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平成 19 年 3 月 30 日 
各  位 

                                        会社名   株式会社 フォトニクス     
代表者名  代表取締役社長 柄澤 憲彦   

 （コード番号 ７７０８ 大証ヘラクレス）  
問合せ先 取締役 業務管理部長 吉安 篤志 

 （TEL ０３－３３６３－７７０８） 
 

（訂正）「平成 19 年 6 月期 中間決算短信（連結）」及び「平成 19 年 6 月期 

 個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について 

 
  平成 19 年 2 月 28 日に発表いたしました「平成 19 年 6 月期中間決算短信（連結）」及び「平成 19
年 6 月期 個別中間財務諸表の概要」について一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとお

り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 
記 

【訂正理由】 
 連結子会社である株式会社 PCI が有する債権について、同社の財務諸表上における債権評価額の妥

当性を様々な側面から慎重に検証し、会計監査人と協議した結果、この度の中間期において貸倒引当

金を追加計上いたしました。このことにより、特別損失が発生することとなり、中間期業績を訂正い

たします。当該債権は、当社グループにとって将来的に有望な事業に対するものであり、事業の進捗

により、この債権についての引当金を早急に解消すべく、善処しております。 
 また、発表以降に半期報告書の作成作業をより厳格に進める中で、会計監査人から指摘を受けた事

項の訂正を併せて行うものであります。 
なお、通期予想数値について変更はございません。 

 
【訂正箇所】 
Ⅰ．平成 19 年 6 月期中間決算短信（連結） 
Ⅰ－1．1 ページ 
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 
（訂正前） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年12月中間期 

百万円   ％

    1,380  ( 19.6) 
百万円   ％

102    (14.8)
百万円   ％

 △37     (―)
 

 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 

百万円   ％

 △104        (―)
円   銭

△1,972    30
円   銭

  ―     

(注)①持分法投資損益 18年12月中間期△124百万円 
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（訂正後） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年12月中間期 

百万円   ％

    1,380  ( 19.6) 
百万円   ％

98    (11.1)
百万円   ％

 △37     (―)
 

 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 

百万円   ％

 △187        (―)
円   銭

△3,545    83
円   銭

  ―     

(注)①持分法投資損益 18年12月中間期△117百万円 
 
Ⅰ－2．1 ページ 
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） 
(2) 連結財政状態 
（訂正前） 

 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 

百万円

3,538 
百万円

2,216 
％ 

49.6  
円   銭

33,220    51 
 
（訂正後） 

 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 

百万円

3,458 
百万円

2,133 
％ 

48.3  
円   銭

31,646    98 
 
Ⅰ－3．1 ページ 
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） 
 (3) 連結キャッシュ･フローの状況 
（訂正前） 

 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 

百万円

△53   
百万円

       △661      
百万円 

741      
百万円

1,311   

 
（訂正後） 

 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 

百万円

△51   
百万円

       △661      
百万円 

739      
百万円

1,311   

 
Ⅰ－4．5 ページ 
２．経営方針 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 
（訂正前） 
 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。 
 
（訂正後） 
 当企業グループは、当中間連結会計期間に 98 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 51 百万円のマイナスとなりま

した。 
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Ⅰ－5．5 ページ 

２．経営方針 5．会社の対処すべき課題 5-2．累積損失の解消 
（訂正前） 
 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。 
  
（訂正後） 
 当企業グループは、当中間連結会計期間 962 百万円の累積損失を計上しております。 
 
Ⅰ－6．6 ページ 
３．経営成績 １．営業の概況 
（訂正前） 
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。 
 
（訂正後） 
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 79 百万円減）、中間純損失は 187 百万円（同 268 百万円減）となりました。 
 
Ⅰ－7．7 ページ 
３．経営成績 １．営業の概況 1-2．各事業の業績活動状況 1-2-5. 投資育成事業 
（訂正前） 
 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。 
 
（訂正後） 
 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 191 百万円（同 127 百万円増）となり

ました。 
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Ⅰ－8．9 ページ 10 ページ 11 ページ 
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】 
（訂正前） 

