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平成 18 年 6 月期   中間決算短信（連結） 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 

親会社等の名称 ― （コード番号：   ）    親会社等における当社の議決権所有比率 ― ％ 

米国会計基準採用の有無    無 

 

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

(1) 連結経営成績                  (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   ％

    1,154    ( 16.6) 

    989   ( △26.3) 

百万円   ％

89     (―)

△  2     (―)

百万円   ％

 42     (―)

△ 41     (―)

17年 6月期 2,074    ( △27.4) 58      (―) △ 54     (―)
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後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   ％

 81          (―)

△18     (―)

円   銭

1,739    26

△487  48

円   銭

  ―     

―     

17年 6月期 178          (―) 4,817    54 ―     

(注)①持分法投資損益 17年12月中間期△12百万円  16年12月中間期△50百万円  17年 6月期△95百万円 

②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 

③会計処理の方法の変更  有  

④売上高，営業利益，経常利益，当期純利益におけるパーセント表示は，対前期増減率 

(2) 連結財政状態 

 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 

3,126    

1,728       

百万円

1,911   

663   

％ 

61.1  

38.4  

円   銭

36,221  49 

17,902  71   

17年 6月期 1,931    842   43.6  22,713  14 

(注)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 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円 

76    

△ 35    

百万円

       △297      

△ 6   

百万円 

973      

104    

百万円

1,399   

398    

17年 6月期 △ 56      △ 22      391       646   

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数7社 持分法適用非連結子会社数―社  持分法適用関連会社数1社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)4社   (除外)―社    持分法 (新規)―社   (除外)―社 

２ 18年 6月期の連結業績予想（平成17年 7月 1日～平成18年 6月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円

2,732    

百万円

  219     

百万円

96     

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,060円 45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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１．企業集団の状況 

当社の平成17年12月31日現在における当企業グループは、当社及び子会社7社及び持分法適用関連会社1社で構成されており、

超精密計測センサ事業、光計測装置事業、電子機器事業、電子材料その他事業、投資育成事業を展開しております。 

1-1.当企業グループの主要な事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

事業 超精密計測センサ

事業 

光計測装置事業 電子機器事業 電子材料その他事業 投資育成事業 

事業 

内容 

ナノメートルレベ

ルの微細な計測機

器の開発製造販売 

光学系の評価計測

機器の開発製造販

売 

 

電子機器の開発製

造輸入販売 

電子部品材料の輸入

仕入販売 

その他 

ベンチャービジ

ネス等への投

資・育成およびキ

ャピタルゲイン

の獲得 

㈱フォトニクス ― ― ― ― 投資育成事業 

㈱ナノテックス 超精密計測センサ

事業 

光学測定検査装置

事業 

情報機器事業 ― ― 

㈱オー・エヌ・シー ― ― ― 電子材料事業 ― 

㈱フォトニクスソ

リューション 

液晶検査機器事業 ― 医療用安全対策機

器事業 

― ― 

㈱PCF ― ― ― 高機能繊維事業 ― 

㈱フォトニクス・

オプトメディカル 

― 生体計測機器事業 ― ― ― 

㈱SPC 

（持分法適用関連

会社） 

― 
 

― 超精密塑性加工事

業 

安全工学事業 

― ベンチャー支援

事業 

※上記の他、不動産運用事業の㈱PCI及び新技術開発事業の㈱フォトニクス・エンジニアリングがあります。 
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     1-2.当企業グループの事業系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記６社は、投資育成関係会社有価証券として計上されております。

上記のほかに、関係会社株式として、㈱PCI、㈱フォトニクス・エンジニアリングの2社があります。

株式会社フォトニクスソリューションはグリーンシート市場に登録しております。

株式会社フォトニクス
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（持分法適用会社） 
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２．経 営 方 針 
1．経営の基本方針 

 当企業グループは、平成15年7月1日に持株会社制へ移行し、既存事業の分社化に加え、新事業へ出資や新会社の設立等を推進し、

これまで培った技術、ノウハウ等を活用し、独自のインキュベーションルールに基づいた投資・育成事業を行なっております。そ

して事業競争力のある経営基盤を確立し、変化する事業環境へ適格に対応する企業グループを構築し、光・ナノテクノロジーのコ

ングロマリットの形成を目指しております。 

当社は、それぞれの事業領域に特化した事業会社の株式等を所有し、経営資源の最適配分、人材や独自技術のインキュベーショ

ンを積極的に行なうことにより、事業の活性化や新技術を創出し、投資先の収益力や成長力の強化に努め、当企業グループの利益・

企業価値の増大化を図っております。 

各投資会社の持続的な成長が収益に寄与し、併せて保有株式の価値の増大に伴い、最大限の相乗効果が期待されます。更に、

当企業グループは社会的責任を果たすべく、社会において貢献できうる体質、体制を構築し、これまで培ったシーズを技術、製

品に転化し、企業価値の増大化に向けて邁進してまいります。 

 

2．利益配分に関する基本方針 

当企業グループは、株主に対する利益還元策を経営戦略上の重要課題として認識しております。現状におきましては、経営体質

の強化、競争力の維持、事業の拡充、人材の育成を図るための投資の原資として、安定的な資金を確保する必要があると考えてお

ります。当中間連結会計期間は、約10億円の第三者割当増資を実施したことにより、財務基盤を強固なものにし、、安定的かつ継

続的な利益還元を行うことを基本として、早期の復配を目指すことにより株主還元に取り組んでいく方針であります。 

内部留保資金の使途につきましては、経営体質を強化し、将来の事業展開に備えることにより、株主資本利益率の向上を図って

まいる所存であります。 

 

3．目標とする経営指標 

 当企業グループの目標として、企業価値の増大化を目指し、各事業会社を評価するため、同一の尺度として株主資本利益率（ROE）

によって評価しております。 

 具体的な数値目標としては、2007年6月期に、当企業グループとして、株主資本利益率25%を目標としております。 

 

4．中長期的な経営戦略 

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、優れた技術やノウハウを持つベンチャービジネスへ資本だ

けでなく人材やノウハウなど様々な経営資源を投資することで、各出資会社の収益性を高め株式上場やM&Aを推進してまいります。

当社は単なる投資会社ではなく、光・ナノテクノロジービジネスを創造・発掘することで、当社の要素技術とのビジネスマッチン

グによるシナジー効果を生み出してまいります。さらに、各出資会社の株式公開やM&Aに伴うキャピタルゲイン獲得により、当企

業グループの利益・企業価値の増大化が投資家の皆様への利益となると考えております。 

上記を踏まえ、当企業グループでは、近未来市場における革新的な製品の登場と、それを促進する技術革新、インフラならびに

サービスの充実が新市場を創出し、経済の活性化へつながるものと考えております。これに対処するため、先端分野を研究する大

学との産学協同やグローバルなアライアンスを積極的に展開し、将来、市場が拡大する見込みである各事業分野に対しては、常に

キャッチアップを行っております。当企業グループの経営資源は、高い技術開発力であると考えており、これらをいかにして収益

に結びつけていくかということが、経営上の課題であると認識しております。そのため当社においてはファシリティ・マネジメン

ト経営を実践し、様々な事業領域において機動的な投資育成事業を実践し、新規事業育成やベンチャー企業の発掘・育成に注力す

る方針で、強固なフォトニクスグループを構築していくことを目標としております。 

また、その他の事業に関しては以下のとおりであります。 

超精密計測センサ事業は、超精密変位計測・アクチュエーション事業、液晶検査装置事業からなっております。 

超精密変位計測・アクチュエーション事業の主要な製品であるPSセンサは、半導体・ハードディスク・液晶製造装置などの超精

密位置決めに用いられており、今日のハイテク産業を支えるキーデバイスのひとつです。これらハイテク製造装置の高精度化の進

行に伴って、PSセンサの市場は拡大していくものと確信しております。PSセンサの応用展開をベースにピエゾアクチュエータ、ID

コード認識装置等のシステム化によって製品群を充実させ、超精密計測センサの新しい市場の開拓を行って参ります。 

液晶検査装置事業においては、国内に本社を置く主要な液晶パネルメーカとの密接なコミュニケーションの上に、最新液晶パネ

ルの試験装置の開発・製造・販売を行っており、ユーザーニーズに合わせた検査装置を迅速に提供しております。 

光計測装置は、高解像化、量産化が急速に進展しているデジタルカメラ、カメラ付き携帯電話などのレンズ検査市場に対応した

レンズ性能測定・検査装置などの開発を進めております。光計測装置のうちOTF測定装置は、レンズ等光学機器の光学特性を定量

的に評価する装置で、当社が業界に先駆けて創業間もない時期から手がけてきた製品です。OTF測定装置は、当社が国内ではほぼ

独占的に市場を占有しており、国内光学機器メーカの基準機として使用されております。OTF測定装置については、社内に最新鋭
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のOTF測定装置を導入し、OTF測定ラボとして測定の受託業務も行っており、OTF測定、検査装置のマーケティング拠点としており

