
 

 1

平成 19 年 6 月期   中間決算短信（連結） 平成 19 年 2 月 28 日 

上 場 会 社 名  株式会社フォトニクス 上場取引所   大阪証券取引所(ヘラクレス) 

コ ー ド 番 号  ７７０８ 本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.photonics-jp.com） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長   氏名 柄澤 憲彦 

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

決算取締役会開催日 平成19年2月28日 

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

米国会計基準採用の有無    無 

 

１ 18年12月中間期の連結業績（平成18年 7月 1日～平成18年12月31日） 

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

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

    1,380    ( 19.6) 

 1,154    ( 16.6) 

百万円   ％

102    (14.8)

89     (―)

百万円   ％

 △37     (―)

42     (―)

18年 6月期 3,056     ( 47.3) 288     (391.8) 150     (―)
 

 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 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

 △104          (―)

81     (―)

円   銭

△1,972    30

1,739    26

円   銭

  ―     

―     

18年 6月期 31      (△82.3) 633    15 509   94 

(注)①持分法投資損益 18年12月中間期△124百万円  17年12月中間期△12百万円  18年 6月期△65百万円 

②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 

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 

(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12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

3,538    

3,126       

百万円

2,216   

1,911   

％ 

49.6  

61.1  

円   銭

33,220    51 

36,221  49  

18年 6月期 3,270    2,236   56.9  35,229  89 

(注)期末発行済株式数（連結） 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 

(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12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

△53    

76    

百万円

       △661      

△297   

百万円 

741      

973    

百万円

1,311   

1,399    

18年 6月期 △168      △22      829       1,285   

(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2社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)―社   (除外)1社    持分法 (新規)1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 

 

通  期 

百万円

3,350    

百万円

  270     

百万円

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12月31日現在における当企業グループは、当社及び子会社7社及び持分法適用関連会社2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 － － － － ○ 

㈱ナノテック 

インダストリーズ 

－ － － － ○ 

㈱PCF － － － － ○ 

㈱フォトニクス・オ

プトメディカル 

－ － ○ － － 

㈱インネクスト 

（持分法適用 

関連会社） 

－ ○ － ○ － 

㈱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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記7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。
※株式会社インネクストは平成19年2月14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

株式会社オー・エヌ・シー

株式会社PCF

株式会社ナノテック
インダストリーズ

株式会社インネクスト
（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

株式会社SPC
（持分法適用会社）
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２．経 営 方 針 
1．経営の基本方針 

 当企業グループは、平成15年7月1日に持株会社へ移行し、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。メーカー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、 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。 

 

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。前連結会計年度における約10億円の第三者割当増資により、財務基盤が強化され、さらに収益の拡大、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等を行っております。 

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
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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。 

 

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 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

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。 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拡販に注力しており

ます。その他、当中間連結会計期間よりナノマテリアル工業用材料の製品開発を行っております。 

 

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、当中間連結会計期間に102百万円の営業利益を計上しております。しかしながら、営業キャッシュ・フロー

については、前連結会計年度168百万円、当中間連結会計期間53百万円のマイナスとなりました。今後は、さらに事業の見直し等

を強化し利益計上の維持・向上に努めてまいります。 

  

5-2．累積損失の解消 

 当企業グループは、当中間連結会計期間879百万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 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 
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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。 

 

 

 

３．経 営 成 績 
１．営業の概況 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、民間設備投資の積極化、雇用環境の向上等により、国内景気は緩やかに回復基調に

あります。一方で、原油価格の上昇による原材料の高騰や金利上昇などの懸念も残しております。 

 当企業グループが属する電子業界においては、薄型テレビ、ハードディスクレコーダーを中心にデジタル関連製品の好調などに

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、既存の事業活動に加え、投資・育成事業を積極的に推進しております。単体においては投資

育成有価証券を有益となりうるアライアンスパートナーに譲渡、投資先企業の育成に尽力した結果、売上高の向上に繋がっており

ます。しかしながら、連結については新規事業である高機能繊維製品の販路開拓及び海外市場進出に伴う市場調査等の先行投資が

収益を圧迫する要因となりました。さらに資産の減損損失を92百万円計上いたしました。 

 このような結果、当中間連結会計期間の売上高は1,380百万円（対前年同期比226百万円（19.6%）増）、経常損失は37百万円（同

80百万円減）、中間純損失は104百万円（同185百万円減）となりました。 

  

