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平成 18 年 6 月期   決算短信（連結） 平成 18 年 8 月 31 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8月31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 18年6月期の連結業績（平成17年7月1日～平成18年6月30日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年6月期 
17年6月期 

百万円   ％
3,056  ( 47.3)
2,074  (△27.4)

百万円   ％
288   (391.8)
58    (―)

百万円   ％
150        (―)
△54    (―)

 

 当期純利益 
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
経常利益率

 
18年6月期 
17年6月期 

百万円   ％ 
31    (△82.3) 
178    (―) 

円  銭
633  15
4,817 54

円  銭
509 94
―  ―

％
2.3
23.7

％ 
5.8 
△2.7 

％
4.9
△2.6

(注)①持分法投資損益      18年6月期   △65百万円   17年6月期   △95百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年6月期   49,838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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
18年6月期 
17年6月期 

百万円 
3,270         
1,931     

百万円
2,236        
842    

％ 
56.9   

    43.6   

円   銭
35,229  89 
22,713  14 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年6月期  52,776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 

 
18年6月期 
17年6月期 

百万円 
△168    
△56    

百万円
△22   
△22   

百万円 
829    
391    

百万円
1,285   
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 19年6月期の連結業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
1,700    
3,350    

百万円
150     
270     

百万円
95     
115     

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,179円02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18年6月30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、投

資育成事業、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 投資育成事業 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 

事業内容 ベンチャービジネ

ス等への投資・育成 

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

造販売 

電子部品の材料の

輸入仕入販売その

他 

㈱フォトニクス ○ － － － － 

㈱ナノテックス － ○ ○ ○ － 

㈱オー・エヌ・シー － － － － ○ 

㈱フォトニクスソ

リューション 

－ ○ － ○  

㈱PCF － － － － ○ 

㈱フォトニクス・オ

プトメディカル 

－ － ○ － － 

㈱SPC（持分法適用

関連会社） 

○ － － ○ － 

※上記の他、㈱フォトニクス・エンジニアリング（電源等の技術開発、設計）及び㈱PCI（投資業）があります。 
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1-2.等企業グループの事業系統図 

 

 

 

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日に持株会社へ移行し、事業の再編に取り組んでまいりました。その後「再生と創造」

をテーマとして、これまで培った電子機器・精密機器等における独自の検査・測定技術やノウハウ等を活用し、当社と親和

性のあるベンチャービジネスへの出資や新会社の設立等を推進しております。当社におきましては、投資の目的を明確にし

た独自のインキュベーションルールに基づき、事業を展開しております。メーカ発の投資会社として、資本だけでなく、当

社のコア技術やネットワークに高付加価値を産み出す可能性を持つ投資先企業に対してハンズオン型の投資・育成により、

投資先企業の事業価値の向上に努めております。そして投資先企業の株式上場やM&A等のキャピタルゲイン獲得により、収益

の増大化を図っております。 

各投資先企業の持続的な成長が当企業グループの収益基盤を確立し、併せて当社の保有株式の価値の増加に伴い、最大限

の相乗効果が期待されます。そして、更なる事業成長によって、日々変化する経営環境へ適確に対応し、競争力のあるハイ

テクベンチャー集団を構築してまいります。 

 

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、㈱フォトニクス・エンジニアリング（電源等の技術開発及び設計）,㈱PCI（投資業）
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。

※株式会社ナノテックスは平成18年7月7日付けで札幌証券取引所アンビシャスに上場しております。

株式会社フォトニクス

・
投
資

・
育
成

株式会社ナノテックス

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

株式会社PCF

株式会社SPC
（持分法適用会社）

主要事業

・超精密計測センサ

・光計測装置

・電子機器

・電子材料その他

研究・開発

製造・仕入

販売等

　国
　
内
　
外
　
ユ
　
ー
　
ザ
　
ー

株式会社フォトニクス・オプトメディカル

・
キ
ャ
ピ
タ
ル

　
　
ゲ
イ
ン

・
配
当
等

連結子会社
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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。当連結会計年度におきましては、約10億円の第三者割当増資を実施したことにより、財務基盤を強固たるものにし、収益

の拡大、累損の解消に努め、安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本として、早期の復配を目指してまいります。 

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、自己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、各投資先企業を含めて企業価値（利益・時価総額）の極大化を目指し、同一の尺度として自己資

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、自己資本利益率25%を目標としております。 

 

4．中長期的な経営戦略 

4-1.投資・育成事業 

 当社は、ハイテク分野における成長途上のベンチャー企業のインキュベーターとして、当社の有する様々な経営資源を積極的に

投下することにより各投資先企業の活性化に繋げ、収益性を高めてまいります。高付加価値を産み出すと見込まれるベンチャービ

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や、外部パートナーとのより一層の協業

を図り、利益・企業価値の増大化に努めてまいります。また、投資先の育成を強化し、収益性、市場性、成長性を十分考慮しなが

ら、投資リスクを分散させ、既存のセグメント毎の事業収益に加え、株式上場やM&Aによるキャピタルゲインの獲得によって業績

を向上させ、得た資金によって新たなビジネスを創出してまいります。 

当社のインキュベーションルールは、貸借対照表上の表示科目を以下のとおり区分しております。 

 

区分項目 

 

表示科目 

 

株式保有目的 

 

連結対象の有無 

 

売却時の会計処理 

 

評価方法 

投資育成関係会社有価証券 育成・株式公開等 連 結 売 上 高 原 価 法 

投 資 育 成 有 価 証 券 〃 非 連 結 売 上 高 時 価 法 

関 係 会 社 株 式 上記以外 連 結 特別損益 原 価 法 

投 資 有 価 証 券 〃 非 連 結 特別損益 時 価 法 

 

あわせて、先端分野を研究する大学との産学協同やグローバルなストラテジック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まいります。 

 

4-2．各投資先事業戦略 

 

4-2-1．超精密計測センサ事業 

超精密計測センサは、超精密変位計測・アクチュエーション及び液晶検査装置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。 

 

4-2-2．光計測装置事業 

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。また、本社測定室に最新鋭の測定装置を

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。携帯電話用レン

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検査装置を市



 

 5

場へ投入しております。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、今後カメラ付携帯電話の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。 