ます。 

一方、急激に高解像化が進んでいるカメラ付携帯電話用レンズのOTF検査装置の需要が高まってきております。携帯電話レンズ

の生産は、光学機器業界でこれまでに経験したことのない精度と生産性が求められており、これらに対応したOTF検査装置の市場

への投入を開始しております。多様な測定モードと、精度が要求されるOTF測定装置に対して、OTF検査装置は測定モードは少ない

ものの、短い検査時間で大量のレンズを評価するもので、カメラ付携帯電話の光学系の性能向上や国際的な普及にともなって、益々

需要が伸びていくものと考えております。 

 超精密塑性加工は、長岡工場において、日本を支える次世代技術かつお家芸である超精密金型、スタンピング加工技術をコア技

術として、超精密部品の大量生産を行っております。周知のとおり、この分野の技術の中国を中心とした海外流出は想像を超える

勢いで進行しております。当社としては、他社の追随を許さないさらなる高精度化、高付加価値化を推進しております。一方、多

品種小ロットの精密部品加工に対応するために、超高精度スピニング加工技術の研究開発などを行っております。 

情報機器は、公衆無線回線を利用したデータ伝送装置（動画・音声・シリアルデータなどを多重化して公衆無線回線を通じて相

手方と相互にデータのやり取りを行う）の開発・設計・製造・販売を行っております。携帯電話ネットワークは、今日国内をほぼ

あまねくエリアとしており、その広範囲な通信可能エリアは、他の業務系通信ネットワークの比ではありません。最近は、比較的

高速なデータ通信が可能な第三世代携帯電話のネットワークも充実してきており、この高速・広範囲な無線ネットワークを利用し

た新たなアプリケーションの開発と、従来業務無線を使用して行われてきたアプリケーションの置き換えが、本事業のコンセプト

であります。また、消防・防災を中心とした市場に、業務用の動画伝送装置を投入するとともに、主に放送業界向けに、簡易動画

伝送を主要なアプリケーションとして設定した「回線束ね装置」の販売も行っております。 

電子材料は、デュポン社製テドラー（電子材料）、露光機用ランプ、半導体検査装置用プローブカードを輸入及び国内仕入販売

しております。当事業の販売先は、大手電機メーカをはじめとした優良企業であり、商権の確保を優先するとともに、販売拠点の

拡大、優秀な人材の採用・育成を行うことにより、売上高の拡大を図ってまいります。 

 

5．会社の対処すべき課題 

 5-1．営業利益及び営業キャッシュ・フローの改善について 

 当企業グループは、前中間連結会計期間2百万円の営業損失を計上いたしましたが、当中間連結会計期間は89百万円の営業利益

を計上しており、業績が大幅に改善しております。今後も利益計上の維持・向上に努めてまいります。また、営業キャッシュ・フ

ローについては、前中間連結会計期間35百万円のマイナスでありましたが、当中間連結会計期間は76百万円を計上し、大幅に収益

構造が改善いたしました。 

 当企業グループは、当該状況を継続すべく、ホールディングカンパニー制のメリットを最大限活用し、経営資源の集中等を行っ

ており、今後も、当企業グループは効率的な事業活動を目指し営業利益・営業キャッシュ・フローの増大に努めてまいります。 

 

5-2．累積損失の解消 

 当企業グループは、当中間連結会計期間603百万円の累積損失を計上しております。当企業グループは、当該状況を解消し、黒

字体質への転換を図るため、事業の選択と集中を図ってまいりました。 

 今後は、当企業グループ全体における累積損失の解消を目指してまいります。 

 

5-3．営業体制の強化 

 当企業グループは、明確なセグメント別戦略により、ユーザからのニーズ・技術要求への対応を強化するとともに、主要重点ユ

ーザに対する積極的な営業を展開し、開発時からのユーザ要求を把握することで、量産品の受注獲得につなげております。事業領

域によっては、大手商社との協業による販売体制の強化と市場ニーズのいちはやいキャッチアップを行ってまいります。 

 

5-4．事業戦略と事業領域の集中 

グローバル化と大競争下の経済環境において事業活動を行う技術開発型企業グループとして、核となる技術のたゆまぬ高度化お

よび事業部間の情報の融合を図り、中核となる事業力を企業グループ各々の事業戦略と事業領域へ集中、特化させる事により、市

場、顧客への最適なソリューションを提供し続け、長期にわたる評価と信頼を勝ち得てまいります。 

 

5-5．社会貢献 

より良い企業市民として、高い企業倫理に基づく公正な事業活動を行い、企業の適正利益の確保と共にステークホルダーおよび

社会的な利益を増進させ、その総体価値を高めることも重要な課題であると認識しており、社会に貢献してまいります。 

 

 5-6．コアコンピタンスのさらなる強化 

当企業グループの事業領域は、先端産業として市場規模の小さいニッチ領域（隙間）ですが、技術革新のスピードと大競争が日
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常化している現在、ブレークスルーにより市場が急拡大を始めるケースも多々あります。 

具体的には、携帯電話市場が挙げられます。6ヶ月ごとに新製品が発表され、精細化するカラーディスプレイ、急速に高解像度

化するカメラユニットなど製品が短期間で高度化、高機能化されております。当企業グループはハイエンド用ディスプレイおよび

カメラレンズの評価・検査装置を製品として既に開発・製造・販売をしております。従来であれば携帯電話やその部品の生産ライ

ンで使用するにはオーバースペックであったこれら製品群が、現在の高機能化を始めた携帯電話の生産ラインでは必要となってき

ており、ワールドワイドな市場で急速に拡大しております。 

このような市場変化の中で当企業グループに要求されることは、それら変化に対する対応スピードと先見性であり、技術革新と

変化をいち早く取り入れ、市場性の高い製品の開発・製造・販売プロセスをいかにタイムリーに実現するかが成功の鍵となります。 

当企業グループのコアコンピタンス（中核的事業力）は、光・ナノテクノロジー分野における材料技術、応用物理、光技術、計

測技術、精密加工技術、アナログ技術、デジタル技術、ソフトウェア技術等であり、これら内在する要素技術の組み合わせと、積

極的に外部グループとのコラボレーションを図り、スピード感を持って製品化を可能とする顧客対応型の感性をもつグループを目

指してまいります。また市場先見性を持つために、携帯電話の例が示すように新製品ロードマップの情報収集をしながら、次世代

の製品の仕様、機能を類推し、当企業集団の事業および開発の方向性、製品のアイテム等へ反映させてまいります。 

このような方向へと経営力を向上させることにより、現段階ではニッチな市場・分野であっても、将来の有望市場と判断すれば

果敢に挑戦し、市場が顕在化した時点では常にトップランナーとしての位置付けを確保する戦略を展開することが可能となります。 

最先端分野においては、ナノレベルの精度で加工した部品、素材および光学理論に基づくシステム製品を実用化することにより、

半導体、情報、自動車、バイオならびに医療分野における技術のブレークスルーを可能とすることに注力してまいります。このこ

とにより、半導体の微細化加工、センサ、ディスプレイ、光通信部品、燃料電池などの分野に幅広い応用用途が開け、ナノテク素

材のみならず研究開発機器、製造装置、評価装置などにも取り組むことが新たな市場を開くものと考えております。 

 

6．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

6-1．基本的な考え方 

当企業グループは、コーポレートガバナンスを企業の意思決定システムへの株主の参加と考えております。すなわち、当企業グ

ループが企業活動を効率よく運営するために企業として、どのような意思決定システムを構築し、その意思決定をいかにチェック

するか、また、ステークホルダー間の権限と責任を分担し、いかに付加価値の分配を図るかについてのステークホルダー間のバラ

ンスを考えるうえで、株主を重視した経営とするため、株主による企業経営へのモニタリングとコントロールが重要と考えており

ます。   

また、各取締役によるアカウンタビリティ、コンプライアンス、ディスクロージャー制度等を含め、取締役の責務について理解

を深めることを重要課題としております。 

 

6-2．取組状況 

当企業グループは、企業グループとしては未だ小規模ではありますが、設立後まもない時期から、企業が行う意思決定のチェッ

クシステムとして、社外取締役や社外監査役制度を導入しており、現在は、アカウンタビリティ、コンプライアンスの遵守とディ

スクロージャーを重視しております。また、当中間会計期間においては毎月1回以上の取締役会及び必要に応じて臨時の取締役会

を開催し、業務執行状況の監視を行っております。さらに監査役は上記取締役会へ出席するとともに適宜意見を表明しております。 

内部監査につきましては、内部監査規則に基づき、当社及び投資会社の経営状況や諸規程に対する準拠性、コンプライアンス等

を監査しております。 
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6-2-1．意思決定機構 

 委員会等の設置はしておりませんが、当企業グループの主要メンバーにより、経営方針・戦略の意思決定機関を構成しており、

当企業グループにおける迅速な意思決定と責任の明確化のための体制を整備しております。具体的には、毎週1回、当社主要取締

役と各子会社等の業務執行責任者により、経営環境に対する共通認識を持つための情報交換と当企業グループの経営方針・戦略の

確認を行っており、計画の必達を目指しております。また、業務執行責任者による迅速な業務意思決定により、事業を推進してお

ります。 

会社の機関を図で示すと下記のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6-2-2．監査体制の状況 

 当社の監査役会には、社外監査役3名を含み、毎月1回の定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視する

