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１． 18 年 12 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て表示しております。        

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

341    ( 120.3) 

154    ( 230.1) 

百万円   ％

72 （ 230.5）

21    （―）

百万円   ％

63 （371.3）

13   （―）

18年 6月期 277    ( 187.4) △ 56     （―） △ 101   （―）
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

 

 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

△27   （―）

83   （―）

円   銭

△528   10 

1,772     09 

18年 6月期 △40   （―） △802      79  

(注)①期中平均株式数 18年12月中間期52,776株 17年12月中間期46,947株  18年6月期49,838株 

②会計処理の方法の変更  無 

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

 

(2) 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12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

   1,842    

2,099      

百万円

1,823     

1,976    

％

98.9  

94.1  

円   銭

34,548  37 

37,457  32 

18年 6月期      1,868      1,851     99.1  35,080    51  

(注)①期末発行済株式数 18年12月中間期52,776株 17年12月中間期52,776株 18年6月期52,776株 

②期末自己株式数  18年12月中間期   ―株   17年12月中間期   ―株   18年6月期   ―株 

 
 
２．19 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 460 60 50

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 947 円 40 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 12 月期 ― ― ― ― ― ― 
18 年 6 月期（実績） ― ― ― ― ― ― 
19 年 6 月期（予想） ― ― ― ― ― ― 

 
 ※ 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。 



１．【中間財務諸表等】 
(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
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 ※2 962,803 478,376 861,279 

２ 売掛金  69,100 82,652 183,350 

３ 短期貸付金  280,590 737,092 60,091 

４ 未収入金  130,436 188,966 174,949 

５ その他 ※4 19,701 11,998 15,486 

貸倒引当金  △5,480 △257,911 △121,943 

流動資産合計  1,457,152 69.4 1,241,175 67.4 1,173,213 62.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1,2  

(1) 建物  16,125 12,724 13,697 

(2) その他  1,892 1,297 1,475 

有形固定資産合計  18,017 0.9 14,022 0.7 15,173 0.8

２ 無形固定資産   

(1) 営業権  129,266 ― ― 

(2) のれん  ― ― 108,057 

(3) その他  1,226 1,391 942 

無形固定資産合計  130,492 6.2 1,391 0.1 108,999 5.8

３ 投資その他の資産 ※2  

(1) 関係会社株式  20,000 30,000 30,000 

(2) 投資育成関係会社 
有価証券 

 434,319 541,764 525,977 

(3) 長期前払費用  685 510 598 

(4) その他  51,835 26,828 27,284 

貸倒引当金  △12,983 △12,982 △12,982 

投資その他の資産合計  493,857 23.5 586,120 31.8 570,877 30.6

固定資産合計  642,367 30.6 601,534 32.6 695,051 37.2

資産合計  2,099,520 100.0 1,842,709 100.0 1,868,264 100.0

   



  

  
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) 

前事業年度の 
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 短期借入金 ※2 89,500 ― ― 

２ 未払金 ※2 22,823 8,537 8,076 

３ その他 ※2 9,168 8,911 6,698 

流動負債合計  121,491 5.8 17,449 0.9 14,775 0.8

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  804 988 985 

２ その他 ※2 377 948 1,094 

固定負債合計  1,181 0.0 1,936 0.1 2,080 0.1

負債合計  122,672 5.8 19,385 1.0 16,855 0.9

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  1,221,352 58.2 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  1,310,852 ― ― 

   資本剰余金合計  1,310,852 62.4 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  1,000 ― ― 

２ 任意積立金  100,000 ― ― 

３ 中間未処理損失  660,187 ― ― 

利益剰余金合計  △559,187 △26.6 ― ― ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  3,830 0.2 ― ― ― ―

資本合計  1,976,847 94.2 ― ― ― ―

負債資本合計  2,099,520 100.0 ― ― ― ―

 



 

  
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) 

前事業年度の 
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  ― ― 1,221,352 66.3 1,221,352 65.4

