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平成 18 年 ６ 月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年 2月28日 

上 場 会 社 名 株式会社フォトニクス 上 場 取 引 所 大阪証券取引所ヘラクレス 

コ ー ド 番 号 ７７０８ 本社所在都道府県 東京都 

（URL http://www.photonics-jp.com） 

代 表 者  役職名 代表取締役社長   氏名 柄澤 憲彦 

問合せ先責任者  役職名 取締役業務管理部長  氏名 吉安 篤志 ＴＥＬ (03)3363－7708 

決算取締役会開催日 平成18年 2月28日 中間配当制度の有無   有  

中間配当支払開始日 平成―年―月―日                   単元株制度採用の有無   無 

１ 17年12月中間期の業績(平成17年 7月 1日～平成17年12月31日) 

(1)経営成績                   (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。        

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

154    ( 230.1) 

46   （△57.7）

百万円   ％

21   （―）

△ 42    （―）

百万円   ％

13   （―）

△ 48   （―）

17年 6月期 96    (△38.7) △ 91     （―） △ 94   （―）
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

 

 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

83   （―）

△ 27   （―）

円   銭

1,772   09 

△  728     99 

17年 6月期 106 （△20.3） 2,875      09  

(注)①期中平均株式数 17年12月中間期46,947株 16年12月中間期37,076株  17年6月期37,076株 

②会計処理の方法の変更  無 

③売上高,営業利益,経常利益,中間（当期）純利益におけるパーセント表示は,対前年中間期増減率 

(2) 配当状況 

 
1株当たり 

中間配当金 

1株当たり 

年間配当金 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

円   銭 

0   0   

0   0   

円   銭

 ―    

―    

17年 6月期 ―   0   0 

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円 

   2,099    

954      

百万円

1,976     

772    

％

94.1  

80.9  

円   銭

37,457  32 

20,826  90 

17年 6月期      1,088      905     83.2  24,430    71  

(注)①期末発行済株式数 17年12月中間期52,776株 16年12月中間期37,076株 17年6月期37,076株 

②期末自己株式数  17年12月中間期   ―株   16年12月中間期   ―株   17年6月期   ―株 

２ 18年6月期の業績予想(平成17年7月1日～平成18年6月30日) 

1株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

192     

百万円

25    

百万円

 80    

円  銭 

―  

円  銭

― 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)1,723円94銭 

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は業況の変

化等の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
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 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※2 220,473 962,803  343,354

２ 売掛金  36,966 69,100  55,088

３ 短期貸付金  ― 280,590  88

４ 未収入金  101,075 130,436  122,671

５ その他 ※4 48,735 19,701  16,129

貸倒引当金  △30,002 △5,480  △3,665

流動資産合計  377,248 39.5 1,457,152 69.4 533,667 49.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1,2  

(1) 建物  16,903 16,125  15,494

(2) その他  2,675 1,892  2,109

有形固定資産合計  19,578 2.1 18,017 0.9 17,603 1.6

２ 無形固定資産  1,856 0.2 130,492 6.2 63,941 5.9

３ 投資その他の資産 ※2  

(1) 関係会社株式  529,541 20,000  366,072

(2) 投資育成関係会社 
有価証券 

 ― 434,319  ―

(3) 長期前払費用  ― 685  ―

(4) その他  39,502 51,835  119,944

貸倒引当金  △13,000 △12,983  △12,994

投資その他の資産合計  556,044 58.2 493,857 23.5 473,022 43.5

固定資産合計  577,480 60.5 642,367 30.6 554,567 51.0

資産合計  954,728 100.0 2,099,520 100.0 1,088,235 100.0

   

 



 3

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 短期借入金 ※2 146,500 89,500  127,000

