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親会社等の名称 株式会社フォトニクス （コード番号：7708 ） 親会社等における当社の議決権所有比率  27.3 ％ 
１． 平成 19 年６月中間期の業績（平成 18 年７月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 
(1)経営成績                  （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
19年６月中間期 
18年６月中間期 

287  42.8
201   ―

△16     ―
 △17   ―

△24     ―
△25   ―

18年６月期 601  212.2 59  728.9 51  711.5
 
 

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 
 百万円    ％       円    銭       円    銭
19年６月中間期 
18年６月中間期 

△12   ―
△25   ―

△398  75  
△811  78  

  ―       ― 
―       ―  

18年６月期    52   220.2   1,675    06   ―       ―  
 (注)①持分法投資損益 19 年６月中間期   －百万円 18 年６月中間期      －百万円  18 年６月期  －百万円 

    ②期中平均株式数 19 年６月中間期  31,240 株   18 年６月中間期      30,879 株 18 年６月期  31,058 株 

    ③会計処理の方法の変更   無 
   ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率ですが、18年６月中間期の    

売上高については、増減率が1000％を大きく超えるため、記載しておりません。19年６月中間期期及び18年６月中間期の営業利益、

経常利益、当期純利益については、19年６月中間期期及び18年６月中間期の数値がマイナスであるため、記載しておりません。 

⑤潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、当社株式が非上場であり、期末平均株価の算定が困難であるため、お

よび１株あたり中間純損失が計上されているため、記載しておりません。 

 (2)財政状態                （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円   銭
19年６月中間期 

18年６月中間期 

502 
302 

146
79

28.6 
26.1 

4,601  40
2,532  45

18年６月期 318 158 49.1 5,000    15
(注)① 期末発行済株式数 19 年６月中間期  31,240 株  18 年６月中間期   31,240 株  18 年６月期  31,240 株 

    ②期末自己株式数    19 年６月中間期    ―株 18 年６月中間期    ― 株 18 年６月期    ―株 

(3)キャッシュ･フローの状況         （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 

 
営業活動による         
キャッシュ･フロー 

投資活動による         
キャッシュ･フロー 

財務活動による         
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円
19年６月中間期 

18年６月中間期 

△5 
21 

△6
― 

228 
56 

287
143

18年６月期 △21  0 26    71
２．平成 19年６月期の業績予想（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 

 百万円 百万円 百万円

通 期 685  56 32 

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   993 円 69 銭 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期

末 
中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 

18 年 6 月期 ― 0 ― 0 ― 0 

19 年 6 月期（実績） ― 0 ― ― ―  

19 年 6 月期（予想） ― ― ― 0 ― 0 
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※ 上記の業績予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数

値とは異なる可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページをご参照ください。



１ 企業集団の状況 

（１）事業の概要 

当社は、液晶パネル検査装置の開発・製造・販売および医療機器、計測機器、産業機器の輸入・販売を行ってお

ります。 

当社の事業の内容は、次のとおりであります。 

 

①液晶機器事業 

当社では、液晶パネル製造メーカー向けの、液晶パネル検査装置の開発・製造・販売を行っています。デジタル

回路技術・信号処理技術・電極プロービング技術といった基礎技術を基に、ユーザーとの密接な連携の下で、検査

用パターン信号発生装置を中心に、セル 終検査装置（注）1、OLB 検査装置（注）2、ACF プリボンダー（注）3、

エージング装置（注）4などの、仕様の提案から設計・製造・納入まで短納期、低価格にて行っております。これ

を実現するため、回路設計・プリント基板パターン設計・検査工程は社内で行っており、万全の品質管理体制を敷

いております。 

液晶パネルメーカーは、熾烈な国際競争の結果、国内にて本格量産を行っているメーカーは数社に絞られてきて

おります。当社では、東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社を主要ユーザーとしております。 

(注)1 セル（絵を出せる状態の液晶）の良否判定を行う検査装置。 

(注)2 OLB（セルにタブ(液晶駆動 IC)を熱圧着した状態）の圧着の良否判定を行う検査装置。 

(注)3 セルに ACF(異方導伝性フィルム)を仮圧着する製造装置。 

(注)4 モジュール(液晶の出荷前の 終状態)をエージング（モジュールをある温度、湿度等を設定した環境に置

いて動作させる。）する際の出画システム。 

 

②医療機器事業 

当社では主に独シュトイテ社のフットスイッチを輸入し、医療機器メーカー、大手医療専門商社等に販売を行な

っております。 

独シュトイテ社は、数社の電気医療機器メーカーと共同研究を行い、顧客のニーズに合わせた一連の医療機器用

フットコントローラを開発しております。医療技術現場において、応用範囲が多様であり、様々なバリエーション

があります。主に X 線撮影、CT スキャン時のベッドの移動や、外科手術のレーザーのスイッチなどに用いられて

おります。 

その製品の特徴は、手術室において使用される診断装置、治療機器に求められる 高レベルの保護クラス（防塵

防水性）に達する技術を確立していること、多様な溶剤や高圧水で洗浄を行う過酷な手術現場での環境でも安全に

機能すること、治療行為に集中できるストレスを与えないデザインなどにあります。 

また、ケーブル接続の必要性がないワイヤレス・フットコントローラがあり、赤外線送信、あるいはプロトコル

に従った冗長信号送信による安全な無線送信を可能としております。 

 

③計測機器事業  

当社では塗料・塗装検査計測器の世界的メーカーである英エルコメーター社の電磁式・渦電流式膜厚計、塗膜付

着力試験機、クロスハッチカッター等数多くの測定器、試験機を主に販売しております。 

主力販売商品の電磁式膜厚計、渦電流式膜圧計はどちらも金属上に塗装されたペイント皮膜、メッキ膜の厚さを

管理する目的のものです。各種製商品の表面処理膜の管理はその製品の寿命を決定する大切な工程であり、製商品

の出荷時の品質管理になくてはならない検査機器といえます。 

 