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金  ― 1,310,852 1,310,852 

   資本剰余金合計  ― ― 1,310,852 71.1 1,310,852 70.1

 ３ 利益剰余金   

  (1) 利益準備金  ― 1,000 1,000 

  (2) その他利益剰余金   

    別途積立金  ― 100,000 100,000 

    繰越利益剰余金  ― △811,262 △783,391 

   利益剰余金合計  ― ― △710,262 △38.5 △682,391 △36.5

   株主資本合計  ― ― 1,821,942 98.9 1,849,813 99.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

 ― ― 1,381 1,595 

   評価・換算差額等合計  ― ― 1,381 0.1 1,595 0.1

Ⅲ 新株予約権  ― ― ― ― ― ―

   純資産合計  ― ― 1,823,324 99.0 1,851,409 99.1

   負債純資産合計  ― ― 1,842,709 100.0 1,868,264 100.0

   

 



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)

前事業年度の 
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 ※1  154,885 100.0 341,141 100.0  277,137 100.0

Ⅱ 売上原価 ※2  16,797 10.8 162,063 47.5  151,706 54.7

売上総利益   138,087 89.2 179,077 52.5  125,430 45.3

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  116,167 75.0 106,619 31.3  182,127 65.7

営業利益又は 
営業損失(△) 

  21,920 14.2 72,457 21.2  △56,696 △20.4

Ⅳ 営業外収益 ※3  48,688 31.4 9,209 2.7  16,965 6.1

Ⅴ 営業外費用 ※4  57,174 36.9 18,346 5.4  61,395 22.2

経常利益又は 
経常損失(△) 

  13,434 8.7 63,321 18.6  △101,126 △36.5

Ⅵ 特別利益 ※5  72,554 46.8 1,996 0.6  73,803 26.6

Ⅶ 特別損失 ※6  2,114 1.4 92,714 27.2  11,610 4.1

税引前中間純利
益又は税引前中
間(当期)純損失
(△) 

  83,874 54.1 △27,395 △8.0  △38,933 △14.0

法人税、住民税及
び事業税 

 679 475 1,075  

法人税等調整額  ― 679 0.4 ― 475 0.1 ― 1,075 0.4

中間純利益又は
中間(当期)純損
失(△) 

  83,194 53.7 △27,870 △8.2  △40,009 △14.4

前期繰越損失   743,382 ―  ― 

中間未処理損失   660,187 ―  ― 

     
 
 



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  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年６月30日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 1,310,852 

中間会計期間中の変動額  

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 

平成18年12月31日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 1,310,852 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
株主資本合計 

平成18年６月30日残高(千円) 1,000 100,000 △783,391 △682,391 1,849,813 

中間会計期間中の変動額   

 中間純損失 ― ― △27,870 △27,870 △27,870 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― △27,870 △27,870 △27,870 

平成18年12月31日残高(千円) 1,000 100,000 △811,262 △710,262 1,821,942 

 
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 

純資産合計 

平成18年６月30日残高(千円) 1,595 1,595 1,851,409

中間会計期間中の変動額  

 中間純損失 ― ― △27,870

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△213 △213 △213

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△213 △213 △28,084

平成18年12月31日残高(千円) 1,381 1,381 1,823,324

 



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  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年６月30日残高(千円) 728,762 818,262 818,262 

事業年度中の変動額  

 新株の発行 492,590 492,590 492,590 

事業年度中の変動額合計(千円) 492,590 492,590 492,590 

平成18年６月30日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 1,310,852 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
株主資本合計 

平成17年６月30日残高(千円) 1,000 100,000 △743,382 △642,382 904,642 

事業年度中の変動額   

 新株の発行 ― ― ― ― 985,180 

 当期純損失 ― ― △40,009 △40,009 △40,009 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― △40,009 △40,009 945,170 

平成18年６月30日残高(千円) 1,000 100,000 △783,391 △682,391 1,849,813 

 
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 

純資産合計 

平成17年６月30日残高(千円) 1,150 1,150 905,792

事業年度中の変動額  

 新株の発行 ― ― 985,180

 当期純損失 ― ― △40,009

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

445 445 445

事業年度中の変動額合計(千円) 445 445 945,616

平成18年６月30日残高(千円) 1,595 1,595 1,851,409

 
 

 



 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 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 

子会社株式及び関連会社

株式： 

…移動平均法による原価

法 

その他有価証券: 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

(1) 有価証券（投資育成目

的を含む） 

子会社株式及び関連会社

株式: 