  

4-2-3．電子機器事業 

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、ほぼ国内全域を

カバーしており、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非ではありません。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。 

   

 4-2-4．電子材料その他事業 

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、売上高の向上を図ってまいります。また、独自で企画、コーディネートし、フ

ァブレス製造によって、消臭・抗菌・防臭効果のあるオングストロームテクノロジー加工の高機能繊維製品の販売を当連結会計年

度より開始し、応用製品、販路の拡大に注力しております。 

 

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、前連結会計年度369百万円の営業損失を計上いたしましたが、当連結会計年度は58百万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、前連結会計年度251百万円、当連結会計年度56百万円のマイナスとなりました。 

  

5-2．累積損失の解消 

 当企業グループは、当連結会計年度807百万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

よび各事業間の情報の融合を図り、コアコンピタンス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獲得してまいります。 

 

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. 投資効率の向上 
良質の案件の発掘や様々な支援を実行し、収益化に繋げていくキャピタリストの補強、育成を行ってまいります。ステージ毎の

インキュベーション方針を明確化し、できる限り投資パフォーマンスの向上に努め、営業力の強化もあわせて行ってまいります。

当社と投資先企業、もしくは投資先企業同士の経営資源を組成させ、そこから創出されるシナジーの確立を図る所存であります。 
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３．経 営 成 績 
１．営業の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格等の高騰にもかかわらず、企業の有利子負債が圧縮され、キャッシュ・フロー

が改善し、収益増加の傾向にあります。あわせて設備投資の積極化、雇用環境の向上、個人消費が旺盛なこと等により、国内景気

は拡大基調にあります。 

 当企業グループが属する電子業界においては、デジタル関連製品である薄型テレビ、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、カメラ付携帯電話の好調などにより、関連する電子部品・デバイスなどの出荷が引き続き順調となっておりま

す。 

 このような中、当企業グループは、既存の事業収益に加え、投資・育成事業を開始し、収益の構成を改革いたしました。そのた

め上場実績によるキャピタルゲインが売上・利益の拡大に繋がりました。しかしながら、持分法適用関連会社である株式会社SPC

に対する債権・保有株式の貸倒引当金の計上及び評価減を実施したため、対前年同期比では、大幅に減少いたしました。 

 このような結果、当連結会計年度の売上高は3,056百万円（対前年同期比981百万円（47.3%）増）、経常利益は150百万円（同205

百万円改善）、当期純利益は31百万円（同147百万円（82.3％）減）となりました。 

  

1-1．当企業グループの概況 

当連結会計年度の概況 

 当企業グループは、企業価値（利益・時価総額）の極大化を目指すべく、事業収益の拡大化、投資先企業に対しての最適な資源

配分、コラボレーション重視の経営をさらに推進いたしました。 

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

 投資育成事業につきましては、株式会社ナノテックスの上場に伴うキャピタルゲイン獲得や投資先企業の保有株式の一部譲渡に

よる売却益を計上しております。 

超精密計測センサ事業においては、従来の半導体ステッパ向け以外に、ハードディスク組立・検査装置、ピエゾアクチュエータ、

液晶検査装置など、新分野へ向けた販売活動を行い、好調な業績を確保しております。 

 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整備され、拡販に努めております。また、大型の測

定装置の需要も安定しております。 

 電子機器事業におきましては、電子部品事業は、工作機械業界が好調なことと、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。情報機器事業では、公衆回線を使用した動画と音声、データを多重伝送できる動画伝送装置を中心に販売活動

を行っております。 

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。また新規投資先における高機能繊維製品の販売が売上に貢献しております。 

 

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。 

①精密計測機器及び半導体製造関連機器 

当連結会計年度においては、従来の半導体ステッパ向け以外の、ハードディスク組立・検査装置、ピエゾアクチュエータ等に関

連した需要が引き続き増加しております。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搭載が広まるにつれ、今後も需要が伸びていくものと考えられます。また、半導体ウエハの

ID認識装置についても、業績は堅調に推移しております。 

②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。当事業のユーザは、早期から海外展開を積極的に行っており、携帯電話向け液晶パネル、カーナビ、モバイル系の小型高

機能液晶パネルといった中小型パネルの生産に注力しているため、各種試験検査装置の受注が堅調に推移しております。 

 以上の結果、超精密計測センサ事業の売上高は、802百万円（対前期比215百万円増）、営業利益は159百万円（同9百万円増）と

なりました。 

 

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。この販売先には光学系
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メーカを中心に高級デジタルカメラ、携帯電話用カメラレンズ、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

カがあり、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。 

当連結会計年度においては、多種の測定項目追加の要請により高額の測定装置の出荷が売上高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測定装置による光学系の測定サービスは、利用者の反響が良く、潜在ユーザの掘り起こし

に貢献しております。 

この結果、売上高は319百万円（対前期比7百万円減）、営業利益は90百万円（同41百万円増）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、動画伝送システムの開発製造販売等を行っております。 

①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から製品を輸入販売しております。当連結会計年度

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安定的に推移し、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、受注を獲得しております。 

②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。当連結会計年度は、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」等の販売を行ってお

ります。動画多重伝送は、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。 

 これらの結果、売上高は426百万円（対前期比16百万円減）、営業利益は△48百万円（同138百万円減）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。また当連結会計年度より開始した高機能の繊維製品の販売が売上に貢献しております。 

  この結果、売上高は1,290百万円（対前期比572百万円増）、営業利益は174百万円（同173百万円増）となりました。 

 

1-2-5. 投資育成事業 

 投資育成事業については、有力なアライアンスパートナーに保有株式の譲渡及び株式会社ナノテックスの上場に伴う株式売却益

が大きく寄与しております。また当連結会計年度の主な投資実績としまして、電子材料その他事業における高機能繊維関連の投資

先に90百万円、電子材料関連に54百万円の出資を行い、インキュベーションを行っております。しかしながら、持分法適用関連会

社である株式会社SPCに対しての金銭債権・保有株式について事業価値の抜本的な見直しを行った結果、売上高は217百万円、営業

利益は61百万円となりました。 

 