④産業機器事業 

当社では、欧州の機械安全対策デバイスではトップメーカーである独シュメアザールグループの製品を輸入し、

工作機械メーカー、エレベータ業界および食品機械メーカー等に販売しております。 

独シュメアザールグループは、工作機械向けの安全ドアスイッチ（独シュメアザール社）や制御モジュール（独

エラン社）をはじめ、エレベータ用位置決めスイッチ、食品機械向け高防水性操作スイッチおよび一般工業用リミ

ットスイッチなど、人の安全に係るスイッチを長年製造し、全世界へ輸出しております。 
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（２）事業系統図 

当社事業の系統図は以下のとおりです。 

① 液晶機器事業 

 
 

        
 

②医療機器事業 

 

       

 

③計測機器事業 

 

     

④産業機器事業 
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２ 経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

  高品質・短納期を主題として、ユビキタス社会を支えるインフラの一翼を担う 高レベルの製品を提供する。 

  次の時代、未来（NEXT）を創造するチカラ、先陣を切って進んでいく（IN）チカラで、新しい架け橋となる。 

 

（２） 目標とする経営指標 

  当社は、事業の成長性に裏打ちされた企業価値の継続的な拡大を目指しており、その実現を 重要な経営課題 

としております。事業規模の拡大及び高収益体質を構築することにより企業価値の 大化に努めてまいる所存で

あります。 

 重要な経営指標としては売上高経常利益率、売上高成長率を重視し経営努力してまいる所存であります。 

 

（３） 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の配当政策に関する基本的な考え方は、投資家の皆様に満足をいただける利益配当を恒常的に行うことがで

きるよう、まずは磐石な財務体質を築くための内部留保を充実させるということであり、現在までは配当を実施し

ておりません。 

新規事業投資等に必要な内部留保は従来どおり行いつつ、昨今の世情を勘案し、今後は当期純利益を基準とした

配当性向を重視し利益配当による株主還元を検討していく所存であります。 

 

（４） 中長期的な会社の経営戦略 

  当社を取り巻く環境は、市場の拡大を見せており、主力業務である液晶機器事業は、増産が続く携帯電話を中心

とした中小型液晶ディスプレイ向け検査機器の製造を軸に、2008 年の北京オリンピックに向けた液晶テレビ向け検

査装置を拡販が見込まれております。従来よりの 優良顧客である東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社を中

心としての事業展開を進めていくだけでなく、中国における展開も視野に入れており、実質的に参入を果たしており

ます。 

  また、国内地上波デジタル放送の開始が 2011 年に開始されることは決定済みで液晶テレビの需要増加が見込まれ

るなか、当社は主要顧客３社を中心として成長を図ってまいります。 

  医療・計測・産業機器事業においては、輸入商品の販売であり納入先企業様において製品力の優位性を認識され

つつあることから将来的に更なる拡販の実施を図ってまいります。 

  このような状況のなかで、当社は以下の事項を課題として認識対処を行ってまいります。 

① 顧客ニーズの迅速な対応（製造部門の人員強化） 

② 営業力の強化 

③ コンプライアンス体制の整備 

④ 企業規模の拡大に伴う社内管理体制の強化 

 

（５）会社の対処すべき課題 

当社製商品の主力である液晶機器事業における液晶検査機器は、飛躍的に生産量が増大している携帯電話の他、

テレビ・パソコン等に用いられている液晶ディスプレイ製造工程において必要不可欠なパネル検査工程で使用され

ております。 

また、医療機器事業における主力販売商品であるフットコントローラ市場においては、今後、通信技術である 

Bluetoothを医療分野に応用した新たな商品が形成される兆候が見られ市場の拡大が見込まれております。 

計測機器事業、産業機器事業においても日本における市場拡大余地が大きな分野であります。 

上記のとおり、当社のおかれている事業環境において広がるビジネスチャンスを的確に捉え、「ユビキタス・ネ

ットワーク社会を創造するソリューション・カンパニー」としての地位を確固としたものとし、更なる事業展開を

推進していくため、今後の対処すべき課題として以下の項目を重要課題としております。 

 

①液晶機器事業 

（ア）人材の確保と育成 

当社は、「ユビキタス・ネットワーク社会を創造するソリューション・カンパニー」として成長するために、各

事業領域において、さらなる業容拡大を支える事業部門の後継技術者を育成し、かつ積極的に優秀な人材の採用を
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図ることを 重要課題として取り組んでいく方針です。 

（イ） 生産技術の向上 

当社が現在主力製品としている液晶検査装置マーケットは今後拡大が想定されているため、生産技術能力を向上

していく必要があります。また生産技術能力を向上させることで、メーカーとしてのノウハウ蓄積と、顧客ニーズ

である製品の短納期を可能とすることで信頼性を高め、収益基盤をより強固なものとするように図って参る方針で

す。 

（ウ） 新規顧客の獲得 

当社が現在主力製品としている液晶検査装置は、顧客の液晶ディスプレイ製造工程の 終工程を担っており、製

造工程に関する顧客ニーズを蓄積しております。こうした顧客ニーズに応える液晶ディスプレイ検査装置納入を継

続するとともに、新たな顧客の獲得など、業容の拡大を図って参る方針です。 

 

②医療・産業機器事業 

 （ア）液晶機器事業分野と同様、通信技術であるBluetoothを医療分野に応用し、医療・産業機器分野における「ユ

ビキタス・ネットワーク社会を創造するソリューション・カンパニー」として成長するために、各事業領域におい

て、さらなる業容拡大を支える事業部門の後継技術者を育成し、かつ積極的に優秀な人材の採用を図ることを 重

要課題として取り組んでいく方針です。 

 

（イ）新規顧客の獲得 

当社が現在主力商品としているフットコントローラの応用範囲は広く新たな顧客ニーズを掘り起こし、安全機器

においては防爆基準の各企業独自の基準の構築により新たな顧客の獲得など、業容の拡大を図って参る方針です。 

 

③管理部門 

管理部門についても、タイムリーディスクロージャーやコーポレート・ガバナンス強化の観点から優秀な人材の

確保を行って参ります。 

 