    同左 

 

その他有価証券: 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定) 

(1) 有価証券 

 

子会社株式及び関連会社

株式: 

    同左 

 

その他有価証券: 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

    同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    5年～40年 

 

(1) 有形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物     5年～40年

(1) 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    5年～40年 

工具、器具 

及び備品  3年～15年 

 

 (2) 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５年

以内)に基づく定額法に

よって減価償却を実施し

ております。 

(2) 無形固定資産 

    同左 

(2) 無形固定資産 

    同左 

 (3) 長期前払費用 

    定額法 

(3) 長期前払費用 

     同左 

(3) 長期前払費用 

     同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

 



 

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) 

 (2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当社退職金規

程に基づく期末自己都合

退職金要支給額より、中

小企業退職金共済制度か

ら支給される額を控除し

た額を計上しておりま

す。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

同左 

  

４ 収益及び費用の計

上基準 

(1) 投資育成有価証券の売
上高及び売上原価 

 投資育成目的の有価証券

の売却金額を投資育成有価

証券売上高として計上し、

また、売却する投資育成有

価証券の帳簿価額及び評価

損等を投資育成有価証券売

上原価として計上しており

ます。 

同左 (1) 投資育成有価証券の売
上高及び売上原価 

 投資育成目的の有価証券

の売却金額を投資育成有価

証券売上高として計上し、

また、売却する投資育成有

価証券の帳簿価額及び評価

損等を投資育成有価証券売

上原価として計上しており

ます。 

 (2) 投資育成関係会社有価

証券の売上高及び売上

原価 

 投資育成目的の関係会社

有価証券の売却金額を投資

育成有価証券売上高として

計上し、また、売却する投

資育成関係会社有価証券の

帳簿価額及び評価損等を投

資育成有価証券売上原価と

して計上しております。 

同左 (2) 投資育成関係会社有価

証券の売上高及び売上

原価 

 投資育成目的の関係会社

有価証券の売却金額を投資

育成有価証券売上高として

計上し、また、売却する投

資育成関係会社有価証券の

帳簿価額及び評価損等を投

資育成有価証券売上原価と

して計上しております。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 
 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成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。 

― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準等)

当事業年度より、「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。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当事業年度より、「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1,851,409千円であり

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。 

 



追加情報 
 
 

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 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(投資育成目的の有価証券の処理) 

当中間会計期間より、投資育成事

業を本格的に開始しました。これに

伴い、投資育成目的で保有している

有価証券は「投資育成有価証券」と

して、同関係会社株式は「投資育成

関係会社有価証券」として計上して

おります。 

また、これらの有価証券の売却金

額は投資育成有価証券売上高とし

て、売上原価は投資育成有価証券売

上原価として計上しております。 

― 

 

(投資育成事業の開始) 

当事業年度より、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。 

 



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 
27,535千円

  

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額
28,331千円

  

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
27,474千円

 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 154,781千円

有価証券 4,750 

計 159,531千円
 

※２ 担保に供している資産 

 

  

 
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 166,787千円

有価証券 3,610 

計 170,397千円
 

これらは、短期借入金70,000 

千円及び㈱ナノテックスの長期

借入金139,499千円*の担保に供

しております。 

(*長期借入金112,927千円及び

一年以内返済予定の長期借入金

26,572千円) 

上記のほか、割賦払いの方法で

購入し、所有権が売主に留保さ

れている建物12,176千円（対応

債務：未払金4,856千円、長期未

払金377千円）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

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

9,354千円（対応債務：未払金377  

千円）があります。 

これらは、金融機関との取引及

び㈱SPCの当座借越契約の担保

に供しております。 

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。 

※３ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 264,089千円 

㈱ナノテックス 276,884千円 

㈱フォトニクス 

 ソリューション 
100,000千円 

㈱オー・エヌ・ 

 シー 
50,000千円 

主に金融機関からの設備資金借入

及び設備リースに対する保証であ

ります。 

※３ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 222,845千円

㈱ナノテックス 538千円

㈱PCF 233,037千円

計 456,421千円

主に金融機関からの設備資金借入

及び設備リースに対する保証であ

ります。 

※３ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 272,921千円

㈱ナノテックス 734千円

㈱フォトニクス 

 ソリューション 
70,000千円

㈱オー・エヌ・ 

 シー 
50,000千円

㈱PCF 20,000千円

計 413,656千円

主に金融機関からの設備資金借入

に対する保証であります。 

※４ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 

    同左 

※４ 消費税等の取扱い 

――――― 

 