とともに、必要に応じ当企業グループ各社へのヒアリングなどを実施するなど経営方針・戦略の遂行状況を監視しております。ま

た、社外監査役との人的関係及び取引関係はございません。資本的関係につきましては、中上 崇が当社株式を52株所有しており

ます。 

   

  6-2-3．会計監査の状況 

 当社は監査法人よつば綜合事務所と監査契約を締結しております。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 代表社員 神門 剛、社員 片岡 誠 

 ・監査業務に係る補助者の構成   公認会計士１名、会計士補１名、その他２名 

 

  6-2-4．リスク管理について 

 コンプライアンス、ディスクロージャーに関しては、顧問弁護士、会計監査人を中心とした社外の職業的専門家に事前相談しな

がら、コンプライアンスの維持、積極的なディスクロージャーに努めております。 

 

7．関連当事者（当社代表取締役等）との関係に関する基本方針 

 当企業グループ各社は、基本的に関連当事者との取引を行わない方針であります。 

会
計
監
査

業
務
監
査

選任・解任選任・解任 

株 主 総 会 

監
査
役
会 

監
査
法
人 

取締役会 

各投資先会社（子会社等） 

代表取締役社長 

顧問弁護士 

法的助言 
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３．経 営 成 績 
１．営業の概況 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、民間の設備投資の増加や個人消費の拡大、株式市場が活況なことから、企業収益は

改善に向かい、全体的に景気回復基調となっておりますが、原油高に伴う材料価格の高騰など、まだまだ景気先行きについては予

断を許さない状況となっております。 

 当企業グループが属する電子業界においては、液晶・プラズマ等の薄型テレビ、ハードディスクレコーダーやデジタルオーディ

オプレイヤーの普及、さらにカメラ付携帯電話の好調もあって、各メーカーの設備投資意欲が旺盛であり、デジタル家電全般に関

連する測定装置、検査装置、電子部品・デバイスなどの出荷が軒並み順調となっております。 

 このような中、当企業グループは、既存事業はもとより、当中間連結会計期間から投資育成事業を本格化し、業績の好調な投資

育成関係会社有価証券の売却益等もあり、そのため対前年同期比では、大幅に利益改善をいたしました。 

 このような結果、当中間連結会計期間の売上高は1,154百万円（対前年同期比164百万円（16.6%）増）、経常利益は42百万円（同

83百万円増）、中間純利益は81百万円（同99百万円増）となりました。 

  

1-1．当企業グループの概況 

当中間連結会計期間の概況 

 当企業グループは、企業価値（利益・時価総額）の極大化という経営方針のもと、最適な資源配分、独立責任経営、コラボレー

ション重視の経営を推し進めました。 

この結果、財務数値及び各経営指標は、それぞれ前中間連結会計期間の財務数値等に対しては大幅に改善いたしました。 

 超精密計測センサ事業においては、PSセンサの新しい応用として、従来の半導体ステッパ組込用途以外に、ハードディスク組立・

検査装置組込用途、ピエゾアクチュエータ位置決め用途、液晶検査装置位置決め用途など、新分野への製品応用開発を行い、好調

な業績を確保しております。また、半導体ウエハ製造・検査装置向けのID認識装置についても、業績は順調に推移しております。 

 光計測装置事業につきましては、量産レンズ用のOTF検査装置の供給体制が確立され、納期までのコストダウンによる高収益化

が実現しております。更に、大型の測定装置も同様に需要が増加しております。 

 電子機器事業におきましては、超精密塑性加工事業において、従来の二次電池パッケージ以外に、自動車関連製品の応用開発の

試作が終了し製品出荷が本格化しております。引き続き医療分野、電子機器分野等への展開も視野に製品応用開発を行っておりま

す。また、電子部品事業は、工作機械業界の好景気や、堅調な医療分野からの需要から、業績は堅調に推移しております。 

電子材料その他事業は、主に電子部品材料の輸入仕入販売を行っております。本事業は継続顧客による安定した収益を確保して

おります。 

 売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、前中間連結会計期間に比し、大幅に増加いたしました。特に本業

の好調を反映し、営業利益、経常利益で黒字化いたしました。 

 

1-2．各事業の業績活動状況 

1-2-1．超精密計測センサ事業 

 超精密計測センサ事業は、PSセンサ、光ファイバーセンサ、半導体製造関連機器の販売および応用製品の開発販売を軸とした光・

ナノテクノロジー分野の開発・設計・計測技術がコアコンピタンスとなっております。ステッパを中心とした半導体製造装置業界、

超精密位置決めを要する半導体・液晶・精密加工機械・検査装置・研究用途などに市場を持つ分野であり、精密計測機器と半導体

製造関連機器、液晶検査装置の開発製造仕入販売を行っております。 

精密計測機器及び半導体製造関連機器の当中間連結会計期間においては、引き続きハードディスク組立・検査装置組込用途、ピ

エゾアクチュエータの位置決め用途の需要が活発であります。ハードディスクレコーダー、デジタルオーディオプレイヤーやゲー

ム機などデジタル家電製品へのハードディスクドライブの組込が本格化してきたためであり、今後も安定的に需要が伸びていくも

のと考えられます。また、半導体装置業界向けのID認識装置は安定して出荷しております。 

液晶（LCD）関連事業は、後工程のモジュールプロセス向け製造装置、検査装置、評価装置の開発販売を軸とした事業であり、

アナログ、デジタル信号処理および液晶の特性に合わせた検査パターン信号発生器、メカトロ技術がコアコンピタンスとなってお

ります。当事業が属する液晶業界は、液晶ディスプレイの広範囲な普及により、高い成長を続けている業界ですが、早い段階から

海外への技術流出、装置メーカからの製造技術流出等により海外メーカのキャッチアップが短期間に行われ、韓国、台湾メーカと

の競合の激しい業界です。当事業のユーザは、早期から海外展開を積極的に行い、他社との競争力強化に向けた動きの中で、競合

の多いノートブック、パソコンモニター向け液晶パネルから携帯電話向け液晶パネル、カーナビ、モバイル系の小型高機能液晶パ

ネルの生産に注力しており、各種試験検査装置の受注も堅調に推移しております。また、顧客のアジア展開に伴い、生産ライン向

け製品の大口受注を獲得し、順調に出荷しております。 

 以上の結果、超精密計測センサ事業の売上高は、287百万円（対前期比18百万円減）、営業利益は46百万円（同9百万円減）とな

りました。 
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1-2-2．光計測装置事業 

光計測装置事業は、国際基準に準拠したOTF測定装置（光学レンズの評価、検査装置）の開発販売、光学技術応用製品の開発販

売を軸とした事業であり、光学に基づく検査方法、評価方法の技術がコアコンピタンスとなっております。PTF(Phase Transfer 

Function)測定機能を装備した、MTFとPTFをあわせたOTF(Optical Transfer Function)測定装置は、光学系メーカを中心に高級デ

ジタルカメラ、デジタル方式の高解像度OA機器、液晶プロジェクターなどのメーカに販売しており、高解像度要求のあるレンズの

評価装置が売上の大半を占めております。 

当中間連結会計期間においては、簡易型の検査装置は、携帯電話用カメラレンズ等生産ライン向け、撮像素子の高精細化に伴う

レンズの高性能化に伴う高分解能レンズの量産対応による需要に伴い、出荷が急増しております。また、大型の測定装置への需要

も安定しており、業績に大きく貢献しております。また、高精度のトレーサビリティーを持つOTF測定装置による国内初のOTFラボ

は順調に稼動しており、装置受注に不可欠となっております。 

この結果、売上高は80百万円（対前期比61百万円減）、営業利益は3百万円（同46百万円減）となりました。 

 