２ 未払金 ※2 ― 22,823  44,868

３ その他 ※2 28,302 9,168  6,977

流動負債合計  174,802 18.3 121,491 5.8 178,845 16.5

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※2 1,500 ―  ―

２ 退職給付引当金  1,014 804  840

３ その他 ※2 5,233 377  2,755

固定負債合計  7,748 0.8 1,181 0.0 3,596 0.3

負債合計  182,550 19.1 122,672 5.8 182,442 16.8

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  728,762 76.4 1,221,352 58.2 728,762 66.9

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  818,262 1,310,852  818,262

   資本剰余金合計  818,262 85.7 1,310,852 62.4 818,262 75.2

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  1,000 1,000  1,000

２ 任意積立金  100,000 100,000  100,000

３ 中間(当期)未処理損失  877,006 660,187  743,382

利益剰余金合計  △776,006 △81.3 △559,187 △26.6 △642,382 △59.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,160 0.1 3,830 0.2 1,150 0.1

資本合計  772,178 80.9 1,976,847 94.2 905,792 83.2

負債資本合計  954,728 100.0 2,099,520 100.0 1,088,235 100.0
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② 【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※1  46,921 100.0 154,885 100.0  96,413 100.0

Ⅱ 売上原価 ※2  7,074 15.1 16,797 10.8  14,465 21.2

売上総利益   39,846 84.9 138,087 89.2  81,948 78.8

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  82,004 174.8 116,167 75.0  173,672 180.1

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △42,158 △89.9 21,920 14.2  △91,724 △101.3

Ⅳ 営業外収益 ※3  932 2.0 48,688 2.9  3,197 3.3

Ⅴ 営業外費用 ※4  7,090 15.1 57,174 8.4  6,012 6.2

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △48,316 △103.0 13,434 8.7  △94,538 △104.2

Ⅵ 特別利益 ※5  31,003 66.1 72,554 46.8  288,446 299.2

Ⅶ 特別損失 ※6  7,339 15.6 2,114 1.4  85,952 89.2

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純損
失(△) 

  △24,652 △52.5 83,874 54.1  107,955 105.8

法人税、住民税及
び事業税 

 2,376 679 1,358 

法人税等調整額  ― 2,376 5.1 ― 679 0.4 ― 1,358 1.4

中間(当期)純利
益又は中間純損
失(△) 

  △27,028 △57.6 83,194 53.7  106,596 104.4

前期繰越損失   849,978 743,382  849,978

中間(当期)未処
理損失 

  877,006 660,187  743,382
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継続企業の前提に関する注記 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当社は、前事業年度に 93百万円、
当中間会計期間に 42 百万円の営業
損失をそれぞれ計上しております。
当該状況により、当中間会計期間末
において、継続企業の前提に関する
重要な疑義が存在しております。 
当社は、当該状況を解消すべく、
当中間会計期間において、企業価値
極大化というグループ経営方針に
基づき、事業の収益性の検討及び整
理を行い、グループ内での事業移
管・統合も実行いたしました。また
引き続き、経費の節減による費用の
削減を行いましたが、誠に遺憾なが
ら、当中間会計期間における連結決
算としては、2 百万円の営業損失を
計上することとなりました。 
当社は 2003年 7月 1日よりホール
ディングカンパニー制度を導入し、
経営資源の最適配分を行い、4 つの
事業会社を束ね、各々が独立採算制
を徹底し、小規模体制で機動力のあ
る営業展開を実践してまいりまし
た。また、すべての事業において費
用対効果を検証し、不採算事業の売
却や統合等の事業の再構築を行なっ
てきた結果、当期第 1 四半期には、
2001 年 7－9 月以来の経常利益の黒
字化を達成するなど、その効果が浸
透してきております。 
当社といたしましては、引き続き
更なるホールディングカンパニー制
のメリットを最大限に活用し、当期
に実施した、①㈱ナノテックスと㈱
WAVE の情報機器事業の統合②㈱フ
ォトニクスソリューションと㈱
WAVE の液晶機器事業の合併によ
り、開発力の強化による高付加価値
製品の迅速な開発並びに新規顧客及
び新規市場の開拓を推進し、高収益
化を図れるグループにおけるシナジ
ー効果を醸成させてまいります。加
えて、遊休固定資産の課金化、知的
財産権の有効活用等を実践してまい
ります。その結果、関連会社の上場
に向けて、グループ一丸となって引
き続き業務に邁進してまいります。
今後とも投資家の皆様におかれまし
ては当社の経営戦略のご理解とご支
援のほどをよろしくお願い申し上げ
ます。 
したがって、中間財務諸表は、継続
企業を前提として作成されており、
当該重要な疑義の影響を中間財務諸
表には反映しておりません。 