３ 経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

①当中間会計期間の概況（自 平成 18 年７月１日  至 平成 18 年 12 月 31 日） 

当中間会計期間の我が国経済は、夏場の景気が個人消費の低迷を主因として一時的に停滞したものの、米

国経済の回復や高度成長を続ける中国経済等を背景に輸出、設備投資が増加し、後半においては内需主導の

色彩を強め、好調に推移いたしました。 

     当中間会計期間における市場環境は、携帯電話や液晶テレビ、PC、ノート PC、携帯音楽プレイヤー、ゲ

ーム機などの需要が旺盛に推移し液晶ディスプレイメーカーの積極的投資を活発化させております。また、

2008 年の北京オリンピックに向けての投資拡大等、堅調に推移しております。 

こうした事業環境のもとで、当社は従来からの優良顧客への集中的な営業展開と新規分野の開拓により売

上を拡大してまいりました。 

この結果、当中間会計期間における売上高は 287,434 千円（前年同期比 42.8％増）、営業損失 16,509 千円

（前年同期 営業損失 17,941 千円）、経常損失 24,462 千円（前年同期 経常損失 25,054 千円）、中間純損失
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12,456 千円（前年同期 中間純損失 25,066 千円）となりました。利益ベースでは前中間期と同様、損失を計

上しておりますが、売上高の増加により、社名変更に伴う費用 2,819 千円（販売費及び一般管理費に計上）、

株式公開に伴う費用 7,697 千円（販売費及び一般管理費、営業外費用に計上）を吸収した上で、損失幅を縮

小することができました。 

当中間会計期間の事業別売上高でみると、液晶機器事業部が 141,058 千円（前年同期 104,894 千円）と前

年を上回り、従来からの優良顧客からの安定的な携帯電話向け小型液晶パネル検査装置の受注が大きく売上

に寄与しております。 

医療機器事業部は 50,514 千円（前年同期 39,367 千円）となりました。医療用フットスイッチの出荷は順

調に推移しており、「Ｂluetooth」を利用したフットスイッチのサンプル出荷も始まり、期待が高まります。 

計測機器事業部においては、22,486 千円（前年同期 21,043 千円）となりました。微増ではありますが底

堅い売上を引き続き堅持しております。 

産業機器事業部は 73,374 千円（前年同期 35,998 千円 平成 17 年 10 月より事業を開始いたしました。）

となっております。実質２年目であり工作機械向けの安全スイッチ等の販売は、新規顧客の獲得が継続的に

発生したため堅調に推移し業績拡大に寄与しております。 

なお、当社主力の液晶機器事業は季節的変動を有しております。液晶機器事業における取引先の大半は年

度末が３月末であることから、設備投資は例年年度末から新年度末に計画が為されることが多くなっており

ます。年度末が６月末である当社においては、それらの需要の取り込みは下半期となるため、売上・利益は

下半期に集中する収益構造となっております。 

 

   ②通期の見通し 

     当下半期におきましては、我が国経済は米国景気の減速等により景気回復力は序々に弱まっていくことが

見込まれますが、その影響は軽微であると予想されております。今後景気が後退局面入りする可能性は小さく、

引き続き緩やかな景気回復が見込まれるものと考えられます。このような状況において、海外液晶ディスプレ

イメーカーに設備投資が遅れる傾向が見られますが、当社は引き続き 優良顧客を中心として事業展開を進め

てまいります。また、医療機器事業における医療用フットスイッチの出荷は順調に推移しており、産業機器事

業における安全スイッチの拡販に注力し続けまいります。 

     通期の業績につきましては、売上高685,000千円（前期比 13.8％増）、経常利益56,786千円（前期比 11.0％

増）、当期純利益 32,907 千円（前期比 36.7％減 前期末において前期繰越損失を税務上控除したため当期の

見込みは減益となっております。）となる見込みであります。 

 

    ※上記見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものになり、将来の業

績を確約・保証するものではありません。実際の業績及び財政状態は、今後様々な要因によってこれらの見通

しと大きく異なる結果となる可能性があります。 

 

（２）財政状態 

①財政状態の分析 

（流動資産）    

当中間会計期間における流動資産の残高は、492,743 千円（前事業年度末は、316,371 千円）となり、176,372
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千円増加しました。これは現金及び預金の増加 216,000 千円、売上債権の減少 67,916 千円、たな卸資産の増加

20,526 千円が主な要因であります。 

（固定資産） 

当中間会計期間における固定資産の残高は、10,143 千円（前事業年度末は、2,085 千円）となり、8,058 千円増

加いたしました。これは有形固定資産の増加 205 千円、無形固定資産の減少 142 千円、投資その他の資産の増加

7,996 千円によるものであります。 

（流動負債） 

当中間会計期間における流動負債の残高は、353,262 千円（前事業年度末は、156,907 千円）となり、196,355

千円増加しました。これは買掛金の減少 33,864 千円、未払金の増加 1,981 千円、短期借入金の増加 230,000 千円

が主な要因であります。 

（固定負債） 

当中間会計期間における固定負債の残高は、3,171 千円（前事業年度末は、2,639 千円）となり、532 千円増加

しました。これは退職給付引当金の増加 532 千円によるものであります。 

（純資産） 

   当中間会計期間における純資産の残高は、146,452 千円（前事業年度末は 158,909 千円）となり、12,457 千円減

少しました。これは利益剰余金の減少が主な要因であります。 
 

  ②キャッシュ・フローの分析 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入債務の減少等の要因により営業

活動による支出 5,686 千円、投資活動による支出 6,791、財務活動による収入 228,477 千円となり、前事業年度と

比べ 215,999 千円増加し、当中間会計期間末には、287,116 千円（前年同期 143,855 千円）となりました。また、

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、△5,686 千円（前年同期は 21,758 千円）となりまし

た。これは主に、税引前当期中間純損失 23,024 千円に対し、売上債権の減少額 67,916 千円、たな卸資産の増加額

20,526 千円、仕入債務の減少額 33,864 千円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、6,791 千円の減少（前年同期は-千円）となりました。

これは、主に敷金の差し入れによる支出 6,400 千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、228,477 千円の増加（前年同期は 56,400 千円）とな

りました。これは主に、短期借入金の増加 230,000 千円によるものです。 

 

 

（３）事業等のリスク 

以下には、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており
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ます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要と考えられる

事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、当社はこれらのリ

スク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避および発生した場合の対応に努力する方針でありますが、本株

式に対する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容もあわせて、慎重に検討した上で行われる必要が