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12百万円であります。 

主に超精密計測センサ事業として4百万円、光計測装置事業として4百万円、電子機器事業として3百万円であり、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い完了しております。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。

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 
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 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い完了しております。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を行い完了し、本機は既に市場へ投入しております。 

 

1-4．次期業績の見通し 

平成19年6月期の業績見通しといたしましては、連結売上高3,350百万円（中間期1,700百万円）、経常利益270百万円（中間期150

百万円）、当期純利益115百万円（中間期95百万円）を見込んでおります。また、単体業績につきましては、売上高460百万円（中

間期350百万円）、経常利益60百万円（中間期140百万円）、当期純利益50百万円（中間期135百万円）を見込んでおります。連結・

単体ともに売上高・経常利益・当期純利益は平成18年6月期の業績をそれぞれ上回る見込みであり、グループ全体として事業の発

展と収益力の更なる強化を図ってまいります。売上高の増加は連結が294百万円（増加率9.6%）、単体が183百万円（増加率66.0%）、

経常利益の増加は連結が120百万円（増加率80.0%）、単体が161百万円（黒字化）、当期純利益の増加は、連結が84百万円（増加

率271.0%）、単体が90百万円（黒字化）の見込みであります。 

増益となる主な要因は、連結各社それぞれが増収・増益基調にあること、当社の投資育成事業の成果についても着実に利益に結

びついていくことが挙げられます。このように連結・単体とも業績の進展が見込めることにつきましては、ハイテク分野における

ベンチャー育成をハンズオン型で取り組むフォトニクス・グループのビジネスモデルが本格的に稼動している証左であります。な

お、具体的な増益要因は以下のとおりであります。 

・ 主要子会社の業績の伸び、および貢献。株式会社ナノテックスにおいては、平成18年7月の上場を機に、光計測・精密計

測・情報通信の各事業とも順調な利益成長を見込んでおります。また、当社が平成17年12月に設立した株式会社ＰＣＦ

においては、設立後約半年ながら、高機能繊維製品分野では大手メーカ、小売会社などとの取引が急拡大を遂げており、

着実に事業を強化しております。2期目の平成19年6月期では、連結収益に貢献するとともに、当社のインキュベーショ

ン活動の成果にも繋がるものとして期待しております。 

・ 持分法適用各社における、業績の伸び、および貢献のうち、当社持分への計上。持分法適用各社については、当該各社を

本業はもちろんのこと財務面でも支援していただいている有力外部パートナーと当社が協調してインキュベーションを図

ることで常に新たなビジネスチャンスが生まれる環境にあり、それら収益機会を着実に業績に結びつけることで各社とも

順調な利益成長を見込んでおります。 

・ 同時に、当社が行うベンチャー事業に対するインキュベーション成果を利益に結びつけるべく、保有する投資育成関係会

社有価証券の売却によるキャピタルゲインの実現を図ってまいります。売却資金の一部は、次世代のハイテク分野を担う

新たなベンチャー事業へ積極的に投資してまいる予定です。なお、平成19年6月期におけるキャピタルゲインの計上は、

中間期に大型案件の実行を予定していることから、中間期業績が通期ベースを上回る見込みであります。今後は、新たな

投資先企業からのインキュベーション成果としてのキャピタルゲイン等を年間を通じて実現する機会を増やしていく所存

であり、単体業績についても安定的成長を図るものであります。 

 

連結売上高につきましては、一部の既存子会社が持分法適用会社に異動することを前提として予め連結売上高への計上を除外し

た影響を含みますが、残る連結の各子会社ともその影響を上回る規模での増収・増益基調にあることから、グループ全体では前述

のとおり収益拡大に貢献する見込みであります。このような子会社異動につきましては、当社の投資育成事業戦略の一環であり、

設立直後からのインキュベーション・ステージを経た段階で事業の更なる成長・発展を図るべく、より多くの外部パートナーから

本業のみならず財務面でも協力を仰ぐことが当該子会社または業界全体にとって有効と判断する場合には、当社が外部パートナー

への保有株式の譲渡を積極的に行うこととしております。同時に、設立当初から保有する株式の一部売却によるキャピタルゲイン

の実現もその段階で発生いたします。 

従いまして、今後につきましても期中での子会社異動および、それに伴う当社でのキャピタルゲインの実現が発生することもあ

り得ますので実際の業績等の結果は本決算短信に記載の目標値と大きく異なる場合があります。なお、これらの見通しはいずれも

当社グループが現時点で入手可能な情報或いは合理的であると判断する一定の前提に基づいており、これらは経済環境、競争状況

および市場環境などを含む「事業等のリスク」に記載の通り、不確実な要因の影響を受けます。業績予想に変動を与える事情が生

じた場合には、速やかに業績予想を見直し、開示いたします。 
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1-５．事業等のリスク 

 

1-5-1. 経済環境及び投資環境について 

投資育成事業は、当社の資金により、創業まもないシーズ企業や有益と見込まれるベンチャー企業に投資・育成を行っておりま

す。本事業の収益の大部分はこれら投資先企業の株式上場によるキャピタルゲインや育成によるコンサルタント・フィーでありま

す。投資育成事業は経済環境や株式市場の動向によって大きく左右されるものであるため、当企業グループの財政状態及び経営成

績に影響が生じる可能性があります。 

 

1-5-2. 投資先企業について 

投資育成事業では、当企業グループの有する経営資源とのシナジー効果によって事業価値が向上し、将来株式上場の見込めるベ

ンチャー企業を対象に投資を行っております。当該企業が連結対象子会社または持分法適用関連会社に該当する場合、その決算内

容により連結決算業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

1-5-3. 投資資金の回収期間及び回収について 

当企業グループでは、投資先企業の経営基盤を確立させ、株式上場可能となるように、様々な経営資源を投下してインキュベー

ションを推進します。しかしながら、投資の実行から上場が実現するまでの期間の予測は困難であります。また、投資先企業の経

営が悪化した場合においては、投資先企業や第三者に対して譲渡することにより投資の回収を図りますが、当該企業株式が譲渡で

きない可能性があります。また、投資先企業の株式上場が実現した場合においても、当該企業の業績の悪化や株式市場の変動によ

る株価下落等により、当企業グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

1-5-4．企業グループの対応 

当社の有する経営資源と投資先企業の経営資源を最大限に活用し、さらなる収益事業の拡大化を図るため、投資・育成におい

て将来有益となりうるベンチャーの発掘、そして事業シナジーの創造を行ってまいります。当連結会計年度におきましては、㈱

PCF等新会社設立を行い、これにより素材におけるナノテクノロジー分野の進出を果たしました。 

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・ナノテクノロジーを中心とした分野での優

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、ハイテクベンチャーのインキュベーターを目指し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. 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 
 