1-1．当企業グループの概況 

当中間連結会計期間の概況 

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

 投資育成事業につきましては、投資先企業の保有株式の一部譲渡や販売支援等によるコンサルタントフィーを収益として計上し

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、

液晶検査装置等が、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、高機能繊維製品は販路拡大に注力しております。 

 

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、半導体製造装置関連組込機器の販売および応用製品の開発を軸とし

て、光・ナノテクノロジー分野の研究開発・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・研究用途などの幅広い市場を持つ分野であり、

当事業部では精密計測機器と半導体製造関連機器、液晶検査装置の開発製造仕入販売を行っております。 

精密計測機器及び半導体製造関連機器 

当中間連結会計期間においては、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。 

 以上の結果、超精密計測センサ事業の売上高は、250百万円（対前期比36百万円減）、営業利益は68百万円（同21百万円増）と

なりました。 
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1-2-2．光計測装置事業 

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

売を軸とした事業であり、光学に基づく検査方法、評価方法の技術がコアコンピタンスとなっております。この販売先には光学系

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。 

当中間連結会計期間においては、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110百万円（対前期比29百万円増）、営業利益は29百万円（同25百万円増）となりました。 

 

1-2-3．電子機器事業 

電子機器事業は、動画伝送システムの開発製造販売や電源等の開発製造販売等を行っております。 

情報機器事業は、動画多重伝送機器の開発製造販売を行う事業です。当中間連結会計期間は、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、

製品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46百万円（対前期比177百万円減）、営業利益は△16百万円（同24百万円減）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。しかしながら高機能の繊維製品の販路開拓及び海外市場進出に伴う市場調査等の先行投資が収益を圧迫する要因となりまし

た。また、新事業として工業用ナノマテリアルを応用した製品に着手しております。 

 この結果、売上高は648百万円（対前期比189百万円増）、営業利益は△112百万円（同175百万円減）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ナノマテリアル工業製品の製造会社に20百万円の出資を

行いました。またベンチャー企業に対し、販路紹介等の営業支援といったインキュベーションを行っております。 

 この結果、売上高は325百万円（対前期比221百万円増）、営業利益は194百万円（同131百万円増）となりました。 

 

1-4．当連結会計年度（平成18年7月1日～平成19年6月30日）通期の見通し 

通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、経常利益270百万円、当期純利益115百万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、経常利益60百万円、当期純利益50百万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。 

連結売上高につきましては、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、グループ全体にお

いて拡大する見込みであります。今後につきましては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。 

 

 

 

 



 

 8

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 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 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) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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  1,411,731 1,333,971  1,297,863

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※3  545,181 801,002  1,140,655

３ たな卸資産   184,299 204,582  196,787

４ 未収入金   179,432 4,066  98,615

５ 短期貸付金   ― 289,633  ―

６ 仮払金   242,000 ―  ―

７ 繰延税金資産   5,382 11,533  15,794

８ その他   56,817 150,900  44,854

貸倒引当金   △6,729 △67,975  △48,820

流動資産合計   2,618,115 83.7 2,727,713 77.1  2,745,750 84.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   
(1) 建物及び 
  構築物 

 79,925 221,692 65,126 

(2) 機械及び装置  ― ― 7,844 

(3) 工具、器具 
  及び備品 

 ― ― 14,567 

(4) 土地  135,855 153,721 90,276 

(5) 建設仮勘定  3,847 22,807 4,115 

(6) その他  23,131 242,760 38,643 436,865 ― 181,930

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  35,591 ― ― 

(2) のれん  ― 81,760 188,946 

(3) その他  119,268 154,859 10,731 92,491 2,334 191,280

３ 投資その他 
  の資産 

※2   

(1) 繰延税金資産  1,251 5,617 5,764 

(2) その他  122,751 288,774 158,554 

貸倒引当金  △12,983 111,019 △13,133 281,258 △13,133 151,186

固定資産合計   508,640 16.3 810,616 22.9  524,397 16.0

資産合計   3,126,755 100.0 3,538,330 100.0  3,270,147 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   353,040 305,025  414,905

２ 短期借入金 ※2  328,916 616,360  225,316

３ 未払金   58,703 76,815  74,470

４ その他 ※2  40,212 66,103  124,084

 流動負債合計   780,871 25.0 1,064,305 30.1  838,776 25.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※2  200,375 239,027  152,623