― 当社は、前事業年度に 93百万円、
当事業年度に 91 百万円の営業損失
をそれぞれ計上しております。当該
状況により、当事業年度末において、
継続企業の前提に関する重要な疑義
が存在しております。 
当社は、当該状況を解消すべく、
当事業年度において、企業価値極大
化というグループ経営方針に基づ
き、事業の収益性の検討及び整理を
行い、グループ内での事業移管・統
合も実行いたしました。また引き続
き、経費の節減による費用の削減を
行いましたが、当事業年度において
は、営業損失となりました。しかし
ながら、106 百万円の当期純利益を
確保し、平成 17年 7月 13日には 291
百万円の第三者割当増資を実施して
おり、財務内容は大幅に改善いたし
ました。さらに次年度に向けて、各
事業会社の企画・管理を中心とした
持株会社として、次のような対応策
を実施してまいります。 
当社といたしましては、引き続き、
今後さらにホールディングカンパニ
ー制のメリットを最大限に活用し、
各事業会社における収益事業への経
営資源の集中並びに、事業・資産売
却を含む不採算事業の整理といった
事業サポートを推進してまいりま
す。加えて、業務の IT化による迅速
な経営状況の把握と管理の強化、外
部の経営コンサルタント等の活用に
よる経営体質の改善、加えて、事業
再構築のための銀行を含む支援パー
トナーとの一層の協調体制の強化を
はかってまいります。また、現在当
社が出資する各事業会社だけでなく
外部の光・ナノテクノロジー分野で
優れた技術やノウハウを持つベンチ
ャービジネスを発掘し、資本・人材
や現有の様々な経営資源を積極的に
投資し、新たな付加価値の創出と事
業拡大を図ってまいります。当社は
光・ナノテクノロジービジネスのイ
ンキュベーターとして事業展開を推
進してまいります。 
したがって、財務諸表は、継続企業
を前提として作成されており、当該
重要な疑義の影響を財務諸表には反
映しておりません。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 

子会社株式： 

…移動平均法による原価

法 

その他有価証券: 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

(1) 有価証券（投資育成目

的を含む） 

子会社株式及び関連会社

株式:  同左 

 

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

(1) 有価証券 

 

子会社株式: 

    同左 

 

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

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

２ 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、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    3年～27年 

 

(1) 有形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    5年～40年 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    5年～15年 

工具、器具 

及び備品  3年～15年 

 

 (2) 無形固定資産 

 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

以内)に基づく定額法に

よって減価償却を実施し

ております。 

(2) 無形固定資産 

    同左 

(2) 無形固定資産 

    同左 

  (3) 長期前払費用 

    定額法 

(3) 長期前払費用 

    同左 

３ 引当金の計上基準 (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 

(1) 貸倒引当金 

    同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 (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

退職金要支給額より、中

小企業退職金共済制度か

ら支給される額を控除し

た額を計上しておりま

す。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

同左 

  

４ 収益及び費用の計

上基準 

― (1) 投資育成有価証券の売
上高及び売上原価 

 投資育成目的の有価証券

の売却金額を投資育成有価

証券売上高として計上し、

また、売却する投資育成有

価証券の帳簿価額及び評価

損等を投資育成有価証券売

上原価として計上しており

ます。 

(2) 投資育成関係会社有価

証券の売上高及び売上

原価 

 投資育成目的の関係会社

有価証券の売却金額を投資

育成有価証券売上高として

計上し、また、売却する投

資育成関係会社有価証券の

帳簿価額及び評価損等を投

資育成有価証券売上原価と

して計上しております。 

― 

５ 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。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第6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。 