  
前連結会計年度 
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18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
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※１ 659,194  1,297,863

２ 受取手形及び売掛金  520,823  1,140,655

３ たな卸資産  120,189  196,787

４ 未収入金  145,405  98,615

５ 繰延税金資産  5,154  15,794

６ その他  29,389  44,854

貸倒引当金  △6,470  △48,820

流動資産合計  1,473,686 76.3  2,745,750 84.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物及び構築物  157,289 149,591 

減価償却累計額  △72,968 84,321 △84,464 65,126

(2) 機械装置及び運搬具  30,448 33,248 

減価償却累計額  △22,428 8,020 △25,404 7,844

(3) 工具、器具及び備品  69,355 73,553 

減価償却累計額  △53,290 16,065 △58,986 14,567

(4) 土地  135,855  90,276

(5) 建設仮勘定  745  4,115

有形固定資産合計  245,007 12.7  181,930 5.6

２ 無形固定資産   

(1) 営業権  54,815  ―

(2) 連結調整勘定  46,485  ―

(3) のれん  ―  188,946

(4) その他  3,438  2,334

無形固定資産合計  104,739 5.4  191,280 5.8

３ 投資その他の資産 ※１  

(1) 繰延税金資産  1,299  5,764

(2) その他  120,186  158,554

貸倒引当金  △12,994  △13,133

投資その他の資産合計  108,492 5.6  151,186 4.6

固定資産合計  458,239 23.7  524,397 16.0

資産合計  1,931,926 100.0  3,270,147 100.0
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前連結会計年度 
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18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
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  227,518  414,905

２ 短期借入金 ※１ 327,416  225,316

３ 未払金  75,435  74,470

４ 未払法人税等  13,521  108,045

５ その他  37,822  16,039

流動負債合計  681,713 35.3  838,776 25.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 224,846  152,623

２ 長期未払金 ※１ 2,755  ―

３ 退職給付引当金  12,924  16,218

４ 社債  ―  25,000

５ 繰延税金負債  ―  1,094

固定負債合計  240,526 12.4  194,935 6.0

負債合計  922,239 47.7  1,033,712 31.6

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  167,574 8.7  ― ―

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 728,762 37.7  ― ―

Ⅱ 資本剰余金  818,262 42.4  ― ―

Ⅲ 利益剰余金  △706,062 △36.6  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,150 0.1  ― ―

資本合計  842,112 43.6  ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 1,931,926 100.0  ― ―
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前連結会計年度 
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18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
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ―  1,221,352

２ 資本剰余金  ―  1,310,852

３ 利益剰余金  ―  △674,507

株主資本合計  ―  1,857,697 56.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ―  1,595

評価・換算差額等合計  ―  1,595 0.1

Ⅲ 新株予約権  ―  16,757 0.5

Ⅳ 少数株主持分  ―  360,385 11.0

純資産合計  ―  2,236,434 68.4

負債純資産合計  ―  3,270,147 100.0
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② 【連結損益計算書】 
  

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18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
(％)

Ⅰ 売上高  2,074,974 100.0  3,056,156 100.0

Ⅱ 売上原価  1,276,996 61.6  1,878,131 61.5

売上総利益  797,977 38.4  1,178,024 38.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 739,330 35.6  889,595 29.1

営業利益  58,647 2.8  288,429 9.4

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  228 ― 

２ 受取利息及び受取配当金  ― 1,097 

３ 受取家賃  4,800 7,050 

４ 受取立退料  1,000 ― 

５ 受取手数料  ― 2,640 

６ その他  2,623 8,651 0.4 1,049 11,837 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  20,792 20,909 

２ 新株発行費  960 13,476 

３ 棚卸資産評価損  ― 4,774 

４ 地代家賃  ― 19,653 

５ 持分法投資損失  95,158 65,394 

６ その他  5,078 121,989 5.8 25,353 149,562 4.9

経常利益又は経常損失(△)  △54,691 △2.6  150,703 4.9

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  1,678 1,423 

２ 退職給付引当金戻入益  241 ― 

３ 持分変動利益 ※３ 7,506 1,175 

４ 子会社株式売却益  280,151 ― 

５ 投資有価証券売却益  ― 1,285 

６ 投資育成有価証券売却益  ― 66,585 

７ 固定資産売却益 ※４ 396 ― 

８ その他 ※５ 1,203 291,177 14.0 668 71,137 2.3

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※６ ― 1,409 

２ 子会社株式売却損  7,339 ― 

３ 棚卸資産除却損  16 4,100 

４ 投資有価証券評価損  1,500 ― 

５ 事業撤退に伴う損失  14,812 ― 

６ 本社移転損失  ― 8,251 

７ 前期損益修正損 ※７ 3,320 26,988 1.3 4,285 18,045 0.6

税金等調整前当期純利益  209,498 10.1  203,795 6.6
法人税、住民税 
及び事業税 

 7,119 103,366 

法人税等調整額  △6,453 665 △0.0 △15,105 88,261 2.9

少数株主利益(△)又 
は少数株主損失 

 △30,217 △1.5  △83,979 △2.7

当期純利益  178,615 8.6  31,554 1.0
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成17年６月30日残高(千円) 728,762 818,262 △706,062 840,962 

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 492,590 492,590 985,180 

 当期純利益 31,554 31,554 

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

492,590 492,590 31,554 1,016,734 

平成18年６月30日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 △674,507 1,857,697 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計

新株予約権
少数株主
持分 

純資産合計

平成17年６月30日残高(千円) 1,150 1,150 17,445 167,574 1,027,131

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  985,180

 当期純利益  31,554

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

445 445 △688 192,811 192,568

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

445 445 △688 192,811 1,209,303

平成18年６月30日残高(千円) 1,595 1,595 16,757 360,385 2,236,434
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④ 【連結剰余金計算書】 