1-2-3．電子機器事業 

電子機器事業は、国際安全規格対応品である安全対策機器の輸入販売及び超精密塑性加工品、動画伝送システムの開発製造販売

を行っております。 

 電子部品事業は、国際安全規格対応品である安全対策機器を中心にドイツﾂから製品を輸入販売しております。当中間連結会計

期間においては、安全対策機器の主要ユーザである工作機械、電気機器業界の実装機械等の欧州への輸出が好調であり、それに伴

い順調な出荷となりました。輸出以外の国内市場においては、エレベーター・大型医療機器業界への国際安全規格対応品が本格的

な出荷をむかえております。また、前連結会計年度より取り扱い開始した新製品の滅菌コンテナ・ボックスや医療廃棄物収納ボッ

クスは、医療機関を中心に販売活動を行っております。 

国際安全規格である世界統一規格ISO12100は、わが国においても浸透し始めており、今後は、工作機械等への安全対策機器の普

及に弾みがつくものと期待しており、将来的に認証ビジネスに発展させていくことを企図しております。また、東京都杉並区には

NPO安全工学研究所が平成14年 3月に設立されております。NPOの活動を通して、より広く産業界への啓蒙普及活動を行い、遠隔教

育システムの開発などを行ってまいります。 

 超精密塑性加工事業は、電子機器用精密小型モーターケース、自動車部品などを超精密塑性加工技術により生産を行っておりま

す。この事業のコアコンピタンスはシート状の金属材料から深絞り加工により製品を作り出す生産技術、材料の選択と特殊金型技

術、プロセスの温度管理を含めた加工油の選択など多岐にわたるノウハウがあげられます。 

当事業の主力工場である長岡北陽工場は、超精密塑性加工技術による製品の開発および製造を行っております。当工場は各種製

品の開発、製造および超精密金型の製造および製造技術エンジニアリングを中心とした工場として稼動しております。 

今後の展開として、高アスペクト比に対応できる深絞り技術の一つであるD&I（ドローイング アンド アイオニング）手法及

び精密薄肉量産品に対応するために、スピニング加工の高精度化、量産対応化の研究開発を行っております。また、ユーザとタイ

アップした燃料電池用ケース等の新製品開発に注力するとともに、営業技術の強化を行っております。 

さらに、新たなマーケットとして大量に需要のある携帯電話向け部品の塑性加工、ハイブリッド型自動車用の大型二次電池ケー

ス加工などの引合いがあり、試作開発など積極的に取り組んでおります。 

 情報機器事業は、動画多重伝送機器の開発製造販売を行う事業です。事業内容としては、救急車に搭載されている携帯電話を用

いた心電図・音声多重伝送装置の医療機器メーカに対するOEM供給、衛星電話用マルチアダプタの大手キャリアへのOEM供給、およ

び従来の公衆回線網のデータ伝送速度を飛躍的に高速化する画期的なデータ伝送装置である「回線束ね装置」、さらに独自販売を

行っている動画伝送装置の開発・製造・販売を行っております。動画多重伝送はPDC、 W-CDMA、 衛星電話、一般アナログ回線、

ISDN回線など多様な公衆回線網に対応しており、モバイル環境で動画伝送を行えることが特徴です。また、GPSもオプションで対

応しており、自由に移動しながら動画像と、音声、制御信号の双方向のやり取りができる、GPSを使用することにより、画像を撮

影している位置も、地図上で正確に把握できます。現在は、主に官公庁が主要なユーザで、順調な販売実績を上げており、官公庁

ではスタンダードの地位を確立しつつあります。 

 これらの結果、売上高は223百万円（対前期比57百万円増）、営業利益は8百万円（同0.4百万円減）となりました。 

 

1-2-4．電子材料その他事業 

電子材料その他事業は、主にデュポン社製テドラー（電子材料）、露光機用ランプ、半導体検査装置用プローブカードを輸入及

び国内仕入販売しております。当事業の販売先は、大手電機メーカをはじめとした優良企業であり、安定した収益を計上しており

ます。また、当中間連結会計期間において高機能繊維製品の開発・製造・販売を目的とした新会社を設立しております。 

 この結果、売上高は458百万円（対前期比83百万円増）、営業利益は62百万円（同65百万円増）と大幅に増加いたしました。 

 

1-2-5．投資育成事業 
 当中間連結会計期間より本格化した投資育成事業においては、保有株式である㈱ナノテックス及び㈱フォトニクスソリューシ
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ョン株式をアライアンスパートナーに売却し、投資育成関係会社株式売上高を計上しております。 
 この結果、売上高は103百万円、営業利益は63百万円となりました。 

 

1-3．研究開発 

当企業グループは､「光・ナノテクノロジーの追及」と「知と匠の融合」をテーマとして、研究開発を行っております｡開発テー

マは､自社の技術リソースをベースとして、顧客ニーズおよび数年後の市場性を考慮してテーマ選択を行っております｡また、開発

テーマの決定、見直し、進捗管理については、事業領域との整合性、市場サイズと継続性、成長性、収益性、競合状況、安全・環

境等の社会的観点などからの充分な検討を行い、進捗状況を管理しながら選択と集中に基づいた判断により見直しの判断をしてお

ります。当期より開発に着手したテーマは、超小型静電容量方式非接触変位計、ガラス表面検出用光ファイバー型変位計、継続テ

ーマは、8回線束ね装置、渦電流非接触変位計、高精度超塑性加工技術による量産技術の確立などです。 

事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりであり、その総額は8百万円であります。 

主に超精密計測センサ事業として2百万円、光計測装置事業として3百万円、電子機器事業として2百万円であり、その詳細は次

のとおりであります。 

 

1-3-1．８回線束ね装置 

 回線束ね装置は、W-CDMAやPDC、PHS、衛星電話、ISDN、PSTNといった公衆回線網を複数種類同時接続し、回線速度を向上させる

装置で、前連結会計年度より４回線束ね装置について出荷を開始いたしております。更なる回線の高速化を図るために、複数種類

の公衆回線を８回線まで束ねることが可能な、８回線束ね装置の開発を行っております。８回線を束ねることにより、W-CDMAやISDN、

PHSといったネットワークをを使用した場合には、512kbpsの公称速度が得られ、放送品質に近い画像伝送が可能となります。開発

は、ほぼ完了しておりますが、現在、W-CDMAネットワークについては、加入者の急激な増加に通信インフラの整備が追いついてい

ない状況であります。このため、通信の回線接続が不安定であるため、市場への投入時期を検討しております。 

 

1-3-2．渦電流非接触変位計 

 当社では、これまで静電容量型と光ファイバー型、２種類の非接触変位計の製造・販売を行っておりますが、ユーザーニーズの

多様化に対応して、現状と異なる物理現象に基づく非接触変位計の開発を行っております。渦電流非接触変位計は、油や水が飛び

散るようなこれまで対応できなかった環境下での精密測定が可能となる方式です。現状、渦電流非接触変位計は多数のメーカーか

ら発売されておりますが、静電容量変位計と比較して1/100～1/1000の精度であり、高精度化によって他社との差別化を図ってま

いる所存であります。 

 

1-3-3. 超小型静電容量方式非接触変位計 

 半導体や液晶の製造・検査装置においては、装置の高精度化に伴って、静電容量変位計の用途が拡大しております。一方、装置

が大型化しているために、測定箇所と処理系を組み込める箇所が数メートルから数十メートルになることもあります。そのため、

測定精度の向上と組込みの容易性を確保するために、ヘッドアンプ部分を超小型化し、処理系を分離して数十メートル離して設置

できる静電容量方式非接触変位計の開発に着手しております。本機は、次世代以降の半導体や液晶の製造・検査装置への組込みを

企図しております。 

 

1-3-4．高精度超塑性加工技術による量産技術の確立 

  超塑性加工は、高精度と量産を両立できる技術で、理論と経験、生産技術といった匠の技に近いノウハウを要求する分野です。

現在、ハイテクデバイスを高精度に量産しえる超塑性加工技術の確立を目指し、開発を行っております。具体的には、D&I法によ

る高アスペクト比対応の深絞り技術と、電子部品の軽量化と高精度化に対応可能な超精密スピニング加工技術の研究開発を行って

おり、医療分野、電子機器分野など新たな市場への新製品の投入と、製品の高付加価値化を企図しております。 
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1-4．今後の課題と対応策 

投資育成事業の拡大を推進するとともに、収益事業への経営資源の集中及び事業統合をはかってまいります。当中間連結会計期

間におきましては、将来の収益事業を育成するため、新たに事業会社を設立いたしました。 

また、当社が出資する各々の事業会社の株式上場を推進し、企業価値の増大化に努めます。当社の有するコア技術を最大限に

活かすため、潜在的なユーザーからの理解を獲得し、マーケットニーズ及び事業の収益性とのマッチングの可能性を高めてまい

ります。加えて、外部からの光・ナノテクノロジー分野での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･

人材はもとより、当社独自の技術開発力といったような経営資源を積極的に投資し、付加価値の創出と事業拡大を図ってまいり

ます。そして、当社がこれまで培ってきたノウハウを基にして、光・ナノテクノロジービジネスの活性化を推進し、今後は、光・

ナノテクノロジーのコングロマリット完成を実現させ、業績の向上と投資家の皆様の信頼の維持に努めてまいります。 
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４．【中間連結財務諸表等】 

【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 
 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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  410,322 1,411,731  659,194

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※3  489,420 545,181  520,823

３ たな卸資産   189,776 184,299  120,189

４ 未収入金   121,749 179,432  145,405

５ 仮払金   ― 242,000  ―

６ 繰延税金資産   ― 5,382  5,154

７ その他   15,649 56,817  29,389

貸倒引当金   △6,616 △6,729  △6,470

流動資産合計   1,220,302 70.6 2,618,115 83.7  1,473,686 76.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1) 建物及び 
  構築物 