２  退職給付 
  引当金 

  14,046 17,928  16,218

３ 転換社債   ― ―  25,000

４ その他 ※2  377 948  1,094

 固定負債合計   214,798 6.9 257,903 7.3  194,935 6.0

  負債合計   995,670 31.9 1,322,208 37.4  1,033,712 31.6

(少数株主持分)     

少数株主持分   219,459 7.0 ― ―  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,221,352 39.1 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   1,289,663 41.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   △603,220 △19.3 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  3,830 0.0 ― ―  ― ―

       資本合計   1,911,625 61.1 ― ―  ― ―

 負債、少数株主持分 
 及び資本合計 

  3,126,755 100.0 ― ―  ― ―
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前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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  1,221,352

 ２ 資本剰余金   ― ― 1,310,852  1,310,852

 ３ 利益剰余金   ― ― △778,597  △674,507

   株主資本合計   ― ― 1,753,607 49.6  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 

  ― ― △361  1,595

   評価・換算 
   差額等合計 

  ― ― △361 0.0  1,595 0.1

Ⅲ 新株予約権   ― ― 16,388 0.4  16,757 0.5

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 446,488 12.6  360,385 11.0

   純資産合計   ― ― 2,216,121 62.6  2,236,434 68.4

   負債純資産合計   ― ― 3,538,330 100.0  3,270,147 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成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 1,154,105 100.0 1,380,273 100.0  3,056,156 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 676,844 58.6 694,658 50.3  1,878,131 61.5

売上総利益  477,260 41.4 685,615 49.7  1,178,024 38.5
Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※３ 388,147 33.6 583,298 42.3  889,595 29.1

営業利益  89,113 7.8 102,316 7.4  288,429 9.4
Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  639 2,324  ― 

２ 受取利息及び受取配当金  ― ―  1,097 

３ 受取出向料  2,400 ―  ― 

４ 受取家賃  ― 5,100  7,050 

５ 受取手数料  1,320 ―  2,640 

６ 賃貸収入  ― 3,750  ― 

７ その他  619 4,979 0.4 1,444 12,618 0.9 1,049 11,837 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  11,037 11,027  20,909 

２ 棚卸資産評価損  ― ―  4,774 
３ 持分法による 
  投資損失 

 12,456 120,662  65,394 

４ 新株発行費  9,777 ―  13,476 

５ 株式公開費用  5,670 ―  ― 

６ 地代家賃  10,421 97  19,653 

７ のれん償却費  ― 15,342  ― 

８ その他  2,296 51,659 4.5 5,706 152,836 11.1 25,353 149,562 4.9

  経常利益又は 
経常損失(△) 

 42,434 3.7 △37,901 △2.8  150,703 4.9

Ⅵ 特別利益    

１ 持分変動利益  6,189 104,407  1,175 
２ 投資育成有価 

証券売却益 
 74,115 ―  66,585 

３ 退職給付引当金 
  戻入益 

 88 ―  ― 

４ 貸倒引当金 
  戻入益 

 143 1,906  1,423 

５ その他  628 81,164 7.0 300 106,614 7.7 1,953 71,137 2.3

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損  ― 9,842  1,409 

２ 棚卸資産除却損  4,100 ―  4,100 

３ 本社移転損失  ― ―  8,251 

４ 減損損失 ※４ ― 92,714  ― 

５ 前期損益修正損  ― 4,100 0.3 4,124 106,681 7.7 4,285 18,045 0.6

税金等調整前中間(当期)純利益
又は中間純損失(△) 

 119,498 10.4 △37,968 △2.8  203,795 6.6

法人税、住民税及び事業税  14,440 38,281  103,366 

法人税等調整額  △180 14,259 1.2 3,241 41,523 3.0 △15,105 88,261 2.9

少数株主利益  23,586 2.1 24,597 1.8  83,979 2.7

中間(当期)純利益又は中間純
損失(△) 

 81,653 7.1 △104,089 △7.6  31,554 1.0
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③ 【中間連結剰余金計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31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   

増資による新株式の発行  492,590 492,590 

Ⅲ 資本剰余金減少高   

過年度剰余金修正  △21,189 △21,189 

Ⅳ 資本剰余金中間期末残高  1,289,663 

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △706,062 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  中間純利益  81,653  