 

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

   

（資本剰余金の部）   

Ⅰ資本剰余金期首残高  818,262 

Ⅱ資本剰余金増加高  ― ― 

Ⅲ資本剰余金期末残高  818,262 

（利益剰余金の部）   

Ⅰ利益剰余金期首残高  △884,677 

Ⅱ利益剰余金増加高   

1．当期純利益  178,615 178,615 

Ⅲ利益剰余金期末残高  △706,062 
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⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 
 

  
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）

当連結会計年度 
(自 平成17年 7月 1日 
  至 平成18年 6月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前当期純利益  209,498 203,795 

２ 減価償却費  48,826 28,033 

３ 連結調整勘定償却  9,460 － 

４ のれん償却額  － 49,105 

５ 退職給付引当金の増加(減少△)額  3,006 3,293 

６ 貸倒引当金の増加(減少△)額  25 2,819 

７ 賞与引当金の増加(減少△)額  △1,586 － 

８ 受取利息及び受取配当金  △228 △1,097 

９ 支払利息  20,792 20,909 

10 持分法投資損失  95,158 65,394 

11 持分変動利益  △7,506 △1,175 

12 子会社株式売却益  △280,151 － 

13 子会社株式売却損  7,339 － 

14 固定資産売却益  △396 － 

15 固定資産除売却損  － 1,409 

16 事業撤退に伴う損失  14,812 － 

17 たな卸資産評価損  － 8,874 

18 前期損益修正損  3,320 4,285 

19 投資有価証券売却益  ― △1,285 

20 投資育成有価証券売却益  － △66,585 

21 受取家賃  △4,800 － 

22 為替差損益  △1 △4 

23 新株発行費  960 13,476 

24 投資有価証券評価損  1,500 － 

25 売上債権の減少(増加△)額  △165,291 △619,831 

26 投資育成有価証券売上原価  － 71,186 

27 たな卸資産の減少(増加△)額  70,559 △85,472 

28 仕入債務の増加(減少△)額  △38,513 187,386 

29 消費税等の増加(減少△)額  16,161 △16,663 

30 その他  △38,867 △8,526 

    小計  △35,921 △140,670 

31 利息及び配当金の受取額  227 1,100 

32 利息の支払額  △21,068 △20,188 

33 法人税等の支払額  △81 △8,842 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △56,844 △168,600 
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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）

当連結会計年度 
(自 平成17年 7月 1日 
  至 平成18年 6月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の純減(純増△)  △2 △1 
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 － 

３ 有価証券の売却による収入  － 2,285 

４ 有形固定資産の取得による支出  △5,845 △13,814 

５ 有形固定資産の売却による収入  1,591 － 

６ 無形固定資産の取得による支出  △54,190 △252 

７ 無形固定資産の売却による収入  641 － 

８ その他  255 △10,672 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △22,619 △22,455 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の割賦支払による支出  △4,766 △4,916 

２ 短期借入金の純増(純減△)  168,000 △85,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △69,916 △89,323 

４ 社債の発行等による収入  － 25,000 

５ 新株予約権の発行による収入  17,645 － 

６ 株式の発行による収入  － 960,519 

７ 少数株主への株式発行による収入  16,000 12,400 

８ 連結子会社株式の売却による収入  290,500 － 

９ 投資育成有価証券株式の売却による収入  － 11,040 

10 少数株主からの株式の取得による支出  △26,400 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  391,062 829,719 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1 4 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額  311,599 638,667 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  335,349 646,949 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  646,949 1,285,617 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 6月30日) 

継続企業の前提に関する注記 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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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 6月30日) 

 ㈱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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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18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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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16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。 

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

法適用関連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。 

子会社はすべて連結しております。 

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・シーに対する議決権の

所有割合は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連結

会計年度に設立したことにより、当連結会計

年度より連結の範囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事項 関連会社はすべて持分法を適用しておりま

す。 

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 

関連会社はすべて持分法を適用しておりま

す。 

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 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。 
同左 

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 

  …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 
 (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。） 

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

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。 

   主な耐用年数 

    建物      ２年～15年 

    機械及び装置  ５年～11年 

    工具、器具及び備品 

            ２年～15年 

 

         

 

同左 
 

主な耐用年数 

    建物      ２年～40年 

    機械及び装置  ５年～11年 

工具、器具及び備品 

         ２年～15年 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 (2) 無形固定資産 
   定額法 
   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)に基づいております。 

同左 

 (3) 長期前払費用 
   定額法 

同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権等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。 

同左 

 (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

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。 

同左 

(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、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 

 (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 

   
   



 

 23

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日) 

 (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、特例処理の用件を満たして

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 

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 

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

の識別は個別契約毎に行っております。 

同左 

 (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 

 (チ)その他連結財務諸表作成

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。 

同左 

 (2) 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。 

(2) 繰延資産の処理方法 

  新株発行費、創立費 

  支出時に全額費用として処理しておりま
す。 

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 連結調整勘定の償却に関す

る事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。 
― 

７ のれんの償却に関する事項 ―  のれんは５年間で均等償却しております。
８ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいております。 
同左 

９ 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 
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(会計処理の変更) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18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) 

当連結会計年度より、「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。 

 

(貸借対照表「純資産の部」の表示) 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準適用指針第8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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,859,292千円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連

結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 

 

 

 

(表示方法の変更) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(連結損益計算書) 

「受取出向料」は、前連結会計年度まで区分掲記しており

ましたが、営業外収益の総額の100分の10以下となったため営

業外収益「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「受取出向料」の

金額は761千円であります。 

― 
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追加情報 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(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。 

(投資育成目的の有価証券の処理) 

当連結会計年度より、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。 
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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17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

※１ 担保資産 

定期預金 154,776千円

有価証券 2,070千円

建物及び構築物 50,034千円

土地 182,775千円

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。  

※１ 担保資産 

定期預金 166,787千円

有価証券 3,610千円

建物及び構築物 44,955千円

土地 182,775千円

計 398,128千円

   これらは、長期借入金183,889千円*及び㈱SPCの当座借越

契約の担保に供しております。(*長期借入金145,173

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10,069千円（対応債務：未払金2,619

千円）があります。 

※２ 発行済株式の種類及び総数 

普通株式 37,076株 
 

※２            ― 
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(連結損益計算書関係) 
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 158,066千円