  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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（訂正後） 

  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 △142,165  △48,820

流動資産合計   2,618,115 83.7 2,653,523 76.7  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  ― 73,339 188,946 

(3) その他  119,268 154,859 10,731 84,070 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  122,751 291,688 158,554 

貸倒引当金  △12,983 111,019 △13,133 284,172 △13,133 151,186

固定資産合計   508,640 16.3 805,109 23.3  524,397 16.0

資産合計   3,126,755 100.0 3,458,633 100.0  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 30.8  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 社債   ― ―  25,000

４ その他 ※2  377 4,295  1,094

 固定負債合計   214,798 6.9 261,250 7.5  194,935 6.0

  負債合計   995,670 31.9 1,325,556 38.3  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   ― ― △861,642  △674,507

   株主資本合計   ― ― 1,670,562 48.3  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 0.5  16,757 0.5
Ⅳ 少数株主持分   ― ― 446,488 12.9  360,385 11.0

   純資産合計   ― ― 2,133,076 61.7  2,236,434 68.4

   負債純資産合計   ― ― 3,458,633 100.0  3,270,147 100.0
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Ⅰ－9．12 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 (1) 【中間連結財務諸表】② 【中間連結損益計算書】 
（訂正前） 

  
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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（訂正後） 

  
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 58.6 698,005 50.6  1,878,131 61.5

売上総利益  477,260 41.4 682,267 49.4  1,178,024 38.5
Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 ※３ 388,147 33.6 583,298 42.2  889,595 29.1

営業利益  89,113 7.8 98,968 7.2  288,429 9.4
Ⅳ 営業外収益    
１ 受取利息  639 ―  ― 
２ 受取利息及び受取配当

金  ― 2,324  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  12,456 117,748  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 4,896 149,112 10.8 25,353 149,562 4.9
  経常利益又は 

経常損失(△)  42,434 3.7 △37,525 △2.7  150,703 4.9
Ⅵ 特別利益    
１ 持分変動利益  6,189 95,986  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 98,193 7.1 1,953 71,137 2.3

Ⅶ 特別損失    
１ 固定資産除却損 ※４ ― 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 貸倒引当金繰入  ― 75,000  ― 
５ 減損損失 ※５ ― 92,714  ― 
６ 前期損益修正損  ― 4,100 0.3 4,124 181,681 13.2 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 △121,013 △8.8  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 △187,134 △13.6  31,554 1.0

    
 



 12

Ⅰ－10．14 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 (1) 【中間連結財務諸表】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) 
（訂正前） 

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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（訂正後） 

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 △187,134 △187,134 

 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) △187,134 △187,134 

平成18年12月31日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 △861,642 1,670,562 

 
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  △187,134 

 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 △103,357 

平成18年12月31日残高(千円) △361 △361 16,388 446,488 2,133,076 
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Ⅰ－11．16 ページ 17 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 (1) 【中間連結財務諸表】⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
（訂正前） 

  
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

 



 15

 

  
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

   
 



 16

 
（訂正後） 

  
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 △121,013 203,795
減価償却費  25,987 17,125 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 73,137 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  12,456 117,748 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
株式交付費  ― 1,449 ―
為替差損益  △2 △3 △4
持分変動利益  △6,189 △95,986 △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  ― 71,239 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 △43,611 187,386
前渡金の増加額  － △101,220 －
未収・未払消費税等の 
増減額  △22,040 △7,038 △16,663
その他  △35,883 △72,476 △8,526

小計  94,369 57,487 △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 △51,844 △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  12,400 248,550 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  973,782 739,672 829,719

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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Ⅰ－12．22 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 表示方法の変更 
（訂正前） 

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。 
                      
                      
                      

 
（訂正後） 

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。 
また、前中間連結会計期間末まで区分掲記しており

ました「仮払金」（当中間連結会計期間末12,997千円）

については、重要性がなくなったため当中間連結会計

期間末より、流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 
（中間連結損益計算書） 
前中間連結会計期間において区分掲記していた「株式