過年度剰余金修正  21,189 102,842 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高  △603,220 
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

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

中間連結会計期間中の変動額  

 中間純損失 △104,089 △104,089 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△104,089 △104,089 

平成18年12月31日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 △778,597 1,753,607 

 

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18年６月30日残高(千円) 1,595 1,595 16,757 360,385 2,236,434 

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純損失  △104,089 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△1,957 △1,957 △369 86,102 83,776 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,957 △1,957 △369 86,102 △20,313 

平成18年12月31日残高(千円) △361 △361 16,388 446,488 2,216,121 
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前連結会計年度(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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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成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 

  

税金等調整前中間(当期)純利益又
は中間純損失 

 119,498 △37,968 203,795

減価償却費  25,987 17,105 28,033
連結調整勘定償却  6,590 ― ―
のれん償却額  ― 26,258 49,105
退職給付引当金の増加額  1,121 1,745 3,293
貸倒引当金の増加(△減少)額  248 △1,052 2,819
受取利息及び受取配当金  △639 △2,324 △1,097
支払利息  11,037 11,027 20,909
持分法投資損失  12,456 120,662 65,394
固定資産除売却損  ― 9,842 1,409
減損損失  ― 92,714 ―
棚卸資産除却損  4,100 ― ―
たな卸資産評価損  ― ― 8,874
前期損益修正損  ― 4,124 4,285
新株発行費  9,777 ― 13,476
為替差損益  △2 △3 △4
持分変動利益  △6,189 △104,407 △1,175
投資有価証券売却益  ― △100 △1,285
投資育成有価証券売却益  △74,115 ― △66,585
売上債権の(△増加)減少額  △24,357 153,479 △619,831
投資育成有価証券売上原価  ― 41,428 71,186
投資育成有価証券の減少額  9,468 ― ―
たな卸資産の(△増加)減少額  △68,210 △78,631 △85,472
仕入債務の増加(△減少)額  125,521 △144,831 187,386
未収・未払消費税等の 
増減額 

 △22,040 △7,038 △16,663

その他  △35,883 △45,993 △8,526
小計  94,369 56,038 △140,670

利息及び配当金の受取額  640 2,334 1,100
利息の支払額  △10,218 △9,906 △20,188
法人税等の支払額  △8,754 △101,760 △8,842
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 76,036 △53,294 △168,600

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の純増減  △0 △10,260 △1
新規連結子会社株式の取得による
支出 

 ― △20,250 ―

有形固定資産の取得 
による支出 

 △247,788 △260,487 △13,814

無形固定資産の取得 
による支出 

 ― △6,839 △252

投資有価証券の取得 
による支出 

 ― △44,168 ―

投資有価証券の売却 
による収入 

 ― 2,415 2,285

貸付による支出  ― △291,541 ―
その他  △49,496 △30,850 △10,672
投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △297,285 △661,983 △22,455
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成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 

  

短期借入金の純増減  9,000 431,044 △85,000

株式発行による収入  975,752 ― 960,519

少数株主への株式発行 
による収入 

 12,400 250,000 12,400

長期借入れによる収入  ― 150,000 ―
長期借入金の返済 
による支出 

 △31,971 △33,596 △89,323

投資育成有価証券株式の売却によ
る収入 

 11,040 ― 11,040

社債の発行等による収入  ― ― 25,000

有形固定資産の割賦支払 
による支出 

 △2,439 △377 △4,916

新株予約権の発行による収入  ― 2,136 ―

少数株主からの株式取得による支
出 

 ― △58,086 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 973,782 741,121 829,719

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 2 3 4

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額 

 752,536 25,847 638,667

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 646,949 1,285,617 646,949

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 1,399,486 1,311,464 1,285,617
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

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

前連結会計年度 
(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 

 

子会社は全て連結しております。
連結子会社の数  7 社 
主要な連結子会社の名称  
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PCI、
株式会社フォトニクス・エンジニア
リング、株式会社PCF及び株式会社
フォトニクス・オプトメディカルは
当中間連結会計期間に設立したこ
とにより、当中間連結会計期間より
連結の範囲に含めております。 
なお、連結の範囲には、投資育成関
係会社である子会社を含んでおり
ます。 