 103,461 79,925 84,321 

(2) 機械及び装置  ― ― 8,020 

(3) 工具、器具 
  及び備品 

 ― ― 16,065 

(4) 土地  182,775 135,855 135,855 

(5) 建設仮勘定  ― 3,847 745 

(6) その他  27,100 313,336 23,131 242,760 ― 245,007

２ 無形固定資産    

(1) 営業権  ― ― 54,815 

(2) 連結調整勘定  33,169 35,591 46,485 

(3) その他  37,279 70,448 119,268 154,859 3,438 104,739

３ 投資その他 
  の資産 

※2   

(1) 繰延税金資産  ― 1,251 1,299 

(2) その他  137,795 122,751 120,186 

貸倒引当金  △13,000 124,795 △12,983 111,019 △12,994 108,492

固定資産合計   508,580 29.4 508,640 16.3  458,239 23.7

資産合計   1,728,883 100.0 3,126,755 100.0  1,931,926 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 買掛金   317,386 353,040  227,518

２ 短期借入金 ※2  266,916 328,916  327,416

３ 未払金   56,543 58,703  75,435

４ 賞与引当金   4,473 ―  ―

５ その他 ※2  34,667 40,212  51,343

 流動負債合計   679,986 39.3 780,871 25.0  681,713 35.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※2  255,291 200,375  224,846

２  退職給付 
  引当金 

  11,390 14,046  12,924

３ その他 ※2  5,233 377  2,755

 固定負債合計   271,915 15.7 214,798 6.9  240,526 12.4

  負債合計   951,901 55.1 995,670 31.9  922,239 47.7

(少数株主持分)     

少数株主持分   113,220 6.5 219,459 7.0  167,574 8.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   728,762 42.2 1,221,352 39.1  728,762 37.7

Ⅱ 資本剰余金   818,262 47.3 1,289,663 41.3  818,262 42.4

Ⅲ 利益剰余金   △884,423 △51.2 △603,220 △19.3  △706,062 △36.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,160 0.1 3,830 0.0  1,150 0.1

       資本合計   663,761 38.4 1,911,625 61.1  842,112 43.6

 負債、少数株主持分 
 及び資本合計 

  1,728,883 100.0 3,126,755 100.0  1,931,926 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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 ※１ 989,575 100.0 1,154,105 100.0  2,074,974 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 595,917 60.2 676,844 58.6  1,276,996 61.6

売上総利益  393,657 39.8 477,260 41.4  797,977 38.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※３ 395,825 40.0 388,147 33.6  739,330 35.6

営業利益又は 
営業損失(△) 

 △2,167 △0.2 89,113 7.8  58,647 2.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  155 639  228 

２ 受取出向料  23,104 2,400  ― 

３ 受取家賃  ― ―  4,800 

４ 受取手数料  ― 1,320  ― 

５ その他  1,797 25,057 2.5 619 4,979 0.4 3,623 8,651 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  10,485 11,037  20,792 

２ 棚卸資産評価損  629 ―  ― 

３ 持分法による 
  投資損失 

 50,265 12,456  95,158 

４ 新株発行費  ― 9,777  ― 

５ 株式公開費用  ― 5,670  ― 

６ 地代家賃  ― 10,421  ― 

７ その他  2,603 63,984 6.5 2,296 51,659 4.5 6,038 121,989 5.8

  経常利益又は 
経常損失(△) 

 △41,094 △4.2 42,434 3.7  △54,691 △2.6

Ⅵ 特別利益    

１ 持分変動利益  ― 6,189  7,506 

２ 子会社株式 
  売却益 

 64,476 ―  280,151 

３ 投資育成有価 
証券売却益 

 ― 74,115  ― 

４ 退職給付引当金 
  戻入益 

 ― 88  ― 

５ 貸倒引当金 
  戻入益 

 ― 143  1,678 

６ その他  632 65,109 6.6 628 81,164 7.0 1,841 291,177 14.0

Ⅶ 特別損失    

１ 持分変動損失  2,797 ―  ― 

２ 子会社株式 
  売却損 

 7,339 ―  7,339 

３ 固定資産除却損  7,458 ―  ― 

４ 棚卸資産除却損  4,619 4,100  16 

５ 投資有価証券評価損  ― ―  1,500 

６ 事業撤退に伴う損失  ― ―  14,812 

７ 前期損益修正損  ― ―  3,320 

８ その他  650 22,864 2.3 ― 4,100 0.3 ― 26,988 1.3

税金等調整前中間(当期)純利益  1,149 0.1 119,498 10.4  209,498 10.1

法人税、住民税及び事業税  4,532 14,440  7,119 

法人税等調整額  ― 4,532 0.4 △180 14,259 1.2 △6,453 665 0.0

少数株主利益  14,690 1.5 23,586 2.1  30,217 1.5

中間(当期)純利益又は中間純
損失(△) 

 △18,073 △1.8 81,653 7.1  178,615 8.6
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  818,262 818,262  818,262

Ⅱ 資本剰余金増加高    

新株式発行による資本剰余金
増加高 

 ― ― 492,590 492,590 ― ―

Ⅲ 資本剰余金減少高    

過年度剰余金修正  ― ― △21,189 △21,189 ― ―

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 818,262 1,289,663  818,262

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △884,677 △706,062  △884,677

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  連結子会社減少による利 
  益剰余金増加高 

 18,327 ―  ― 

  中間（当期）純利益  ― 81,653  178,615 

過年度剰余金修正  ― 18,327 21,189 102,842 ― 178,615

Ⅲ 利益剰余金減少高    

中間純損失  18,073 18,073 ― ― ― ―

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 △884,423 △603,220  △706,062
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期)純利益  1,149 119,498 209,498
減価償却費  17,270 25,987 48,826
連結調整勘定償却  4,721 6,590 9,460
退職給付引当金の増加額  1,472 1,121 3,006
貸倒引当金の増加額  177 248 25
賞与引当金の増加(△減少)額  2,886 ― △1,586
受取利息及び受取配当金  △154 △639 △228
支払利息  10,485 11,037 20,792
持分法投資損失  50,265 12,456 95,158
投資有価証券評価損  ― ― 1,500
固定資産売却益  △423 ― △396
固定資産除売却損  12,105 ― ―
棚卸資産除却損  ― 4,100 ―
事業撤退に伴う損失  ― ― 14,812
前期損益修正損  ― ― 3,320
受取家賃  ― ― △4,800
新株発行費  ― 9,777 960
為替差損益  3 △2 △1
持分変動利益(△)又は損失  2,797 △6,189 △7,506
投資育成有価証券売却益  ― △74,115 ―
子会社株式売却益  △64,476 ― △280,151
子会社株式売却損  7,339 ― 7,339
売上債権の増加額  △133,888 △24,357 △165,291
投資育成有価証券の減少額  9,468 
たな卸資産の(△増加)減少額  2,897 △68,210 70,559
仕入債務の増加(△減少)額  51,354 125,521 △38,513
未収・未払消費税等の 
増減額 

 8,930 △22,040 16,161

その他  5,437 △35,883 △38,867
小計  △19,648 94,369 △35,921

利息及び配当金の受取額  154 640 227
利息の支払額  △9,953 △10,218 △21,068
法人税等の支払額  △6,215 △8,754 △81
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △35,663 76,036 △56,844

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の純増減  △1 △0 △2
連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の売却による収入 

 34,929 ― 34,929

有形固定資産の取得 
による支出 

 △2,414 △247,788 △5,845

有形固定資産の売却 
による収入 

 1,075 ― 1,591

無形固定資産の取得 
による支出 

 △40,000 ― △54,190

無形固定資産の売却 
による収入 

 641 ― 641

その他  △419 △49,496 255
投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △6,188 △297,285 △22,619
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増減  100,000 9,000 168,000

株主への株式発行 
による収入 

 14,920 975,752 ―

少数株主への株式発行 
による収入 

 ― 12,400 16,000

長期借入金の返済 
による支出 

 △31,971 △31,971 △69,916

投資育成有価証券株式の売却によ
る収入 

 ― 11,040 ―

連結子会社株式の売却 
による収入 

 24,000 ― 290,500

有形固定資産の割賦支払 
による支出 

 △2,364 △2,439 △4,766

新株予約権の発行による収入  ― ― 17,645

少数株主からの株式取得による 
支出 

 ― ― △26,400

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 104,584 973,782 391,062

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △3 2 1

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額 

 62,729 752,536 311,599

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 335,349 646,949 335,349

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 398,078 1,399,486 646,949
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継続企業の前提に関する注記 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当企業グループは、前連結会計年度に
369百万円、当中間連結会計期間に2百
万円の営業損失をそれぞれ計上してお
ります。また、営業キャッシュ・フロ
ーについても前連結会計年度に251百
万円、当中間連結会計期間に35百万円
とそれぞれマイナスとなっておりま
す。当該状況により、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。 
当企業グループは、当該状況を解消す
べく、当中間連結会計期間において、
企業価値極大化というグループ経営方
針に基づき、各事業会社はプロフィッ
ト・センターとして事業を推進いたし
ました。また、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。その結
果、前年同期比226百万円の営業利益改
善を行っております。しかしながら、
一部の受注案件の持ち越しなどもあ
り、当中間連結会計期間においては、
営業損失の計上、営業キャッシュ・フ
ローのマイナスとなっておりますが、
通期においては当初の計画とおりに達
成可能であると、現在においては確信
しております。そのため、下半期及び
次連結会計年度に向けて、事業会社ご
とに次のような展開と対応策を実施し
てまいります。 
 