あります。 

なお、記載事項のうち将来に関する事項は、本資料提出日現在において当社が判断したものであります。 

①市場環境等に関する事項 

（ア）技術革新の対応について 

当社の液晶検査機器は液晶検査の 終工程における検査機器であり、今後液晶に代わるディスプレイ等が開発さ

れた場合、市場規模は縮小し、液晶製品の生産が中止される恐れがあります。 

当社販売の医療機器における製品基準等の変更により基準に適合しない場合、販売に影響があるものと考えられ

ます。また、新製品に対応した研究開発については、メーカーに依存しており、その対応が遅れるような場合には、

同業他社に優位性を奪われる危険性があります。 

当社の計測機器は、トレーサビリティが確保された校正証明書の発行が可能な製品ですが、技術革新により性能

と価格の優位性が失われた場合には、同業他社に優位性を奪われる危険性があります。 

当社の産業安全機器は、今後新たな規格（国際規格も含む）が制定された場合、あるいは日本における安全への

取り組みが大きく変化した場合、技術的な対応をメーカーに依存しており、その対応が遅れるような場合には、同

業他社に優位性を奪われる危険性があります。 

このように各種液晶技術製品及び医療・計測・産業技術商品は技術革新が速く、日進月歩で進化しており、また

基準規格等の変更などの対応の遅れによっては販売機会の損失など当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。 

（イ）法規制の適用の可能性について 

当社製品および商品に関して、特別な法規制は現在ありませんが、今後、強化され、各事業における競争力が低

下した場合には、当社の事業の推進に支障をきたし業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（ウ）市場動向の変動について 

当社の液晶機器事業は、デジタル家電や携帯電話、パソコンといった液晶ディスプレイを有する機器市場が牽

引役となっております。これらの業界は、情報化・ユビキタス社会への進展という流れに向けて、その基幹産業

部門として今後、しばらくは拡大基調を続けていくものと考えられますが、予想外の市場の収縮があった場合に

は、当社液晶機器事業の製品の売上が減少し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、平成 18 年 12 月に新聞等で報道されているとおり、国内液晶メーカー数社に対して国際カルテルの疑い

が浮上しており、日米韓と欧州連合の独禁法当局が国内液晶メーカー各社に対し、調査を開始しております。当

社の販売先も当該調査の対象とされております。本資料提出日現在において当該調査は終了しておらず、当事案

が当社の今後の業績に与える影響は不明ですが、万が一、当社の販売先である液晶メーカーに多額の課徴金が課

されるなどした場合には、販売先の設備投資計画が延期・縮小を余儀なくされ、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

仮に、今回の調査対象となっている販売先液晶メーカーの設備投資（新設及び更新）が一切行なわれなくなっ

た場合には、前事業年度の取引実績によれば約 385,774 千円の営業収益の減少が想定されます。 

なお、液晶事業部門におきましては、新規顧客開拓に努めており、主要販売先への売上高が全体の売上高に占
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める割合は年々低下傾向にあり、今後も引続き特定の取引先に依存しない経営体制作りを進めてまいります。 

当事案につきましては、引き続き今後の推移を注視し、調査の進展等を受けて当社の受ける影響について適時

開示を行なってまいります。 

   （エ）季節変動性について 

   当社取引先の設備投資について、例年年度末から新年度早々に計画が為されることが多く、3月末を年度末とす

る企業がその大半です。当社は年度末が 6月であることから、それら需要の取り込みが下半期となり、収益構造は

下半期に売上、利益が集中しております。下半期の取引が見込通り達成しない場合、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

第２期 
（自 平成16年７月１日
 至 平成17年６月30日）

第３期 
（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日）

 
第４期(中間期) 

(自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日）

 
決算年月 

上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 

売上高（千円） 4,136 188,691 192,827 201,304 400,670 601,974 287,434（42.7％増）

経常利益又は経常損失(△)

（千円） 
△5,252 11,555 6,303 △25,054 76,200 51,146 △24,462（592 千円減）

（注）1 第２期及び第３期の半期ごとの数値については、優成監査法人の監査を受けておりません。 

   2 第４期の売上高の比率は前年同期比、経常損失は前年同期よりの改善額を示しております。 

 

   ②特定の事業分野等への依存について 

  （ア）液晶機器事業への依存について 

   当社の売上高に占める液晶機器事業の割合は、前事業年度においては 64.08%（当中間会計期間 49.07％）となっ

ております。 

また、液晶業界の伸びとともに、液晶ディスプレイ新規工場建設または新ライン増設などにより、当社液晶機器

事業に係る受注も継続して増加すると思われます。また、新規納入したラインの製品の設計変更があった場合にも、

当社液晶機器事業での個別対応による売上も継続する見込みで、第 4期事業年度（下半期）において、さらに当社

の売上高に占める液晶機器事業の割合が増えることは確実であり売上の大きな部分を占めております。 

従って、液晶機器事業が何らかの事情により継続が困難な状況に陥った場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

（イ）特定の取引先への依存について  

現在、当社の売上高の内、東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社（TMD）を主要な取引先としており、取

引先が保有する事業設備及び顧客情報などの重要な財産を取り扱って事業を運営しております。今後、東芝松下デ

ィスプレイテクノロジー株式会社の技術革新等により投資構造が大きく変化した場合や不測の事態により安全品

質管理及び情報管理に不備を発生させた場合には、当社との取引額に影響を与える可能性があります。当社として

は安全管理及び情報管理に対する重要性を十分認識し各種マネジメントシステムの確実な実行や社内の管理体制

の徹底指導などを整備し管理強化に取り組んでおります。 

また、新規顧客の開拓に努め取引先を増加させていくことにより、より安定的に経営を進める所存ではあります

が、急激な取引増加は製造部門において対応が困難なため徐々に進めてまいります。 

当社の医療機器事業、計測機器事業および産業機器事業は、その製品のほとんどを海外からの輸入に依存してお
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ります。 

輸入先はドイツ、イギリスと政治的、経済的に安定しております。今後これらの国々が政治的、経済的に不安定

となり、輸入が困難となった場合には、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

（ウ）製品の海外市場への依存について 

  当社は、現時点では、液晶機器事業における直接的な海外市場への事業展開は考えておりませんが、北京オリン

ピックを控えた巨大市場である中国など東南アジア地域でのビジネス展開を視野に入れた国内液晶ディスプレイ

メーカーの海外生産シフトの影響で、国内メーカーや商社への販売を通じた当社の液晶検査装置の納入先も、海外、

特に中国を中心とした東南アジアでの納入が顕著になっております。したがって、機器納入先である海外において、

政治的、経済的に不安定な状態となり、液晶ディスプレイメーカーが撤退するような場合、当社の事業に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