(1)連結子会社の数  6社 
主要な連結子会社の名称  
株式会社 ナノテックス 
株式会社 オー・エヌ・シー 
株式会社 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。 
(2)主要な非連結子会社名 
株式会社 ナノテックインダスト

リーズ 
連結の範囲から除いた理由 
 株式会社ナノテックインダスト
リーズは、小規模会社であり、合計
の総資産、売上高、中間純損益及び
利益剰余金（持分に見合う額）等は、
いずれも中間連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないためであ
ります。 

子会社は全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 

関連会社は全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 
なお、持分法を適用した関係会社に
は、投資育成関係会社である関連会
社を含んでおります。 

(1)持分法適用関連会社の数 ２社
持分法適用関連会社の名称 
株式会社 SPC 
株式会社 インネクスト（旧社名

㈱フォトニクスソリ
ューション） 

なお、持分法を適用した関係会社に
は、投資育成関係会社である関連会
社を含んでおります。 
(2)持分法を適用しない非連結子会
社の名称 
株式会社 ナノテックインダスト

リーズ 
持分法を適用しない理由 
 持分法非適用会社は、中間純損益
及び利益剰余金等に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適用から除
外しております。 

関連会社は全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 連結子会社の中間決
算日(事業年度)等に
関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連
結決算日と一致しております。 

連結子会社の中間決算日は、中間連
結決算日と一致しております。 

連結子会社の決算日は、連結決算日
と一致しております。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 19

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

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（投資育成目的を
含む） 
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) 

時価のないもの 
 移動平均法による原価法 

(1) 有価証券 
その他有価証券（投資育成目的を
含む） 
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)

時価のないもの 
同左 

(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 
…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 

 (2) デリバティブ 
時価法（ただし、金利スワップにつ
いては特例処理によっておりま
す。） 

(2) デリバティブ 
同左 

(2) デリバティブ 
同左 

 (3) たな卸資産 
① 商品、製品及び原材料 

・・・総平均法による原価法
② 仕掛品 

・・・個別法または総平均法
による原価法 

(3) たな卸資産 
① 商品、製品及び原材料 

・・・ 同左 
② 仕掛品 

・・・ 同左 

(3) たな卸資産 
① 商品、製品及び原材料 

・・・ 同左 
② 仕掛品 

・・・ 同左 

(ロ) 重要な減価償却資
産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
定率法 
ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物(附属設備を除
く)については定額法を採用し
ております。 
なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。 
建物 2年～40年 
機械及び装置 5～11年 

(1) 有形固定資産 
定率法 
ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物(附属設備を除
く)については定額法を採用し
ております。 
なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。 
建物 5年～40年 
機械及び装置 5～11年 

(1) 有形固定資産 
定率法 
ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物(附属設備を除
く)については定額法を採用し
ております。 
なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。 
建物 2年～40年 
機械及び装置 5年～11年 
工具、器具及び備品 
       2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 

(ハ) 重要な引当金の計
上基準 

(1) 貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に
備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しており
ます。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備える
ため、「退職給付会計に関する
実務指針(中間報告)」(会計制
度委員会報告第13号)に定める
簡便法に基づき、退職金規程に
基づく中間連結会計期間末自
己都合退職金要支給額より、中
小企業退職金共済制度から支
給される額を控除した額を計
上しております。 

(2) 退職給付引当金 
同左 

(2) 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。
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(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。 

(1) 投資育成有価証券の売上高及び
売上原価 

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。

(2) 投資育成関係会社有価証券の売
上高及び売上原価 

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
連結上の簿価（連結子会社につい
ては資本及び連結調整勘定未償却
残高のそれぞれの持分減少相当額
の合計額、持分法適用会社につい
ては持分法適用会社の資本のうち
売却した株式に対応する持分の減
少額）等を投資育成有価証券売上
原価として計上しております。 

(ホ) 重要な外貨建の資
産又は負債への本
邦通貨への換算基
準 

 外貨建金銭債権債務は、中間
決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、連結決算
日の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理し
ております。 

(ヘ) 重要なリース取引
の処理方法 

 リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処
理によっております。 

同左 同左 

(ト) 重要なヘッジ会計
の方法 

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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段：金利スワップ 
ヘッジ対象：借入金の利息 

(3) ヘッジ方針 
借入金の変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行っ
ており、ヘッジ対象の識別は個
別契約毎行っております。 