給与手当 188,847千円

研究開発費 64,908千円

賞与引当金繰入額 3,125千円

退職給付費用 1,570千円

貸倒引当金繰入額 1,695千円

連結調整勘定の当期償却額 9,460千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 178,028千円

給与手当 255,545千円

研究開発費 12,764千円

退職給付費用 2,848千円

貸倒引当金繰入額 4,087千円

のれんの当期償却額 49,105千円 

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

一般管理費 64,908千円 

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

一般管理費 12,764千円 
※３ 持分変動利益は、連結子会社㈱ナノテックス及び㈱フォ

トニクスソリューションの第三者割当増資により発生し
たものであります。 

※３ 持分変動利益は、連結子会社㈱オー･エヌ･シー及び㈱フ
ォトニクスソリューションの第三者割当増資により発生
したものであります。 

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 396千円
 

※４            

― 

※５ 特別利益「その他」の内容は、次のとおりであります。

過年度出向料 1,003千円

新株予約権戻入益 200千円
 

※５            

― 

※６  
― 

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
建物及び構築物 1,177千円

機械装置及び運搬具 163千円

工具、器具及び備品 68千円

計 1,409千円 
※７ 前期損益修正損の内容は、次のとおりであります。 

過年度賞与引当金繰入額 3,320千円

  

※７ 前期損益修正損の内容は、次のとおりであります。 

過年度持分法投資損益 4,285千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 
 

  当連結会計年度(自平成17年7月1日 至平成18年6月30日) 

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 37,076 15,700 ― 52,776 

  (変動事由の概要) 

   増加数の内訳は、次の通りであります。 

   第三者割当増資による新株式発行  15,700株 

 

  ２. 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類 
前連結会計

年度末 
増加 減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計

年度末残高

(千円) 

平成17年 

新株予約権 
普通株式 1,300 10 1,290 ― 

提出会社 
平成18年 

新株予約権 
普通株式 4,400 200 4,200 ― 

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 16,757

合計 1,300 4,400 210 5,490 16,757

 

注 1.目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

  2.目的となる株式の数の変動事由の概要 

   平成17年新株予約権の減少は、権利放棄によるものであります。 

平成18年新株予約権の増加は平成18年2月15日開催の臨時株主総会の決議の基づき割り当てたものであり、減

少は、権利放棄によるものであります。 

  3.平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

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
 

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18年６月30日)

現金及び預金 1,297,863千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △12,246千円

現金及び現金同等物 1,285,617千円
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18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 

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 

(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 
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
 

 
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 
及び運搬具 

297,500 273,724 23,775

工具、器具 
及び備品 

95,499 81,066 14,433

ソフトウェア 5,200 5,113 86

合計 398,200 359,904 38,295
 

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
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 36,593千円

１年超 6,161千円

合計 42,754千円
 

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
 

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 4,436千円
 

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 

同左 

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 

同左 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(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 

種類 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
連結貸借対照
表計上額が取
得価額を超え
るもの 合計 920 2,070 1,150

 

当連結会計年度(平成18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 

種類 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 3,610 2,690
連結貸借対照
表計上額が取
得価額を超え
るもの 合計 920 3,610 2,690
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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 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(1) 取引の内容 

  利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であ

ります。 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

  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、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行ってお

ります。 

同左 

(3) 取引の利用目的 

  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

引を行っております。 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  金利スワップ取引は、市場金利の変更によるリスクを有し

ております。 

  なお、当該取引先は高格付けを有する金融機関に限定して

いるため、信用リスクは殆どないと判断しております。 

同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  金利スワップ取引の実施にあたっては、各社の業務管理部

で決定された範囲内で、代表取締役社長の決裁により、業務

管理部長が実行しております。 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成17年６月30日) 

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップは特例処理を採用しているため記載しておりません。 

 

当連結会計年度(平成18年６月30日) 

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップは特例処理を採用しているため記載しておりません。 
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(退職給付関係) 
 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、

また、中小企業退職共済制度に加入しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、

また、中小企業退職共済制度に加入しております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年６月30日) 

イ 退職金規程に基づく 
  期末自己都合要支給額 

△16,220千円

ロ 中小企業退職共済制度から 
  支給される額 

3,296千円

ハ 退職給付引当金 △12,924千円
  
  退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基づく期

末自己都合要支給額より中小企業退職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 退職給付債務に関する事項(平成18年６月30日) 

イ 退職金規程に基づく 
  期末自己都合要支給額 

△19,821千円

ロ 中小企業退職共済制度から 
  支給される額 

3,603千円

ハ 退職給付引当金 △16,218千円
  
  退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基づく期

末自己都合要支給額より中小企業退職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 退職給付費用に関する事項(自 平成16年７月１日 至

平成17年６月30日） 

イ 期末自己都合要支給額に基づく 
  繰入額 

4,198千円

ロ 中小企業退職共済制度への 
  拠出額 

177千円

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 4,375千円
  
  中小企業退職共済制度については、拠出額を退職給付費用

として処理しております。 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年７月１日 至

平成18年６月30日） 

イ 期末自己都合要支給額に基づく 
  繰入額 

4,794千円

ロ 中小企業退職共済制度への 
  拠出額 

300千円

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 5,094千円
  
  中小企業退職共済制度については、拠出額を退職給付費用

として処理しております。 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

 
前連結会計年度 

(平成17年６月30日現在) 
 当連結会計年度 

(平成18年６月30日現在) 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 6,748千円 53,664千円

棚卸資産評価損 7,479千円 7,334千円

固定資産減価償却超過額 70千円 1,974千円

 退職給付引当金損金算入限度超過額 4,964千円 6,516千円

 子会社株式否認額 3,600千円 ―千円

 子会社株式評価損 7,711千円 ―千円

 投資有価証券評価損 89,229千円 ―千円

投資育成関係会社有価証券評価損 ―千円 97,946千円

 未払事業税 ―千円 9,489千円

 繰越欠損金 240,274千円 188,283千円

 繰延税金資産計 360,079千円 365,209千円

 評価性引当金 △353,625千円 △343,650千円

 繰延税金資産の合計 6,453千円 21,559千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 ―千円 1,094千円

