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称  

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日）

増減  

  金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％）

電子部品検査
装置事業  

光源装置関連 1,302,202 509,397 △792,805 △60.9 

画像検査装置関連 39,655 92,743 53,088 133.9 

テスター装置関連 77,545 50,548 △26,997 △34.8 

小計  1,419,402 652,687 766,714 △54.0 

セキュリティ関連事
業  305,095 50,206 △254,888 △83.5 

合計  1,724,498 702,894 △1,021,602 △59.2 

輸出先 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

  金額（千円）  割合（％） 金額（千円）  割合（％） 

アジア 130,820 86.8 96,939 76.0 

北米 17,222 11.4 1,318 1.0 

欧州 2,766 1.8 29,338 23.0 

合計 
150,809 

 (8.7%) 
100.0 

127,596 

 (18.2%)
100.0 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

  金額（千円）  割合（％） 金額（千円）  割合（％） 

パナソニック株式会社  407,800 23.6 117,115 16.7 

ソニーセミコンダクタ九州 
株式会社  204,823 11.9 112,388 16.0 
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