③財政状態及び経営成績の変動について 

（ア）社歴が浅いことについて 

当社は、平成 15 年 10 月に設立され、現在設立後４年目という社歴の浅い会社であります。また、第 1期事業年

度においては、実質的に営業内容が現在と異なりかつ９ヶ月決算でもありました。そのため、十分な期間にわたる

財務数値が得られないなど、過年度の財務状態及び経営成績では期間業績比較を行うための十分な財務資料が得ら

れておりません。今後の事業展開につきましても、過年度の経営成績だけでは当社の売上高、利益などの成長性を

判断するには十分とはいえないと考えております。 

なお 近 3年間の経営成績は以下のとおりです。 

回次 第1期 第2期 第3期 
決算年月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年6月 

売上高 (千円) 572 192,827 601,974
経常利益又は経常損失（△） (千円) △43,123 6,303 51,146

当期純利益又は当期純損失（△) (千円) △43,170 16,248 52,023

資本金 (千円) 10,000 38,000 44,200

純資産額 (千円) △33,170 91,780 158,909

総資産額 (千円) 1,917 185,760 318,456

１株当たり純資産額 (円) △33,170.04 2,976.02 5,000.15
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） (円) △43,170.04 1,222.69 1,675.06

（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

設立第 1期事業年度は、米国ｄBｍ社製品（光測定器等）の販売および中国におけるビジネス展開を探る目的で

開始されましたが、十分な成果を得ることができず 572 千円の売上で推移し、事業再編を行いました。 

第 2期事業年度は、平成 16 年 12 月より医療機器事業を開始し、平成 17 年２月より㈱WAVE と合併し液晶機器事

業を開始し、192,827 千円の売上を計上いたしました。特に液晶機器事業は売上利益に貢献し経常利益は 6,303 千

円、当期純利益は 16,248 千円となりました。また、第三者割当増資を行い、債務超過を解消いたしました。  

第 3期事業年度は、液晶機器事業が順調に推移し新規取引先の増加もあり売上高は、385,774 千円を計上いたし

ました。平成 17 年 10 月より産業機器事業を開始し、売上高 94,033 千円を計上、医療・計測事業とともに新たな

柱として貢献しております。 

  （イ）財政状態の変動について 

   当社は第１期事業年度において創業赤字として、43,170千円の当期純損失を計上し、その結果33,170千円の債務

 超過となりました。 

   当社は第２期事業年度において、積極的に液晶機器事業・医療機器事業等の新規事業の立ち上げてまいりました。
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また、平成16年12月１日および平成17年６月30日に第三者割当増資を行い、平成17年２月１日には㈱WAVEとの合

併により財務体質の改善に努め債務超過を解消いたしましたが、累積損失26,921千円が残っております。 

第３期事業年度においては、液晶機器事業の売上高が大きく貢献するとともに医療・産業機器事業も順調に伸

びた結果、経常利益は51,146千円を計上し累積損失を解消しておりますが、今後の経済状態や製造部門の遅れ・

取引先の都合により納品体制に支障が発生するような可能性があり、次年度以降も同様の成長を継続できる保証

はありません。 

  （ウ）新規参入の可能性について 

   当社医療機器事業での主力商品であるフットスイッチは、認定基準の厳しい欧州での認定を受けておりますが、

今後国内メーカーが新規参入する可能性があります。医療分野においては、今後も設備投資が継続的に行われるも

のと思われますが、技術的には開発も可能であり参入障壁は低いものと考えられます。また、当社輸入元企業が今

後日本に進出する可能性も否定できません。このような場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社

計測機器事業および産業機器事業における商品についても、同様の新規参入により業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

（エ）部材調達における環境規制について 

近年、産業界の環境問題に対する関心の高まりから、使用部品や製品構成機器の環境保全対応の要求が多くなり、

RoHS（ロス）指令を始めとした環境規制が高まってきております。当社は、早急に環境規制に対応するべく、代替

部材の調達、代替が困難な部品については、設計を変更する等の措置を講じておりますが、代替部材が手当てでき

る前に、現在、使用している部材が生産中止になる可能性や、代替部材による生産原価アップの可能性があります。

このような場合、製品の生産ができなかったり、コスト高になり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④組織及び役員に関する事項 

（ア）小規模な経営組織であることについて 

当社は本資料提出日現在取締役４名、監査役３名、従業員 14 名と規模が小さく、そのため内部管理体制もこの

ような組織規模に応じた簡易なものとなっております。当社は、今後事業の拡大及び社内管理システム拡充などの

観点から、人員の増強、内部管理体制の強化を図る予定です。しかしながら、人材などの確保が予定通り進まなか

った場合、あるいは、既存の人材が社外流出、病気等における長期休暇が生じた場合には、当社の経営活動に支障

が生じ、当社の業績に影響を及ぼす恐れがあります。 

（イ）特定の経営者への依存について 

当社は企業規模が小さく、業務上、少人数の経営陣に依存しております。これらの経営陣がその任務を継続的に

遂行することも当社の成長要因の一部を構成しております。特に当社の事業は、代表取締役社長兼 CEO 那須 郁雄、

ならびに代表取締役兼 CTO 高橋 進の経営能力、技術力、営業力、人的ネットワーク等に依存する点も大きく、今

後、会社組織を整備し優秀な人材を採用及び育成していく予定ではございますが、組織的経営が軌道に乗る前に役

員が退任等の理由により経営から退いた場合、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤当社と株式会社フォトニクス（親会社等）との関係について 

   株式会社フォトニクスは、保有する株式を平成 18 年９月 15 日に 2,500 株（株式会社ジャフコ、株式会社トラン

スサイエンスの管理する投資事業組合）平成 18 年９月 20 日に 1,000 株（朝日生命キャピタル株式会社の管理する

投資事業組合）平成 18 年９月 28 日に 3,625 株（株式会社 FE インベストの管理する投資事業組合の他 5 名）平成
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18 年 10 月４日 1,000 株（MS 投資事業組合３号）に売却したことに伴い、議決権の所有割合が 27.64％（平成 19