(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 売上高のうち、投資育成関係

会社有価証券売上高103,600

千円が含まれております。 

※１ 売上高のうち、投資育成関係

会社有価証券売上高325,000

千円が含まれております。 

※１ 売上高のうち、投資育成関係

会社有価証券売上高217,350

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

9,719千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

161,349千円が含まれており

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

141,889千円が含まれており

ます。 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,433千円
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 5,367千円
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び受

取配当金 

7,593千円

賃貸収入 8,250千円
 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,625千円

新株発行費 8,777千円

貸倒引当金繰入

額 

1,568千円

 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 24千円

のれん償却費 15,342千円

貸倒引当金繰入

額 

2,978千円

 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 3,772千円

新株発行費 8,777千円

のれん償却費 34,342千円

支払手数料 13,873千円
 

※５ 特別利益の主要項目 

投資育成関係会

社有価証券売却

益 

72,507千円

 

※５ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入

益 

1,896千円

 

※５ 特別利益の主要項目 

投資育成関係会

社有価証券売却

益 

72,507千円

 
※６ 特別損失の主要項目 

前期損益修正損 2,114千円
 

※６ 特別損失の主要項目 

減損損失 92,714千円

(1)減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類 減損損失

(千円) 

東京都

新宿区 

― のれん 92,714 

合計   92,714 

(2)減損損失を認識するに至った経

緯 

当初想定していた収益を見込めな

くなったため、全額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

(3)資産のグルーピングの方法 

当社は減損会計の適用にあたり、キ

ャッシュ・フローを生み出す最小単

位として事業ごとに分類しておりま

す。 

(4)回収可能価額の算定方法 

当社の回収可能価額は使用価値を使

用しており、将来キャッシュ・フロー

の見積りによって算定しております。

※６ 特別損失の主要項目  

固定資産除却損 1,245千円

本社移転損失 8,251千円

前期損益修正損 2,114千円
 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 632千円

無形固定資産 13,228千円
 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,150千円

無形固定資産 15,594千円
 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,161千円

無形固定資産 34,941千円
 

 



(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) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  当中間会計期間末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 
前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  当事業年度末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 

 



(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) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高相当額 
(千円) 

機械装置 297,500 244,333 53,166 
有形固定 
資産「そ
の他」 

95,499 72,249 23,250 

無形固定 
資産 5,200 4,593 606 

合計 398,200 321,176 77,023 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高相当額
(千円)

機械装置 297,500 293,916 3,583
有形固定
資産「そ
の他」 

60,499 53,166 7,333

合計 358,000 347,083 10,916
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末 
残高相当額
(千円)

機械装置 297,500 273,724 23,775
工具器具
備品 60,499 48,399 12,100

合計 358,000 322,124 35,875
 

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 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年以内 12,185千円 

 １年超 ―千円 

  合計 12,185千円 
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 33,935千円 

 １年超 6,161千円 

  合計 40,096千円 
 

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 28,511千円 

 減価償却費 
 相当額 

24,958千円 

 支払利息相当額 599千円 
 

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 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

 
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末(平成 18 年 12 月 31 日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
区分 貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 

(千円) 
差額 

(千円) 
投資育成関係会社有価証券 193,769 1,023,030 829,260

計 193,769 1,023,030 829,260



 
(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

 

(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) 

― ―  当社は、連結子会社である株式会

社PCIに対して下記のとおり貸付を

行うことを決議いたしました。 

①取締役会決議日：平成18年7月18日

 貸付金額：100,000千円 

 資金の使途：運転資金 

 利率：2.0％（年率） 

 

②取締役会決議日：平成18年8月24日

 貸付金額：300,000千円 

 資金の使途：不動産購入資金等 

 利率：2.5％（年率） 

 

 
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 
 

２. 役員の異動 
該当事項はありません。 

  