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

同左 同左 

(チ) その他中間連結(連
結)財務諸表作成
のための重要な事
項 

消費税等の会計処理 
 消費税等の会計処理は、税抜
方式によっております。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
同左 

 
 

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

繰延資産の処理方法 
株式交付費 
支出時に全額費用として処理
しております。 
 

繰延資産の処理方法 
新株発行費、創立費 
支出時に全額費用として処理
しております。 
なお、創立費については、連結
損益計算書の営業外費用のそ
の他に含めて表示しておりま
す。 

５中間連結(連結)キャ
ッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取
得日から３ヶ月以内に償還期
限の到来する短期投資からな
っております。 

同左 同左 
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会計処理方法の変更 
 

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

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

前連結会計年度 
(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。 

― （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。 
この変更により、販売費及び一般管

理費の給与手当が64,090千円減少し、
営業利益が64,090千円増加しておりま
す。経常利益、税金等調整前当期純利
益への影響はありません。 
なお、セグメント情報に与える影響

については当該箇所に記載しておりま
す。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当中間連結会計期間より、「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会 平成14年8
月9日））及び「固定資産の減損に係る
会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第6号）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありませ
ん。 

― (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 平成15年10月31日）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。 
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表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 
当中間連結会計期間末 
(平成18年12月31日) 

― 
 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間末まで、流動資産の「その他」に含め

て表示していた「短期貸付金」（前中間連結会計期間末41,090

千円）は、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記して

おります。 

 

 

追加情報 

 
前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 
当中間連結会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

(投資育成目的の有価証券の処理) 

当中間連結会計期間より、投資育成事

業を本格的に開始しました。これに伴

い、投資育成目的で保有している有価証

券は投資育成有価証券として、同関係会

社株式は投資育成関係会社有価証券と

して、「投資その他」の「その他」に計

上しております。 

また、これらの有価証券の売却金額は

投資育成有価証券売上高として、売上原

価は投資育成有価証券売上原価として計

上しております。 

― (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、

「投資その他の資産」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 

 (中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額    158,573千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額    175,980千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額    172,439千円 

※２ 担保資産 

定期預金 154,781千円 

有価証券 4,750 

建物 47,460 

土地 182,775 

計 389,767千円 

これらは、長期借入金204,259千

円*、及び短期借入金70,000千円の

担保に供しております。(*長期借入

金165,543千円及び一年以内返済予

定の長期借入金38,716千円) 

   上記のほか、割賦払いの方法で購

入し、所有権が売主に留保されてい

る建物12,176千円（対応債務：流動

負債その他4,856千円、長期未払金

377千円）があります。 

※２ 担保資産 

定期預金 10,000千円

建物 43,483 

土地 182,775 

計 236,259千円

これらは、長期借入金165,543千

円*、及び短期借入金103,044千円の

担保に供しております。(*長期借入

金126,827千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9,354千円（対応債務：流動

負債その他377千円）があります。

※２ 担保資産 

定期預金 166,787千円

有価証券 3,610 

建物及び構築物 44,892 

土地 182,775 

計 398,065千円

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。 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

   なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手形が、

中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

受取手形  1,802千円 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

   なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手形が、

中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

受取手形   22,338千円 

― 

 

 ４ 保証債務 

保証先 保証債務金額

㈱SPC 222,845千円

計 222,845千円
 

 ４ 保証債務 

保証先 保証債務金額

㈱SPC 272,921千円

計 272,921千円
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(中間連結損益計算書関係) 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 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9,468千円が

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67,891千円

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71,186千円

が含まれております。 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの 

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

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

千円

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの

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

101,313
147,773
45,375
30,913
5,261
1,524

34

千円

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 
給与手当 
研究開発費 
退職給付費用 
貸倒引当金繰入額 
のれんの当期償却額 

178,028
191,455
12,764
2,848
4,087
49,105

千円

 

― 

 

 

 

※４ 減損損失 

   当中間連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上して

おります。 

(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 

 当社グループ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 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 

 当社グループ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。 

― 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(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 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 52,776 ― ― 52,776
 
  
 

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 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円） 

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 16,388

合計 5,490 500 1,277 4,713 16,388

(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 

  新株予約権の減少は、退職による権利喪失及び連結子会社の異動によるものであります。 

  新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

   

３ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(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) 

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 16,757

合計 1,300 4,400 210 5,490 16,757
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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

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

前連結会計年度 
(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中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

(平成17年12月31日) 

現金及び預金 1,411,731千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△12,245千円

現金及び現金同等物 1,399,486千円
  

１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成18年12月31日)

現金及び預金 1,333,971千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△22,507千円

現金及び現金同等物 1,311,464千円
  

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インネク

スト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

会社インネクスト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 316,371 

固定資産 2,085 

のれん 9,613 

流動負債 △156,907 

固定負債 △2,639 

少数株主持分 △72,402 

株式売却後の親会社投

資勘定 

△61,499 

投資育成有価証券売却

益 

278,753 

株式会社インネクスト

株式の売却価額 

325,000 

株式会社インネクスト

現金及び現金同等物 

71,116 

差引：株式会社インネク

スト株式売却による収

入 

253,883 

 

３        ― 

 

 

 

 

 

２       ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 当連結会計年度に営業の譲受により

増加した資産は次のとおりであります。

固定資産 80,000千円
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(リース取引関係) 

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

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

前連結会計年度 
(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 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額 
 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末 
残高相当額 

 (千円) (千円) (千円) 
機械及 
び装置 297,500 244,333 53,166 

工具、器
具及び
備品 

95,499 72,249 23,250 

ソフト
ウェア 5,200 4,593 606 

合計 398,200 321,176 77,023 

  

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額 
 

 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高相当額

 (千円) (千円) (千円) 
機械及
び装置 297,500 293,916 3,583

工具、器
具及び
備品

98,125 88,275 9,849

ソフト
ウェア 3,873 161 3,712

合計 399,500 382,354 17,145

  

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相

当額 
 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末 
残高相当額

 (千円) (千円) (千円) 
機械装
置及び
運搬具

297,500 273,724 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 13,645千円 

 １年超 4,808千円 

  合計 18,453千円 

  

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 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 30,768千円 

 減価償却費 
 相当額 

27,416千円 

 支払利息相当額 697千円 

  

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。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 920 4,750 3,830

計 920 4,750 3,830

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 

① 非上場株式 △7,535

計 △7,535

 

当中間連結会計期間末(平成18年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 27,773 28,360 586

計 27,773 28,360 586

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 

① 非上場株式 77,876

計 77,876

 

 

前連結会計年度末(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 

 
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

計 920 3,610 2,690

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

  前中間連結会計期間末(平成17年12月31日) 

   該当事項は、ありません。 

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

 

  当中間連結会計期間末(平成18年12月31日) 

   該当事項は、ありません。 

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

 

  前連結会計年度末(平成18年６月30日) 

   該当事項は、ありません。 

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

 

(ストック・オプション等関係) 

半期報告書につきましてＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 

 

超精密計測 
センサ事業 
(千円) 

光計測装置
事業 
(千円) 

電子機器
事業 
(千円)

電子材料
その他事業
(千円) 

投資育成
事業 
(千円) 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

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

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

367 2,042 2,511 36,479 ― 41,400 (41,400) ―

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

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

営業利益 46,844 3,970 8,175 62,747 63,876 185,613 (96,500) 89,113
 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 
２ 各区分の主な製品 

(1) 超精密計測センサ事業・・・精密計測機器(PSセンサ)、半導体製造関連機器、液晶検査・評価装置及び関連機器 
(2) 光計測装置事業・・・・・・光学計測機器 
(3) 電子機器事業・・・・・・・情報機器、安全対策機器 
(4) 電子材料その他事業・・・・電子材料、不動産管理 
(5) 投資育成事業・・・・・・・ベンチャービジネス等への投資・育成およびキャピタルゲインの獲得 

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

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

いたしました。 

 

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

 

超精密計測 
センサ事業 
(千円) 

光計測装置
事業 
(千円) 

電子機器
事業 
(千円)

電子材料
その他事業
(千円) 

投資育成
事業 
(千円) 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

250,851 110,096 46,160 648,164 325,000 1,380,273 ― 1,380,273

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

― 1,338 ― 5,000 6,000 12,338 (12,338) ―

計 250,851 111,434 46,160 653,164 331,000 1,392,612 (12,338) 1,380,273

営業費用 182,555 81,822 62,735 766,128 136,066 1,229,308 48,648 1,277,957

営業利益 68,295 29,612 △16,574 △112,963 194,933 163,303 (60,987) 102,316
 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 
２ 各区分の主な製品 