― 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間末において独立掲記しておりました

「未払金」（当中間会計期間23,136千円）は、負債資本

の総額の100分の5以下となったため流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

 

― 

 

 

 
追加情報 

 

前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

― (投資育成目的の有価証券の処理) 

当中間会計期間より、投資育成事

業を本格的に開始しました。これに

伴い、投資育成目的で保有している

有価証券は「投資育成有価証券」と

して、同関係会社株式は「投資育成

関係会社有価証券」として計上して

おります。 

また、これらの有価証券の売却金

額は投資育成有価証券売上高とし

て、売上原価は投資育成有価証券売

上原価として計上しております。 

 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年2月13日

企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が4,204千円増加し、営業損失、経

常損失がそれぞれ同額増加し、税引

前当期純利益が同額減少しており

ます。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年６月30日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
23,997千円

  

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額
27,535千円

  

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
25,972千円

 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 154,771千円

有価証券 2,080 

計 156,851千円
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 154,781千円

有価証券 4,750 

計 159,531千円
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 154,776千円

有価証券 2,070 

計 156,846千円
 

これらは、短期借入金70,000千

円及び㈱ナノテックスの長期借

入金166,071千円*の担保に供し

ております。 

(*長期借入金139,499千円及び

一年以内返済予定の長期借入金

26,572千円) 

上記のほか、割賦払いの方法で

購入し、所有権が売主に留保さ

れている建物14,192千円（対応

債務：未払金4,841千円、長期未

払金5,233千円）があります。 

これらは、短期借入金70,000

千円及び㈱ナノテックスの長期

借入金139,499千円*の担保に供

しております。 

(*長期借入金112,927千円及び

一年以内返済予定の長期借入金

26,572千円) 

上記のほか、割賦払いの方法で

購入し、所有権が売主に留保さ

れている建物12,176千円（対応

債務：未払金4,856千円、長期未

払金377千円）があります。 

これらは、短期借入金70,000千

円及び㈱ナノテックスの長期借

入金152,785千円*の担保に供し

ております。 

(*長期借入金126,213千円及び

一年以内返済予定の長期借入金

26,572千円) 

上記のほか、割賦払いの方法で

購入し、所有権が売主に留保さ

れている建物13,107千円(対応

債務：未払金4,917千円、長期未

払金2,755千円)があります。 

※３ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 335,865千円 

㈱ナノテックス 191,865千円 

金融機関からの設備資金借入及び

設備リースに対する保証でありま

す。 

※３ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 264,089千円

㈱ナノテックス 276,884千円

㈱フォトニクス 

 ソリューション
100,000千円

㈱オー・エヌ・ 

 シー 
50,000千円

主に金融機関からの設備資金借入

及び設備リースに対する保証であ

ります。 

※３ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 281,208千円

㈱ナノテックス 156,081千円

㈱フォトニクス 

 ソリューション 
55,000千円

㈱オー・エヌ・ 

 シー 
50,000千円

主に金融機関からの設備資金借入に

対する保証であります。 

※４ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 

 同左 

※４ 消費税等の取扱い 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ ― 

 

※１ 売上高のうち、投資育成関係

会社有価証券売上高103,600

千円が含まれております。 

※１ ― 

※２ ― ※２ 売上原価のうち、投資育成関

係会社有価証券売上原価

9,719千円が含まれておりま

す。 

※２ ― 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 689千円
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,433千円
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 

受取出向料 

1,022千円

1,879千円
 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,289千円

貸倒引当金繰入

額 

4,800千円

 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,625千円

新株発行費 8,777千円

貸倒引当金繰入

額 

1,568千円

 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,474千円
 

※５ 特別利益の主要項目 

子会社株式売却

益 

30,984千円

 