年２月 14 日当社現在株式上場時点においては 23.8％）に低下しております。その結果、株式会社フォトニクスは

親会社からその他の関係会社になっております。今後の株式移動については、株式会社フォトニクスは株式の売却

を進めることによりキャピタルゲインを得る可能性はあります。その場合売却される株式数によっては株主構成が

大幅に変動し、当社の事業運営に大きな影響を与える可能性があります。 

   

   ⑥新株予約権について 

   当社は、平成 17 年６月 15 日開催の取締役会決議（平成 13 年改正旧商法第 280 条ノ 20 に基づく）に基づき新株

予約権を当社及び関係会社の取締役、監査役及び従業員並びに外部パートナーに付与しております。 

   平成 19 年２月 27 日現在、これらの新株予約権による潜在株式数は 5,410 株であり、発行済株式総数 36,240 株

14.9％に相当しております。 

これらの新株予約権の行使により発行された新株は、将来的に当社株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響

をもたらし、当社株価形成へ影響する可能性があります。 

 

⑦当社株式の移動について 

  当社の大株主である株式会社フォトニクスは、平成 18 年９月 15 日に当社の株式 2,000 株を株式会社ジャフコ

の管理する投資事業組合、500 株を株式会社トランスサイエンスの管理する投資事業組合へそれぞれ譲渡価額

40,000 円で譲渡しております。また、平成 18 年９月 20 日にも 1,000 株を朝日生命キャピタル株式会社の管理す

る投資事業組合、平成 18 年９月 28 日に 3,625 株を株式会社 FE インベストの管理する投資事業組合の他 5 名へ、

平成 18 年 10 月４日 1,000 株を MS 投資事業組合３号へ、それぞれ譲渡価額 40,000 円で譲渡しており、これらは

当社株式への投資判断を行ううえで、制約条件になる可能性があります。 

 

（４） その他、会社の経営上重要な事項 

 経営上の重要な契約 

  当社は以下の各取引先と販売代理店契約を新たに締結しております。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

K.A.SCHMERSAL GMBH&Co.（独シュ

メアザール 

グループ) 

ドイツ 
独シュメアザールグループの取扱

製品 
販売代理店契約

平成18年７月４日より 

当事者いずれかよりの 

申し出がない限り期限なし

Elcometer Instruments 

Limited 

（英エルコメーター社） 

 

英国 

 

英エルコメーター社の塗装 

関連検査装置 
販売代理店契約

平成18年11月１日より 

当事者いずれかよりの 

申し出がない限り期限なし

Steute Schaltgerate Gmbh&Co.KG

(独シュトイテ社) 
ドイツ 

独シュトイテ社の医療 

関係機器用製品 
販売代理店契約

平成18年12月７日より 

当事者いずれかよりの 

申し出がない限り期限なし

(注) 契約期間につきましては、いずれも事前の契約解除通告がない限り継続するものとなっております。 

 

 

 12



４ 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   143,855 287,116  71,116

２ 受取手形 ※3  17,859 44,552  33,286

３ 売掛金   47,419 68,541  147,723

４ たな卸資産   87,401 79,352  58,826

５ その他 ※2  4,650 13,180  6,856

６ 貸倒引当金   △322 －  △1,438

流動資産合計   300,864 99.4 492,743 98.0  316,371 99.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

 （1）機械及び装置   15 15  15

 （2）工具、器具及び 
備品 

  864 792  587

 有形固定資産合計   879 0.3 807 0.2  602 0.2

２ 無形固定資産    

 （1）ソフトウェア   950 666  808

 （2）その他   24 24  24

無形固定資産合計   974 0.3 690 0.1  832 0.3

３ 投資その他の資産    

 （1）保証金   － 6,400  －

 （2）繰延税金資産   － 1,290  649

（3）その他   － 954  －

投資その他の資産合計   － － 8,645 1.7  649 0.2

固定資産合計   1,854 0.6 10,143 2.0  2,085 0.7

資産合計   302,718 100.0 502,886 100.0  318,456 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   92,991 32,404  66,268

２ 短期借入金   100,000 300,000  70,000

３ 未払金   25,422 18,918  16,937

４ その他   3,816 1,939  3,701

流動負債合計   222,231 73.4 353,262 70.3  156,907 49.3

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給与引当金   1,374 3,171  2,639

固定負債合計   1,374 0.5 3,171 0.6  2,639 0.8

負債合計   223,605 73.9 356,433 70.9  159,546 50.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   44,200 14.6 －  －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   86,902 －  －

資本剰余金合計   86,902 28.7 －  －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間未処理損失   51,988 －  －

利益剰余金合計   △51,988 △17.2 －  －

資本合計   79,113 26.1 －  －

負債及び資本合計   302,718 100.0 －  －
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前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   － 44,200 8.8  44,200 13.9

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金   － 86,902  86,902

資本剰余金合計   － 86,902 17.3  86,902 27.3

３ 利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   － 12,645  25,102

利益剰余金合計   － 12,645 2.5  25,102 7.9

株主資本合計   － 143,747 28.6  156,204 49.1

Ⅱ 新株予約権   － 2,705 0.5  2,705 0.8

純資産合計   － 146,452 29.1  158,909 49.9

負債純資産合計   － 502,886 100.0  318,456 100.0
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(2) 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   201,304 100.0 287,434 100.0  601,974 100.0

Ⅱ 売上原価   143,881 71.5 204,925 71.3  379,511 63.0

売上総利益   57,423 28.5 82,508 28.7  222,462 37.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   75,365 37.4 99,018 34.4  163,171 27.1

営業利益又は営業 
損失（△） 

  △17,941 △8.9 △16,509 △5.7  59,290 9.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  1,381 0.6 1,324 0.4  2,760 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  8,494 4.2 9,278 3.2  10,904 1.8

経常利益又は経常 
損失（△） 

  △25,054 △12.5 △24,462 △8.5  51,146 8.5

Ⅵ 特別利益 ※3  132 0.1 1,438 0.5  －

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前 
中間純損失（△） 

  △24,921 △12.4 △23,024 △8.0  51,146 8.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 145 146 290 