交付費（従来の科目名は新株発行費）」は、営業外費用

の総額の100分の10以下となったため営業外費用「その

他」として表示いたしました。 
なお、当中間連結会計期間の「その他」とした「株式

交付費」の金額は1,449千円であります。 
 
Ⅰ－13．23 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 注記事項 (中間連結貸借対照表関係) 
（訂正前） 

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 

 
（訂正後） 

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 減価償却累計額 
有形固定資産 171,259千円 
投資その他の資産（投資不動

産）      4,720千円 

※１ 減価償却累計額 
有形固定資産 168,855千円 
投資その他の資産（投資不動

産）      3,584千円 
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Ⅰ－14．24 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 注記事項 (中間連結損益計算書関係) 
（訂正前） 

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) 

※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。 
― ※４ 減損損失 ― 

 
（訂正後） 

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) 

※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

71,239千円が含まれており

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。 
― ※４ 固定資産の除却損の内訳 

建物及び構築物 5,381 千円 
建物等解体費用 4,460 千円 

計 9,842 千円  

― 

― ※５ 減損損失 ― 
 
Ⅰ－15．25 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 注記事項 (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) 
2 新株予約権等に関する事項 
（訂正前） 

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。 

 
（訂正後） 

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 ― ― 5,490 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。 
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Ⅰ－16．27 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 注記事項 (リース取引関係) 
（訂正前） 

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
  

 
（訂正後） 

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 21,500 17,916 3,583
工具、
器具及
び備品

46,626 36,776 9,849

ソフト
ウェア 3,873 161 3,712
合計 72,000 54,854 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
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Ⅰ－17．28 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 注記事項 (有価証券関係) 
当中間連結会計期間末(平成 18 年 12 月 31 日) 有価証券 
２ 時価のない主な有価証券の内容 
（訂正前） 
 

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

 
（訂正後） 
 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

① 非上場株式 77,911

計 77,911

 
 
Ⅰ－18．30 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 注記事項 (セグメント情報) 【事業の種類別セグメント情報】 

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) 
（訂正前） 

 
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
 
（訂正後） 

 
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 62,735 766,128 139,414 1,232,656 48,648 1,281,304

営業利益 68,295 29,612 △16,574 △112,963 191,585 159,955 (60,987) 98,968
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Ⅰ－19．33 ページ 34 ページ 
４. 【連結財務諸表等】 注記事項 (１株当たり情報) 
（訂正前） 

 
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 

（注）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

(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

 
（訂正後） 

 
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       31,646円98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      △3,545円83銭 633円15銭 

（注）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) 

前連結会計年度末 
(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 
― 2,133,076千円 2,236,434千円

普通株式に係る純資産額 ― 1,670,200千円 1,859,292千円

(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 △187,134千円 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 △187,134千円 31,554千円
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Ⅱ．平成 19 年 6 月期 個別中間財務諸表の概要 
Ⅱ－1．3 ページ 

１．中間財務諸表等 負債の部（流動負債） 
（訂正前） 

  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

 
（訂正後） 

  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   9,168 8,911  6,698

流動負債合計  121,491 5.8 17,449 0.9 14,775 0.8
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Ⅱ－2．１２ページ 

１．中間財務諸表等 注記事項（中間貸借対照表関係） 
（訂正前） 

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) 

※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。 

 
（訂正後） 

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) 

※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。 

 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             

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。 
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Ⅱ－3．１５ページ 

１．中間財務諸表等 注記事項（リース取引関係） 
（訂正前） 

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 

 
（訂正後） 

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 21,500 17,916 3,583
有形固定
資産「そ
の他」

44,000 36,666 7,333

合計 65,500 54,583 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 
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Ⅱ－4．１５ページ 

１．中間財務諸表等 注記事項（有価証券関係） 
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 

（訂正前） 
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
 

（訂正後） 
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 
（１）子会社株式 193,769 1,023,030 829,260
（２）関連会社株式 ― ― ―

計 193,769 1,023,030 829,260
以上 