(1) 超精密計測センサ事業・・・精密計測機器(PSセンサ)、半導体製造関連機器 
(2) 光計測装置事業・・・・・・光学計測機器 
(3) 電子機器事業・・・・・・・情報機器、電源等機器 
(4) 電子材料その他事業・・・・電子材料、高機能繊維、不動産管理 
(5) 投資育成事業・・・・・・・ベンチャービジネス等への投資・育成およびキャピタルゲインの獲得 

３ 営業費用のうち、全社の項目に含めた配賦不能営業費用(48,648千円)の主なものは、減価償却費及び管理部門にかか
る費用であります。 
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前連結会計年度(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 
(千円) 

光計測装置
事業 
(千円) 

電子機器
事業 
(千円)

電子材料
その他事業
(千円) 

投資育成
事業 
(千円) 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

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
 

(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。なお、当連結会計年度より、投資育成事業を本格的
に開始しております。 

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。 
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【所在地別セグメント情報】 

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

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日)において本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年6月30日) において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会

社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

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

りません。 

当中間連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日)において海外売上高がないため、該当事項はあ

りません。 

前連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年6月30日) において海外売上高がないため、該当事項はありま

せん。 
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(１株当たり情報) 
 

 

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

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

前連結会計年度 
(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 36,221円49銭       33,220円51銭 35,229円89銭 

1株当たり中間（当期） 
純利益又は中間純損失 
(△) 

1,739円26銭      △1,972円30銭 633円15銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  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 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

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）1.前中間連結会計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため、当中間連結会計期間は中間純損失を計上

しているため記載しておりません。 

2.算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

 前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当連結会計年度末 

(平成18年６月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部

の合計額 

― 2,216,121千円 2,236,434千円

普通株式に係る純資産額 ― 1,753,245千円 1,859,292千円

連結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

式に係る連結会計年度末の純

資産額との差額の主な内訳 

 新株予約権 

 少数株主持分 

―

―

16,388千円

446,488千円

16,757千円

360,385千円

普通株式の発行済株式数 ― 52,776株 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 52,776株
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 (2) 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

中間（当期）純利益又は中間純損失
(△) 

81,653千円 △104,089千円 31,554千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益
又は中間純損失(△) 

81,653千円 △104,089千円 31,554千円

普通株式の期中平均株式数 46,947株 52,776株 49,838株

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた中間
（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中
間（当期）純利益調整額 

― ― △6,130千円

中間（当期）純利益調整額 ― ― △6,130千円

潜在株式調整後１株当たり中間（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株当たり中間(当期)純利
益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

 
①平成12年11月27日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権方式）

普通株式2,136株 
②平成16年12月22日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 

普通株式1,290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  1,290株 
③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 

 
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

 

 

(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

     

(1) 生産実績 

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

事業の種類別セグメントの名称 当中間期 前年中間期 前期 

超精密計測センサ事業 87,200 151,620 366,642 

光計測装置事業 37,353 48,729 138,982 

電子機器事業 24,689 68,996 127,788 

電子材料その他事業 ― ― 3,878 

投資育成事業 ― ― ― 

合計 149,243 269,346 637,291 

(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 金額は製造原価によっております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

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

当中間期 前年中間期 前期 
事業の種類別セグメントの名称 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

超精密計測センサ事業 202,259 42,298 326,408 62,689 869,798 90,890 

光計測装置事業 115,616 63,090 147,394 101,223 342,001 57,570 

電子機器事業 52,090 26,412 220,372 27,129 416,084 20,482 

電子材料その他事業 771,667 169,399 519,158 84,559 1,312,989 45,897 

投資育成事業 ― ― 103,600 ― ― ― 

合計 1,141,634 301,201 1,316,934 275,601 2,940,874 214,840 

(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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

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

事業の種類別セグメントの名称 当中間期 前年中間期 前期 

超精密計測センサ事業 250,851 287,509 802,698 

光計測装置事業 110,096 80,814 319,074 

電子機器事業 46,160 223,747 426,106 

電子材料その他事業 648,164 458,432 1,290,926 

投資育成事業 325,000 103,600 217,350 

合計 1,380,273 1,154,105 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。 

 