法人税等調整額  － 145 0.1 △10,714 △10,567 △3.7 △1,167 △877 △0.1

中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△）

  △25,066 △12.5 △12,456 △4.3  52,023 8.6

前期繰越損失   26,921  

中間(当期)未処理 
損失 

  △51,988  
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(3) 中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間(自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金

株主資本合計
新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日残高(千円) 44,200 86,902 25,102 156,204 2,705 158,909

中間会計期間中の変動額   

 中間純損失  △12,456 △12,456  △12,456

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

  

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 △12,456 △12,456  △12,456

平成18年12月31日残高(千円) 44,200 86,902 12,645 143,747 2,705 146,452

 
前事業年度(自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金

株主資本合計
新株予約権 純資産合計

平成17年６月30日残高(千円) 38,000 80,702 △26,921 91,780 2,725 94,505

事業年度中の変動額   

 新株の発行 6,200 6,200 12,400  12,400

 当期純利益  52,023 52,023  52,023

 株主資本以外の項目の 
 当期変動額(純額) 

 △20 △20

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

6,200 6,200 52,023 64,423 △20 64,403

平成18年６月30日残高(千円) 44,200 86,902 25,102 156,204 2,705 158,909
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 税引前中間(当期)純利益  △24,921 △23,024 51,146

２ 減価償却費  237 186 475

３ ソフトウェア償却額  142 142 284

４ 貸倒引当金の増減額 
（△は減少） 

 △132 △1,438 982

５ 退職給与引当金の増加額  112 531 1,377

６ 受取利息  △0 △9 △0

７ 支払利息  1,182 2,438 2,672

８ 新株発行費  999 － 999

９ 株式公開費用  5,670 5,722 5,670

10 売上債権の増減額 
（△は増加） 

 16,828 67,916 △98,902

11 たな卸資産の増加額  △53,327 △20,526 △24,752

12 仕入債務の増減額 
（△は減少） 

 75,104 △33,864 48,381

13 未払金の増減額（△は減少）  4,992 1,981 △3,493

14 未収消費税等の増加額  △3,535 △330 －

15 未払消費税等の増減額 
（△は減少） 

 △1,165 △2,757 1,309

16 その他  1,029 277 △4,064

小計  23,216 △2,753 △17,912

17 利息受取額  0 9 0

18 利息の支払額  △1,167 △2,794 △2,672

19 法人税等の支払額  △290 △146 △435

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 21,758 △5,686 △21,019

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 有形固定資産の取得による 
支出 

 － △391 －

２ 有形固定資産の売却による 
収入 

 － － 39

３ 敷金保証金の差入による 
支出 

 － △6,400 －

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 － △6,791 39

 

 18



 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 短期借入金の純増加額  45,000 230,000 15,000

２ 株式の発行による収入  11,400 － 11,400

３ 株式公開にかかる支出  － △1,522 －

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 56,400 228,477 26,400

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  78,159 215,999 5,420

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 65,695 71,116 65,695

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 143,855 287,116 71,116
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
項目 

 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日)

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

１ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

（1）商品、製品、原材料 

総平均法による原価法

（2）仕掛品 

個別法による原価法 

 

（1）商品、製品、原材料

同左 

（2）仕掛品 

同左 

（1）商品、製品、原材料

同左 

（2）仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

（1）有形固定資産 

定率法 

（主な耐用年数） 

工 具 器 具 及 び 備 品

2～6年 

（2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法を

採用しております。 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

  

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

  

３ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支払時に全額費用とし

て処理しております。 

新株発行費 

同左 

新株発行費 

同左 

４ 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。 

（2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当社退職金規

程に基づく期末自己都合

退職金要支給額を計上し

ております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

同左 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

同左 

５ キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヵ月以内

に満期日の到来する流動

性の高い、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

スクしか負わない短期的

な投資であります。 

同左 同左 
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項目 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日)

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

６ 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

方法によっております。 

同左 同左 

７ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 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 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から、「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

計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 

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。 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から、「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

準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 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。 

― 

 

 

― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当事業年度から、「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 156,204 千円であり

ます。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

― 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い) 

 当中間会計期間より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号）を適

用しております。 

 これによる当中間会計期間の財務

諸表への損益に与える影響はありま

せん。 

 

― 
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 中間財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
前中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

7,130千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

6,630千円

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額     

6,621千円

※２ 消費税の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２ 消費税の取扱い 

同左 
― 

 

※３ 中間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をして

おります。 

   なお、当中間会計期間末日満

期手形が、中間会計期末残高に

ふくまれております。 

     受取手形  853千円 

 

※３ 中間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をして

おります。 

   なお、当中間会計期間末日満

期手形が、中間会計期末残高に

ふくまれております。 

   受取手形 2,018千円

 

― 

 

 
(中間損益計算書関係) 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取手数料  1,320千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

    仕入割引   1,078千円 

    受取手数料   220千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取手数料  2,640千円 

     

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息   1,182千円 

    株式公開費用 5,670千円 

    新株発行費償却 999千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息   2,438千円 

    株式公開費用 5,450千円 

     

※２ 営業外費用の主要項目 

    支払利息   2,672千円 

    株式公開費用 5,670千円 

    新株発行費償却 999千円 

※３ 特別利益の主要項目 

    貸倒引当金  

    戻入益     132千円 

※３ 特別利益の主要項目 

    貸倒引当金  

    戻入益    1,438千円 

― 

 ４ 当社の売上高は、 終ユーザ

ーの設備投資等の状況により、

事業年度の上半期に発生する売

上高に比し、下半期に発生する

売上高が著しく増加する傾向に

あります。 

同左 

― 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  237千円 

    無形固定資産  142千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  186千円 

    無形固定資産  142千円 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産  475千円 

    無形固定資産  285千円 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 
当中間会計期間(自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

１ 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 31,240 － － 31,240
 
 

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

  
 

３ 新株予約権等に関する事項 
目的となる株式の数(株) 

新株予約権の内訳 
目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当中間 
会計期間末 

当中間会計
期間末残高
（千円）

平成17年６月15日取締役会決議に
よる新株予約権 

普通株式 5,410 ― ― 5,410 2,705

合計 5,410 ― ― 5,410 2,705

(注) 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。 
 
４ 配当に関する事項 
    配当は実施しておりません。 
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