 繰延税金負債合計 ―千円 1,094千円

 繰延税金資産の純額 6,453千円 20,464千円

 

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間に差異があるときの当該差異の原因となった

主な項目別の内訳 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 40.7％

(調整) (調整) 

交際費等永久に損金に参入されない項目 3.0％ 交際費等永久に損金に参入されない項目 4.3％

住民税均等割 0.6％ 住民税均等割 0.6％

評価性引当金の変動 △44.1％ 評価性引当金の変動 △4.3％

その他 0.0％ その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.2％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.3％
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 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

営業利益又は営業損失

（△） 
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。 
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当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 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 
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 
802,698 319,074 426,106 1,290,926 217,350 3,056,156 ― 3,056,156

(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 803,066 321,116 428,617 1,327,405 217,350 3,097,556 (41,400) 3,056,156

営業費用 643,842 231,023 477,391 1,153,364 156,074 2,661,695 106,031 2,767,726

営業利益又は営業

損失（△） 
159,224 90,093 △48,773 174,041 61,275 435,861 △147,432 288,429

Ⅱ資産、減価償却

費及び資本的支

出 

 資産 

 

 

 

44,877 12,950 72,489 66,469 ―

 

 

 

196,787 3,073,360 3,270,147

 減価償却費 ― ― ― ― ― ― 77,139 77,139

 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 

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、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（106,031千円）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（3,073,360千円）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。 
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【所在地別セグメント情報】 

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) 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

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】 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

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) 役員及び個人主要株主等 

            

関係内容 
属性 氏名 住所 

資本金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

被所有割合 役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

資金の借

入 

(注2) 

60,000 ― ― 

子会社株

式の売却 

(注3)  

6,242 ― ― 

役員の

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社 

㈱ジェー

ピーシー 

東京都

中野区 
12,000 

不動産の

管理業他 
― ― ― 

子会社株

式の売却

益(注3) 

53,757 ― ― 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(注１)  個人主要株主・当社代表取締役 柄澤憲彦の近親者が100％所有しております。 

(注２)  当社が貸付を受けたものであります。なお、借入利息として総額1,010千円の支払を行っております。 

(注３)  直近取引価格または評価価格により、売却しております。 

(注４)  取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

            

関係内容 
属性 氏名 住所 

資本金又 

は出資金 

事業の内容

又は職業

議決権等の

被所有割合 役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

被債務保

証 

(注１) 

278,405 ― ― 主要株

主 ( 個

人)・役

員 

柄 澤 憲

彦 
― ― 

当社 

代表取締

役社長 

直接23.9％ ― ― 
資金の借

入 

(注2) 

36,000 ― ― 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(注１) 当企業集団の借入金及びリース契約について債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払及び担保の

提供は行っておりません。 

(注２)  当社が貸付を受けたものであります。なお、借入利息として総額262千円の支払を行っております。 
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(2) 子会社等 

            

関係内容 
属性 氏名 住所 

資本金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有割合 役員の

兼任 

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

資金の貸

付 

(注2) 

22,300 ― ― 

債務保証 

(注3) 
281,208 ― ― 

売掛金 42,019賃貸料等

の受取(注

4) 

94,744 

未収金 112,291

医療用電

子機器の

営業権買

取(注5)  

78,000 未払金 24,900

安全対策

機器の販

売(注6) 

6,798 売掛金 1,336

安全対策

機器の仕

入(注6) 

34,010 買掛金 239

関連会

社 
㈱SPC 

東京都

杉並区 
608,500 

塑性加工

事業等 
37.2％ ３名 ― 

ソフトウ

ェアの購

入(注6) 

700 ― ― 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(注１)  当社が議決権の37.2％を所有しております。 

(注２)  当社が貸付を行ったものであります。なお、借入利息として総額93千円を受け取っております。 

(注３)  借入金及びリース契約について債務保証を行っているものであります。なお、保証料の受取及び担保の徴収は行ってお

りません。 

(注４)  事務所及び機械設備の賃貸を行っているものであります。 

(注５)  同社が主力の塑性加工事業に注力することとなったため、引き受けたものであります。 

(注６)  一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

(注７)  取引金額には、消費税等は含まれておりません。 
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当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

(1) 役員及び個人主要株主等 

            

関係内容 
属性 氏名 住所 

資本金又 

は出資金 

事業の内容

又は職業

議決権等の

被所有割合 役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

主要株

主 ( 個

人)・役

員 

柄 澤 憲

彦 
― ― 

当社 

代表取締

役社長 

直接16.8％ ― ― 

被債務保

証 

(注１) 

23,381 ― ― 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(注１) 当企業集団のリース契約について債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払及び担保の提供は行っ

ておりません。 
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(2) 子会社等 

            

関係内容 
属性 氏名 住所 

資本金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有割合 役員の

兼任 

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

資金の貸

付 

(注2) 

80,000 ― ―

債務保証 

(注3) 
272,921 ― ―

投資育成

関係会社

有価証券

の売却(注

4) 

80,000 ― ―

売掛金 66,910

未収金 154,334賃貸料等

の受取(注

5) 

92,176 

流 動 資

産「その

他」 

330

産業用安

全対策機

器ののれ

ん買取(注

6)  

80,000 ― ―

安全対策

機器の販

売(注7) 

8,440 ― ―

安全対策

機器の仕

入(注7) 

91,517 買掛金 21,996

関連会

社 
㈱SPC 

東京都

杉並区 
608,500 

塑性加工

事業等 
37.2％ ３名 ― 

その他経

費等の支

払(注7) 

779 未払金 154

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(注１)  当社が議決権の37.2％を所有しております。 

(注２)  当社が貸付を行ったものであります。なお、借入利息として総額967千円を受け取っております。 

(注３)  借入金及びリース契約について債務保証を行っているものであります。なお、保証料の受取及び担保の徴収は行ってお

りません。 

(注４)  直近取引価格により、売却しております。 

(注５)  事務所及び機械設備の賃貸を行っているものであります。 

(注６)  同社が主力の塑性加工事業に注力することとなったため、引き受けたものであります。 

(注７)  一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

(注８)  取引金額には、消費税等は含まれておりません。 
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 (ストック・オプション関係) 