㈱ナノテックス…光計測装置事業は、
通期にわたり大型の測定装置の受注を
確保しております。またカメラ付き携
帯電話の需要も引き続き好調であり、
レンズ評価装置及び検査装置の供給体
制も整い、受注及び販売についても下
期に好調を維持できる見込みでありま
す。超精密計測センサ事業は、半導体
業界向けに安定した収益を計上し、下
期も引き続き安定した収益を確保する
見込みであります。さらに、㈱WAVEよ
り平成16年12月に情報機器事業を継承
しており、NHKと共同開発を行った「回
線束ね装置」の出荷が今後本格化する
見込みであります。以上のとおり、通
期で当企業グループの業績回復に大き
く貢献すると考えており、また早期の
株式公開へ向け大きく前進しておりま
す。 

― 当企業グループは、前連結会計年度に
369百万円の営業損失を計上し、当連結
会計年度は58百万円の営業利益を計上
しております。ただし、営業キャッシ
ュ・フローについては前連結会計年度
に251百万円のマイナス、当連結会計年
度は56百万円のマイナスとなっており
ます。上記のとおり、当企業グループ
は当連結会計年度において営業利益の
黒字化を達成いたしましたが、営業キ
ャッシュ・フローは連続してマイナス
を計上しており、当該状況により、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。 
当企業グループは、当該状況を解消す
べく、当連結会計年度において、企業
価値極大化というグループ経営方針に
基づき、各事業会社はプロフィット・
センターとして事業を推進いたしまし
た。また、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。その結果、
58百万円の営業利益を計上いたしまし
た。継続企業として、将来にわたり利
益計上を行っていくため、事業会社ご
とに次のような展開と対応策を実施し
てまいります。 
 
㈱フォトニクス…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、優れた技術やノウハウを持つベン
チャービジネスへ資本だけでなく人材
やノウハウなど様々な経営資源を投資
することで、各出資会社の収益性を高
め株式公開を推し進めてまいります。 
また、当社は単なる投資会社ではなく、
光・ナノテクノロジービジネスに特化
することで、各出資会社のコラボレー
ションを図ることが可能であり、様々
なビジネスマッチングによる相乗効果
を生み出してまいります。さらに、各
出資会社の株式公開に伴うキャピタル
ゲイン獲得により、当企業グループの
利益・時価総額拡大化が投資家の皆様
への利益となると考えております。加
えて、平成17年7月13日に291百万円の
第三者割当増資を実施しており、財務
内容も大幅に改善しております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

㈱WAVE及び㈱フォトニクスソリューシ
ョン…液晶事業は顧客のアジア展開に
伴い、現地工場のライン増設による受
注が好調であり、業績回復に寄与する
見込みであります。 
また、医療分野向けの安全機器である、
フットスイッチコントローラの販売は
通期にわたり好調を維持する見込みで
あります。さらに、新製品の滅菌コン
テナへの引き合いが増加しており、今
後の業績に寄与するものと考えており
ます。 
 
㈱オー・エヌ・シー…安定した収益を
計上しており、通期におきましても、
利益面で安定的に推移する見込みであ
ります。 
 
㈱SPC…超精密塑性加工事業へ経営資
源を集中しており、徐々にその成果が
でてきております。具体的には、自動
車関連部品等の新規案件の受注を獲得
しており、本案件は将来的に中核事業
の一つと見込まれております。その他、
継続中の案件も多数抱えており、本格
的な業績回復へ向け体制を整えており
ます。 
また、同社は当中間連結会計期間より
持分法適用会社へ異動しております。 
 
当企業グループといたしましては、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
は当企業グループ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、中間連結財務諸表は、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連結財務
諸表には反映しておりません。 

 ㈱ナノテックス…光計測装置事業は、
カメラ付き携帯電話用レンズ向けの検
査装置の需要は引き続き好調でありま
す。また、大型の測定装置も順調に販
売できる見込みであります。情報機器
事業は、NHKと共同開発を行った「回線
束ね装置」をはじめ、従来からの動画
伝送装置や心電図伝送装置も好調に推
移する見込みであります。超精密計測
センサ事業は、デジタル家電製品の需
要増に伴い安定した収益を計上し、引
き続き安定した収益を確保する見込み
であります。以上のとおり、当企業グ
ループの業績向上に大きく貢献すると
考えており、また早期の株式公開へ向
け大きく前進しております。 
 
㈱フォトニクスソリューション…液晶
事業は顧客のアジア展開に伴い、現地
工場のライン増設による受注が好調で
あり、業績向上に寄与する見込みであ
ります。 
また、医療分野向けの安全機器である
フットスイッチコントローラの販売は
安定した収益を確保する見込みであり
ます。さらに、新製品の滅菌コンテナ・
ボックスや医療廃棄物収納ボックス、
無線通信機器用のマイクロ波・ミリ波
関連デバイスなどの取り扱いを始めて
おり、今後の業績に寄与するものと考
えております。 
以上の業績の好調により、同社も㈱ナ
ノテックスと同様、株式公開の早期実
現へ大きく踏み出しております。 
 
㈱オー・エヌ・シー…安定した収益を
計上しており、今後は新たに優れた商
権を確保することで売上・利益の拡大
を図ってまいります。 
 
㈱SPC…超精密塑性加工事業へ経営資
源を集中しており、徐々にその成果が
でてきております。具体的には、自動
車関連部品等の新規案件の受注を獲得
しており、本案件は将来的に中核事業
の一つと見込まれております。その他、
継続中の案件も多数抱えており、本格
的な業績回復へ向け体制を整えており
ます。 
また、同社は当連結会計年度より持分
法適用関連会社へ異動しております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

  当企業グループは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、収益事業への経営資源の集中及び
事業統合をはかってまいります。当連
結会計年度におきましては、㈱フォト
ニクスソリューションと㈱WAVEの合併
による統合を行い、これにより医療分
野向け製品の内製化などのコラボレー
ションを推進いたしました。 
また、当社が出資する各々の事業会社
の株式上場を推進し、全体の財務体質
とキャッシュフローの改善を図り、企
業価値の極大化に努めます。当社の有
するコア技術を最大限に活かすため、
潜在的なユーザーからの理解を獲得
し、マーケットニーズ及び事業の収益
性とのマッチングの可能性を高めてま
いります。加えて、外部からの光・ナ
ノテクノロジー分野での優れた技術や
ノウハウを持つベンチャービジネスを
発掘し、資本・人材はもとより、当社
の得意分野である開発技術といったよ
うな経営資源を積極的に投資し、付加
価値の創出と事業拡大を図ってまいり
ます。そして、当社がこれまで培って
きたノウハウを基にして、光・ナノテ
クノロジービジネスのインキュベータ
ーを目指し、今後は、光・ナノテクノ
ロジーのコングロマリットを形成して
いき、業績の向上と投資家の皆様の信
頼の維持に努めてまいります。 
したがって、連結財務諸表は、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連結財務諸表には
反映しておりません。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する
事項 

 

連結子会社の数  4 社 
連結子会社の名称  
株式会社 ナノテックス 
株式会社 WAVE 
株式会社 オー・エヌ・シー 
株式会社 フォトニクスソリ 
     ューション 
株式会社オー・エヌ・シーに対する
持分は100分の50以下であります
が、実質的に支配しているため子会
社としております。 
株式会社SPCは株式を一部売却した
ことにより、持分法適用会社へ変更
しております。 

連結子会社の数  7 社 
連結子会社の名称  
株式会社 ナノテックス 
株式会社 オー・エヌ・シー 
株式会社 フォトニクスソリ 
     ューション 
株式会社 PCI 
株式会社 フォトニクス・エ 
     ンジニアリング 
株式会社 PCF 
株式会社 フォトニクス・オ 
     プトメディカル 
株式会社オー・エヌ・シーに対する
持分は100分の50以下であります
が、実質的に支配しているため子会
社としております。株式会社PCI、
株式会社フォトニクス・エンジニア
リング、株式会社PCF及び株式会社
フォトニクス・オプトメディカルは
当中間連結会計期間に設立したこ
とにより、当中間連結会計期間より
連結の範囲に含めております。 
 

連結子会社の数  3 社 
連結子会社の名称  
株式会社 ナノテックス 
株式会社 オー・エヌ・シー 
株式会社 フォトニクスソリ 
     ューション 
株式会社オー・エヌ・シーに対する
持分は100分の50以下であります
が、実質的に支配しているため子会
社としております。株式会社SPCは
株式を一部売却したことにより、持
分法適用会社へ変更しております。
株式会社WAVEは株式会社フォトニ
クスソリューションに吸収合併さ
れ、消滅したため、当連結会計年度
より連結の範囲に含まれておりま
せん。 
 