※５ 特別利益の主要項目 

投資育成関係会

社有価証券売却

益 

72,507千円

 

※５ 特別利益の主要項目 

子会社株式売却

益 

266,921千円

 

※６ 特別損失の主要項目 

子会社株式売却

損 

7,339千円

 

※６ 特別損失の主要項目 

前期損益修正損 2,114千円

 

※６ 特別損失の主要項目  

子会社株式売却

損 

7,339千円

投資有価証券評

価損 

78,612千円

 
※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,975千円

無形固定資産 315千円
 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 632千円

無形固定資産 13,228千円
 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,950千円

無形固定資産 11,658千円
 

 
(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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) 

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中

間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高相当額 
(千円) 

機械装置 297,500 185,549 111,950 

有形固定 
資産「そ
の他」 

95,499 54,616 40,883 

無形固定 
資産 5,200 3,533 1,646 

合計 398,200 243,719 154,480 
 

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) 

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中間

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)

中間期末
残高相当額
(千円)

機械装置 297,500 244,333 53,166

有形固定
資産「そ
の他」 

95,499 72,249 23,250

無形固定
資産 5,200 4,593 606

合計 398,200 321,176 77,023
 

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) 

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)

機械装置 297,500 214,941 82,558

有形固定
資産「そ
の他」

95,499 63,433 32,066

無形固定
資産 5,200 4,073 1,126

合計 398,200 282,448 115,751
 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 １年以内 81,631千円 

 １年超 85,154千円 

  合計 166,786千円 
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年以内 72,969千円 

 １年超 12,185千円 

  合計 85,154千円 
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 83,734千円 

 １年超 42,754千円 

  合計 126,489千円 
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前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

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 54,768千円 

 減価償却費 
 相当額 

48,206千円 

 支払利息相当額 6,219千円 
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 支払リース料 44,085千円 

 減価償却費 
 相当額 

38,728千円 

 支払利息相当額 2,750千円 
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 支払リース料 88,171千円 

 減価償却費 
 相当額 

77,456千円 

 支払利息相当額 8,589千円 
 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

 
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間及び当中間会計期間並びに前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。 

 

(当中間期中の発行済株式数の増加) 

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（千円） 資本組入額（千円）

平成17年7月13日 第三者割当による増資 5,300 291,500 145,750

平成17年10月6日 第三者割当による増資 10,400 693,680 346,840

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

― ― 当社は、平成17年6月24日開催の取

締役会決議に基づき、財務基盤の強

化を図る目的で下記のとおり、第三

者割当増資を実施いたしました。 

  １ 相手会社名 

会社名：有限会社ケー・エイチ

・キャピタル 

増資後資本金：874,512千円 

  ２ 払込期日、払込金額 

払込期日：平成17年7月13日 

払込金額：291,500千円(株式数

5,300 株 を １ 株

55,000 円 に て 発

行。) 

  当該株主の出資比率：12.5％ 

  ３ その他 

 資金の使途：運転資金 

 

  当社は、平成17年9月14日開催の取

締役会において、財務基盤の強化を

図る目的で下記のとおり、第三者割

当増資を実施することを決議いたし

ました。 

  １ 相手会社名、払込金額 

①会社名：Sandringham Fund SPC 

Ltd. 

 払込金額：493,580千円(株式

数7,400株を１株

66,700 円 にて発

行。) 

 当該株主の出資比率：14.0％

②会社名：Alpha Pacific 

Qualified Master 

Fund, Ltd. 

 払込金額：200,100千円(株式

数3,000株を１株

66,700 円 にて発

行。) 

 当該株主の出資比率：5.7％ 

増資後資本金：1,221,352千円 

  ２ 払込期日 

払込期日：平成17年10月6日 

  ３ その他 

資金の使途：運転資金 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 

 