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 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成12年11月27日 平成16年12月22日 平成18年2月15日 

付与対象者の区分及び人

数(名) 

当社取締役    2名 

当社従業員    2名 

当社子会社取締役 4名 

当社子会社監査役 1名 

当社子会社従業員 5名 

当社取締役    3名 

当社監査役    1名 

当社従業員    2名 

当社子会社取締役 1名 

当社子会社監査役 1名 

当社取締役    4名 

当社従業員    4名 

当社子会社取締役 1名 

株式の種類及び付与数

(数) 

普通株式 2,480株 普通株式 1,300株 普通株式 4,400株 

付与日 平成12年12月1日 平成17年1月17日 平成18年2月24日 

権利確定条件 付与日(平成12年12月1日)

以降、権利確定日(平成14

年12月1日～平成20年8月

31日)まで継続して勤務し

ていること。 

付与日(平成17年1月17日)

以降、権利確定日(平成18

年12月23日～平成23年12

月22日)まで継続して勤務

していること。 

付与日(平成18年2月24日)

以降、権利確定日(平成20

年2月17日～平成25年2月

16日)まで継続して勤務し

ていること。 

対象勤務期間 平成14年12月1日～平成20

年8月31日 

平成18年12月23日～平成

23年12月22日 

平成20年2月17日～平成25

年2月16日 

権利行使期間 平成14年12月１日から 

平成20年８月31日まで 

平成18年12月23日から 

平成23年12月22日まで 

平成20年２月17日から 

平成25年２月16日まで 

(注) 上記表に記載された株式数は、平成13年10月15日付株式分割(株式1株につき2株)及び平成14年8月20日付株式

分割(株式1株につき4株)による分割後の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 

①ストック・オプションの数                            (単位：株) 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成12年11月27日 平成16年12月22日 平成18年2月15日 

権利確定前 

 期首 ― 1,300 ―

 付与 ― ― 4,400

 失効 ― 10 200

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― 1,290 4,200

権利確定後 

 期首 2,376 ― ―

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 240 ― ―

 未行使残 2,136 ― ―

(注) 上記表に記載された株式数は、平成13年10月15日付株式分割(株式1株につき2株)及び平成14年8月20日付株式

分割(株式1株につき4株)による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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②単価情報                                   (単位：円) 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成12年11月27日 平成16年12月22日 平成18年2月15日 

権利行使価格 114,635 69,787 82,553

行使時平均株価 ― ― ―

付与時における公正な評価単価 ― ― ―

(注) 権利行使価格については、平成13年10月15日付株式分割(株式1株につき2株)及び平成14年8月20日付株式分割

(株式1株につき4株)の調整を行っており、また、平成17年7月13日付及び平成17年10月6日付の第三者割当増

資による調整後の1株当たりの価格を記載しております。 
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 (１株当たり情報) 
 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 22,713円14銭 35,229円89銭

１株当たり当期純利益 4,817円54銭 633円15銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 
希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 
509円94銭

 

(追加情報) 

 当連結会計年度から、改正後の「1株当

たり当期純利益に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 最終改正平成18年1月

31日 企業会計基準第2号)及び「1株当た

り当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終改正平

成18年1月31日 企業会計基準適用指針

第4号）を適用しております。 

 これによる影響はありません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり当期純資産額 

 前連結会計年度末 

平成17年６月30日 

当連結会計年度末 

平成18年６月30日 

貸借対照表の純資産の部の合計額 ― 2,236,434千円

普通株式に係る純資産額 ― 1,859,292千円

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株

当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式に係る事業年度末の純資産額との差

額の主な内訳 

 新株予約権 

 少数株主持分 

―

―

16,757千円

360,385千円

普通株式の発行済株式数 ― 52,776株

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数 ― 52,776株
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２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

連結損益計算書上の当期純利益 178,615千円 31,554千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 178,615千円 31,554千円

普通株式の期中平均株式数 37,076株 49,838株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられ

た当期純利益調整額の主要な内訳 

連結子会社の潜在株式にかかる当期純利益調整額 

 

 

―

 

 

△6,130千円

当期純利益金額調整額 ― △6,130千円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられ

た普通株式増加数の主要な内訳 

新株予約権 

 

 

―

 

 

19株

普通株式増加数 ― 19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

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

①新株引受権(ストック・オプシ

ョン) 

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 2,376株

②第1回新株予約権(ストック・

オプション) 

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 1,300株
 

①新株引受権(ストック・オプシ

ョン) 

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 2,136株

②第2回新株予約権(ストック・

オプション) 

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 4,200株
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(重要な後発事象) 
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18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。 

該当事項はありません。 

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】 

(1) 生産実績 

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になります。 

（単位：千円） 

事業の種類別セグメント 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

超精密計測センサ事業 267,086 366,642

光計測装置事業 136,875 138,982

電子機器事業 139,480 127,788

電子材料その他事業 ― 3,878

合計 543,442 637,291

(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) 受注状況 

当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりになります。 

（単位：千円） 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 事業の種類別セグメント 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

超精密計測センサ事業 503,345 23,790 869,798 90,890

光計測装置事業 265,451 34,643 342,001 57,570

電子機器事業 416,098 30,504 416,084 20,482

電子材料その他事業 699,571 23,834 1,312,989 45,897

投資育成事業 ― ― 217,350 ―

合計 1,884,466 112,772 3,158,224 214,840

(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 上記の金額は、製品と商品の合計金額となっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 

当連結会計年度の販売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になります。 

（単位：千円） 

事業の種類別セグメント 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

超精密計測センサ事業 587,243 802,698

光計測装置事業 326,538 319,074

電子機器事業 443,079 426,106

電子材料その他事業 718,112 1,290,926

投資育成事業 ― 217,350

合計 2,074,974 3,056,156

(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 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

（単位：千円） 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 相手先別 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

丸紅テレコム㈱ 207,603 10.0 64,576 2.1

 

 