２ 持分法の適用に関す
る事項 

持分法適用関連会社の数 １社 
持分法適用関連会社の名称 
株式会社 SPC 

持分法適用関連会社の数 １社 
持分法適用関連会社の名称 
株式会社 SPC 

持分法適用関連会社の数 １社 
持分法適用関連会社の名称 
株式会社 SPC 

３ 連結子会社の中間決
算日(事業年度)等に
関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連
結決算日と一致しております。 

同左 連結子会社の決算日は、連結決算日
と一致しております。 

４ 会計処理基準に関す
る事項 

   

(イ) 重要な資産の評価
基準及び評価方法 

(1) 有価証券 
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 
その他有価証券（投資育成目的を
含む） 
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 
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) デリバティブ 
時価法（ただし、金利スワップにつ
いては特例処理によっておりま
す。） 

(2) デリバティブ 
同左 

(2) デリバティブ 
同左 

 (3) たな卸資産 
① 商品、製品及び原材料 
・・・総平均法による原価法

② 仕掛品 
・・・個別法または総平均法
による原価法 

(3) たな卸資産 
① 商品、製品及び原材料 
・・・同左 

② 仕掛品 
・・・同左 

(3) たな卸資産 
① 商品、製品及び原材料 
・・・同左 

② 仕掛品 
・・・同左 

(ロ) 重要な減価償却資
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 
機械及び装置 5～11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 2年～40年 
機械及び装置 5～11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 2年～15年 
機械及び装置 5～11年 
工具、器具及び備品 
       2年～15年 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

(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 

(ハ) 重要な引当金の計
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 

 (2) 賞与引当金 
 従業員の賞与の支給に備える
ため、将来の支給見込額のうち
当中間連結会計期間の負担額を
計上しております。 

(2) 賞与引当金 
― 

(2) 賞与引当金 
― 

(追加情報) 
当連結会計年度から、従業
員の給与支給を年俸制へ
移行したことにより、賞与
引当金は発生しておりま
せん。この変更に伴う損益
に与える影響はありませ
ん。 

 (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(中間報告)」(会計制度委
員会報告第13号)に定める簡便
法に基づき、退職金規程に基づ
く中間連結会計期間末自己都合
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。 

(3) 退職給付引当金 
同左 

(3) 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備
えるため、退職金規程に基
づく連結会計期間末自己
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。 

(ニ) 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
連結上の簿価（連結子会社につい
ては資本及び連結調整勘定未償却
残高のそれぞれの持分減少相当額
の合計額、持分法適用会社につい
ては持分法適用会社の資本のうち
売却した株式に対応する持分の減
少額）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。 

― 

(ホ) 重要な外貨建の資
産又は負債への本
邦通貨への換算基
準 

 外貨建金銭債権債務は、中間
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 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。 

(ヘ) 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。 

同左 同左 
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(ト) 重要なヘッジ会計

の方法 
(1) ヘッジ会計の方法 
金利スワップは特例処理の要件
を満たしておりますので、特例
処理を採用しております。 

(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 

(3) ヘッジ方針 
借入金の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、ヘッジ対象の識別は個
別契約毎行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
金利スワップの特例処理の要件
を満たしているので、決算日に
おける有効性の評価を省略して
おります。 

同左 同左 

(チ) その他中間連結(連
結)財務諸表作成
のための重要な事
項 

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。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
同左 

 繰延資産の処理方法 
― 

繰延資産の処理方法 
新株発行費 
支出時に全額費用として処理
しております。 

繰延資産の処理方法 
新株発行費 
支出時に全額費用として
処理しております。 

 
 

 創立費 
支出時に全額費用として処理
しております。 

 

５中間連結(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の
到来する短期投資からなってお
ります。 

同左 同左 
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会計処理方法の変更 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

― （受取出向料の会計処理） 

連結子会社である㈱オー・エヌ・シー

について、従来、取引先に対して従業員

を派遣していることによる出向料を、営

業外収益の「受取出向料」として処理し

ておりましたが、その収入と支出の関連

性について見直したところ、販売費及び

一般管理費の「給与手当」と対応関係に

あると判断されたため、販売費及び一般

管理費の「給与手当」より控除する方法

に変更いたしました。 

― 

 

 

 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より、「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。 

 

 

 

表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間末まで、流動資産の「その他」に含め

て表示していた「未収入金」（前中間連結会計期間末47,676千

円）は、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記してお

ります。 
前中間連結会計期間末まで、区分掲記しておりました「機械
及び装置」（当中間連結会計期間9,168千円）及び「工具器具及
び備品」（当中間連結会計期間17,931千円）は、資産の総額の100
分の5以下となったため有形固定資産の「その他」に含めて表示
しております。 

― 
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追加情報 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年６月30日) 

― (投資育成目的の有価証券の処理) 

当中間連結会計期間より、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、「投資その他」の「その他」に計

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。 

(連結貸借対照表) 

連結子会社において前連結会計年度

まで固定資産「建物及び構築物」、「減

価償却累計額」及び「土地」に表示し

ておりました不動産の一部を利用目

的を変更したため、当連結会計年度よ

り、投資用不動産として投資その他の

資産「その他」として区分掲記するこ

とといたしました。 

   なお、当連結会計年度の「その他」

とした「建物及び構築物」は12,462

千円、「減価償却累計額」は1,797千

円、「土地」は46,920千円であります。

(連結損益計算書) 

利用目的を変更した不動産にかかる

「減価償却費」は連結子会社において

前連結会計年度まで販売費及び一般

管理費に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度より、営業外費用

「その他」として表示いたしました。

なお、当連結会計年度の「その他」

とした「減価償却費」は1,438千円で

あります。 

（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、

当連結会計年度から「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

6,478千円増加し、営業利益、税金等

調整前当期純利益がそれぞれ同額減

少し、経常損失が同額増加しておりま

す。 
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注記事項 

 (中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額    89,682千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額    158,573千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額    148,686千円 

※２ 担保資産 

定期預金 154,771千円 

有価証券 2,080 

建物 52,608 

土地 182,775 

計 392,235千円 

これらは、長期借入金242,975千円

*、及び短期借入金120,000千円の担

保に供しております。(*長期借入金

204,259千円及び一年以内返済予定

の長期借入金38,716千円) 

   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：流動

負債その他4,841千円、長期未払金

5,233千円）があります。 

※２ 担保資産 

定期預金 154,781千円

有価証券 4,750 

建物 47,460 

土地 182,775 

計 389,767千円

これらは、長期借入金204,259

千円*、及び短期借入金70,000千円の

担保に供しております。(*長期借入

金165,543千円及び一年以内返済予

定の長期借入金38,716千円) 

   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：流動

負債その他4,856千円、長期未払金

377千円）があります。 

※２ 担保資産 

定期預金 154,776千円

有価証券 2,070 

建物 50,034 

土地 182,775 

計 389,656千円

これらは、長期借入金222,605千円

*及び短期借入金70,000千円の担保

に供しております。(*長期借入金

183,889千円及び一年以内返済予定

の長期借入金38,716千円) 

 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 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

   なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手形が、

中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

受取手形   16,822千円 

 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

   なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手形が、

中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

受取手形  1,802千円 

 

― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

― ※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。 

― 

― ※２ 売上原価のうち、投資育成関係会

社有価証券売上原価9,468千円が

含まれております。 

― 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 
給与手当 
研究開発費 
賞与引当金繰入額 
退職給付費用 
貸倒引当金繰入額 

74,446
95,349
45,154
2,888
554
377

千円

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 
給与手当 
支払手数料 
顧問料 
研究開発費 
退職給付費用 
貸倒引当金繰入額 

85,919
74,746
36,446
25,704
8,127
781
239

千円

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 
給与手当 
研究開発費 
賞与引当金繰入額 
退職給付費用 
貸倒引当金繰入額 

158,066
188,847
64,908
3,125
1,570
1,695

千円
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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16年12月31日) 

現金及び預金 410,322千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△12,243千円

現金及び現金同等物 398,078千円
  

 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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17年12月31日)

現金及び預金 1,411,731千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
12,245千円

現金及び現金同等物 1,399,486千円
  

１ 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17年6月30日)

現金及び預金 659,194千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△12,244千円

現金及び現金同等物 646,949千円

２ 株式の売却により連結子会社から

持分法適用関連会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳 

  株式の売却により株式会社SPCを連結

から除外したことに伴う連結除外時の資

産及び負債の内訳並びに株式会社SPC株

式の売却価額と株式売却による収入(純

額)との関係は次のとおりであります。

（千円）

流動資産 233,461

固定資産 366,786

連結調整勘定 41,092

流動負債 △179,657

固定負債 △246,759

少数株主持分 △84,049

株式売却後の親会社投

資勘定 
△96,222

子会社株式売却益 24,847

株式会社SPC株式の売

却価額 
59,500

株式会社SPC現金及び

現金同等物 
24,570

差引：株式会社SPC株式

売却による収入 
34,929
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(リース取引関係) 