 

現金及び預金     143,855千円

現金及び現金同等物  143,855千円 

 

現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

 

現金及び預金     287,116千円

現金及び現金同等物 287,116千円 

 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

 

現金及び預金     71,116千円

現金及び現金同等物  71,116千円

 
 

 
(リース取引関係) 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
 

 
(有価証券関係) 
前中間会計期間末（平成17年12月31日現在） 

   保有している有価証券がないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在） 

   保有している有価証券がないため、該当事項はありません。 

前事業年度末（平成18年６月30日現在） 

   保有している有価証券がないため、該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 
前中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

   デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

   デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法投資損益等) 
前中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

   関連会社がないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

   関連会社がないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 関連会社がないため、該当事項はありません。 
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(ストック・オプション等) 
当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

   当中間会計期間において付与しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

前事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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 2,532円45銭

 

１株当たり純資産額 4,601円40銭

 

１株当たり純資産額 5,000円15銭

 

１株当たり中間純損失 811円78銭

 

１株当たり中間純損失 398円75銭

 

１株当たり当期純利益 1,675円06銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株予約権
の残高がありますが、当社株式が非
上場であり、期末平均株価の算定が
困難であるため、および１株あたり
中間純損失が計上されているため、
記載しておりません。 

     同左 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、新株予約権の
残高がありますが、当社株式は非上
場であり、期末平均株価把握できな
いため記載しておりません。 

    

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円） 
79,113 146,452 158,909

普通株式に係る純資産額（千円） 79,113 143,747 156,204

貸借対照表の純資産の部の合計額

と１株当たり純資産の算定に用い

られた普通株式に係る中間会計期

間の純資産の額との差額の主な内

訳（千円） 

   新株予約権 
― 2,705 2,705

普通株式の発行済株式数（株） 31,240 31,240 31,240

普通株式の自己株式数（株） ― ― ― 

1株あたり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数（株） 
31,240 31,240 31,240
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２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

前事業年度 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

損益計算書上の当期純利益（千円） △25,066 △12,456 52,023

普通株式に係る当期純利益（千円） △25,066 △12,456 52,023

普通株式に属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 30,879 31,240 31,058

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 

新株予約権１種類（新株

予約権の数5,450個） 

新株予約権１種類（新株

予約権の数5,410個） 

新株予約権１種類（新株

予約権の数5,410個） 
 
 

(重要な後発事象) 
 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（販売許諾契約の締結について） 
 当社は、株式会社フォトニクスと
の間に株式会社フォトニクスが所有
する独シュメアザールグループの取
扱製品の販売に関する権利に関し、
以下のとおり販売許諾契約を平成17
年10月１日に締結し、独シュメアザ
ールグループの取扱製品の販売を開
始いたしました。 
相手方の名称 株式会社フォトニクス 

契約品目 独ｼｭﾒｱｻﾞｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟの

取扱製品 

契約内容 販売の権利 

契約期間 自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 
 

（新株の発行） 
平成19年１月15日及び平成19年１月
24日並びに平成19年２月１日開催の
取締役会において、下記のとおり新
株式の発行（ブックビルディング方
式）の決議を行いました。 
当該新株発行の内容は下記のとおり
であります。 
 
有償一般募集による新株式発行の払
い込みを平成19年２月13日に完了い
たしました。 
 
発行新株式数 普通株式   

5,000株

（新株予約権の発行） 
 ①平成18年９月28日開催の第３回
定時株主総会において、当社取締役に
対してストックオプションとして新
株予約権を発行することを決議して
おります。 
 ②平成18年９月28日開催の第３回
定時株主総会において、当社従業員に
対してストックオプションとして募
集新株予約権を発行することを決議
しております。 
 

（注）1 対価として一定のロイヤル
ティを支払っております。 

   ２ 契約期間につきましては、
株式会社フォトニクス及び
当社いずれかの事前の契約
解除予告通告がない限り、
１年毎に自動更新するもの
となっております。 

発行価格   １株につき 
35,000円 

引受価額   １株につき 
31,850円 

発行価額   １株につき 
24,650円 

発行価額の総額 
123,250,000円 

資本組入額  １株につき 
15,925円 

 

 

資本組入額の総額 
79,625,000円 

資金使途   設備資金、借入金の
返済及び運転資金に
充当する予定であり
ます。 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

比較増減 
 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比（％）

液晶機器事業 89,432 80,124 △9,308 △10.4

医療機器事業 ― ― ― ― 
計測機器事業 ― ― ― ― 
産業機器事業 ― ― ― ― 
合計 89,432 80,124 △9,308 △10.4

 (注)１ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注実績 

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

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

比較増減 
 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

液晶機器事業 117,720 12,826 139,274 3,404 21,554 △9,422

医療機器事業 39,494 5,434 57,193 16,616 17,699 11,182

計測機器事業 21,656 613 23,059 780 1,403 167

産業機器事業 38,139 2,141 74,185 4,888 36,046 2,747

合計 217,011 21,014 293,713 25,689 76,702 4,675

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ 産業機器事業は、平成 17 年 10 月より事業を開始しております。 
 

 (3) 販売実績 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

比較増減 
 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比（％）

液晶機器事業 104,894 141,058 36,164 34.5

医療機器事業 39,367 50,514 11,146 28.3

計測機器事業 21,043 22,486 1,442 6.9

産業機器事業 35,998 73,374 37,375 103.8

合計 201,304 287,434 86,129 42.8

(注) 産業機器事業は、平成17年10月より事業を開始しております。 

     
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 相手先 

売上高（千円) 割合（％) 売上高（千円) 割合（％) 

東芝松下ディスプレイテクノロジー 

株式会社 
79,566 39.5 71,323 24.8 

竹田商事株式会社 13,524 6.7 18,744 6.5 

株式会社アズマ 11,072 5.5 33,632 11.7 

青森オリンパス株式会社 10,263 5.1 9,166 3.2 

オリンパスメディカルシステム株式会社 9,354 4.6 350 0.1 
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前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 相手先 

売上高（千円) 割合（％) 売上高（千円) 割合（％) 

東芝テリー株式会社 5,506 2.7 21,588 7.5 

ユニダックス株式会社 5,383 2.7 15,597 5.4 

（注） 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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