 

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

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

前連結会計年度 
(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 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末 
残高相当額 

 (千円) (千円) (千円) 

機械及 
び装置 297,500 185,549 111,950 

工具、器
具及び
備品 

95,499 54,616 40,883 

ソフト
ウェア 5,200 3,553 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 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高相当額

 (千円) (千円) (千円) 

機械及
び装置 297,500 244,333 53,166

工具、器
具及び
備品

95,499 72,249 23,250

ソフト
ウェア 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 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末 
残高相当額

 (千円) (千円) (千円) 

機械装
置及び
運搬具

297,500 214,941 82,558

工具、器
具及び
備品

95,499 63,433 32,066

ソフト
ウェア 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 

  

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。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 920 2,080 1,160

計 920 2,080 1,160

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末(平成17年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 920 4,750 2,680

計 920 4,750 2,680

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 

① 非上場株式 △7,535

計 △7,535

 

 

 

前連結会計年度末(平成17年６月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 920 2,070 1,150

計 920 2,070 1,150

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

  前中間連結会計期間末(平成16年12月31日) 

   該当事項は、ありません。 

   なお、金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理を採用しているため、注記の対象から除いております。 

 

  当中間連結会計期間末(平成17年12月31日) 

   該当事項は、ありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理を採用しているため、注記の対象から除いております。 

 

  前連結会計年度末(平成17年６月30日) 

   該当事項は、ありません。 

   なお、金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理を採用しているため、注記の対象から除いております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
超精密計測 
センサ事業 
(千円) 

光計測装置
事業 
(千円) 

電子機器
事業 
(千円) 

電子材料 
その他事業
(千円) 

計(千円) 消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

305,770 142,801 166,417 374,586 989,575 ― 989,575

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 10,663 2,268 20,394 31,322 64,649 (64,649) ―

計 316,433 145,069 186,812 405,909 1,054,224 (64,649) 989,575

営業費用 260,422 95,035 178,194 408,764 942,417 49,325 991,742

営業利益又は損失(△) 56,010 50,034 8,617 △2,854 111,807 (113,975) △2,167
 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 超精密計測センサ事業・・・精密計測機器(PSセンサ)、半導体製造関連機器、液晶検査・評価装置及び関連機器 

(2) 光計測装置事業・・・・・・光学計測機器 

(3) 電子機器事業・・・・・・・・・情報機器、安全対策機器 

     (4) 電子材料その他事業・・・電子材料、不動産管理 

３ 営業費用のうち、全社の項目に含めた配賦不能営業費用(49,325千円)の主なものは、減価償却費及び管理部門にかか

る費用であります。 

 

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

 
超精密計測 
センサ事業 
(千円) 

光計測装置
事業 
(千円) 

電子機器
事業 
(千円)

電子材料
その他事業
(千円) 

投資育成
事業 
(千円) 

計(千円) 消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

287,509 80,814 223,747 458,432 103,600 1,154,105 ― 1,154,105

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 367 2,042 2,511 36,479 ― 41,400 (41,400) ―

計 287,877 82,856 226,259 494,912 103,600 1,195,505 (41,400)1,154,105

営業費用 241,032 78,886 218,084 432,165 39,723 1,009,892 55,099 1,064,991

営業利益 46,844 3,970 8,175 62,747 63,876 185,613 (96,500) 89,113
 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 超精密計測センサ事業・・・精密計測機器(PSセンサ)、半導体製造関連機器、液晶検査・評価装置及び関連機器 

(2) 光計測装置事業・・・・・・光学計測機器 

(3) 電子機器事業・・・・・・・情報機器、安全対策機器 

     (4) 電子材料その他事業・・・・電子材料、不動産管理 

(5) 投資育成事業・・・・・ベンチャービジネス等への投資・育成およびキャピタルゲインの獲得 

３ 営業費用のうち、全社の項目に含めた配賦不能営業費用(55,099千円)の主なものは、減価償却費及び管理部門にかか

る費用であります。 

４ 事業区分の追加 

投資育成事業は、㈱フォトニクスが当中間連結会計期間より事業化を行っているものであり、当該セグメントを新設

いたしました。 
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前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

（単位：千円） 

 超精密計

測センサ

事業 

光計測装

置事業 

電子機器

事業 

電子材料

その他事

業 

計 
消去又は

全社 
連結 

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 
587,243 326,538 443,079 718,112 2,074,974 ― 2,074,974

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
21,486 14,392 21,807 65,953 123,640 (123,640) ―

計 608,730 340,931 464,886 784,066 2,198,614 (123,640) 2,074,974

営業費用 459,270 292,186 375,241 783,255 1,909,953 106,373 2,016,327

営業利益 149,459 48,744 89,645 811 288,661 (230,014) 58,647

Ⅱ資産、減価償却費及び

資本的支出 

 資産 

 

 

42,139 17,763 40,751 19,535

 

 

120,189 1,811,736 1,931,926

 減価償却費 ― ― ― ― ― 58,286 58,286

 資本的支出 ― ― ― ― ― ― ―

 注 1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.各区分の主な製品 

超精密計測センサ事業…精密計測機器（PSセンサ）、半導体製造関連機器、液晶検査・評価装置及び関連機器 

光計測装置事業………光学計測機器 

電子機器事業……情報機器、安全対策機器 

電子材料その他事業…電子材料、不動産管理 

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（106,373千円）の主なものは、管理部門にかかる費用

であります。 

4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,811,736千円）の主なものは、全セグメント共通で使用する有形

固定資産及び親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等

であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日)において本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日)において本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年6月30日) において本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日)において海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日)において海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年6月30日) において海外売上高がないため、該当

事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

1株当たり純資産額 17,902円71銭 36,221円49銭 22,713円14銭 

1株当たり中間（当期）純利
益又は純損失(△) 

△487円48銭 1,739円26銭 4,817円54銭 

（注）1.前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり純利益については、新株引受権を発行しておりますが、1株当たり純損

失が計上されているため、当中間連結会計期間及び前連結会計年度は希薄化効果を有している潜在株式が存在していない

ため記載しておりません。 

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。 
 前中間連結会計期間 

（自 平成16年7月1日 
至 平成16年12月31日）

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

前連結会計年度 
(自 平成16年7月1日 
至 平成17年6月30日)

中間（当期）純利益又は純損失
(△) 

△18,073千円 81,653千円 178,615千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純
利益又は純損失(△) 

△18,073千円 81,653千円 178,615千円

普通株式の期中平均株式数 37,076株 46,947株 37,076株

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
損失の算定に含めなかった潜
在株式の概要 

平成12年11月27日臨時
株主総会決議ストック
オプション（新株引受権
方式） 
普通株式2,392株 

①平成12年11月27日臨時
株主総会決議ストックオ
プション（新株引受権方
式） 
普通株式2,376株 

②平成16年12月22日臨時
株主総会決議ストックオ
プション（新株予約権） 
普通株式1,300株 

①平成12年11月27日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株引
受権方式） 
普通株式2,376株 

②平成16年12月22日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式1,300株 
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(重要な後発事象) 
 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

――――― ――――― 

平成17年6月24日開催の株式会社フ

ォトニクスの取締役会決議に基づ

き、同社は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 

   

  平成17年9月14日開催の株式会社フ

ォトニクスの取締役会において、同

社は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 
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５．生産、受注及び販売の状況 

    当中間連結会計期間より、セグメント区分に投資育成事業を新設しております。 

(1) 生産実績 

事業の種類別セグメントごとの生産実績は、次のとおりであります。                 （単位：千円） 
 

事業の種類別セグメントの名称 当中間期 前年中間期 前期 

超精密計測センサ事業 151,620 136,544 267,086 

光計測装置事業 48,729 36,044 136,875 

電子機器事業 68,996 54,428 139,480 

電子材料その他事業 ― ― ― 

合計 269,346 227,016 543,442 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 金額は製造原価によっております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

事業の種類別セグメントごとの受注実績は、次のとおりであります。                  （単位：千円） 
 

当中間期 前年中間期 前期 
事業の種類別セグメントの名称 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

超精密計測センサ事業 326,408 62,689 220,464 22,383 503,345 23,790 

光計測装置事業 147,394 101,223 194,317 147,246 265,451 34,643 

電子機器事業 220,372 27,129 135,936 27,004 416,098 30,504 

電子材料その他事業 519,158 84,559 398,825 66,615 699,571 23,834 

投資育成事業 103,600 ― ― ― ― ― 

合計 1,316,934 275,601 949,544 263,249 1,884,466 112,772 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

事業の種類別セグメントごとの販売実績は、次のとおりであります。                       （単位：千円） 
 

事業の種類別セグメントの名称 当中間期 前年中間期 前期 

超精密計測センサ事業 287,509 305,770 587,243 

光計測装置事業 80,814 142,801 326,538 

電子機器事業 223,747 166,417 443,079 

電子材料その他事業 458,432 374,586 718,112 

投資育成事業 103,600 ― ― 

合計 1,154,105 989,575 2,074,974 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


