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（百万円未満切捨て） 
１．19 年 12 月中間期の連結業績（平成 19 年７月 1日～平成 19 年 12 月 31 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 

売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

936(△32.1) 
1,380 (19.6) 

△54  (―)
98 (11.1)

△65 (―) 
△37 (―) 

△248 (―)
△187 (―)

19 年 6 月期 3,048  － 195  － 36 － △188 － 
 

 
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 

  円 銭  円 銭

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

△4,714 06 
△3,545 83 

－
－

19 年 6 月期 △3,573 06 －
(参考) 持分法投資損益 19 年 12 月中間期 △10 百万円 18 年 12 月中間期 △117 百万円 19 年６月期 △131 百万円 
 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

2,044 
3,458 

1,545
2,133

68.5 
48.3 

26,965 13
31,646 98

19 年 6 月期 2,362 1,817 70.8 31,685 89
(参考) 自己資本   19 年 12 月中間期 1,400 百万円  18 年 12 月中間期 1,670 百万円  19 年６月期 1,672 百万円 
 
(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         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

△32 
△51 

△155
△661

△26 
739 

496
1,311

19 年 6 月期 292 △1,246 379 711

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末 

期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 6 月期 － － － － － 

20 年 6 月期 － －   

20 年 6 月期（予想）   － －
－ 

 
３．20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円 銭

通 期 2,016 (△33.9) △128 (－) △172 (－) △494 (－) △9,459 98
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
 
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基
本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更   無 
② ①以外の変更    無 

〔(注)詳細は、20 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 
 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む)19 年 12 月中間期 52,776 株 18 年 12 月中間期 52,776 株 19 年 6 月期 52,776 株 
②期末自己株式数         19 年 12 月中間期  823 株 18 年 12 月中間期  －株 19 年 6 月期  －株 
 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38 ページ「１株当たり
情報」をご覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 
１.19 年 12 月中間期の個別業績(平成 19 年７月１日～平成 19 年 12 月 31 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円      ％ 百万円      ％

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

176 (△48.3) 
341 (120.3) 

△147   (―)
72 (230.5)

△141   (―) 
63 (371.3) 

△238  (―)
△27 (―)

19 年６月期 811  － △15  － △17  － △280 － 
 

 １株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

△4,526 88 
△528 10 

19 年６月期 △5,316 14 
 
(2)個別財政状態 

 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 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

1,327 
1,842 

1,314
1,823

99.0 
98.9 

25,299 00
34,548 37

19 年６月期 1,588 1,570 98.9 29,756 95
(参考) 自己資本 19 年 12 月中間期 1,314 百万円 18 年 12 月中間期 1,823 百万円 19 年６月期 1,570 百万円 

 
２．20 年 6月期の個別業績予想（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は対前期増減率）  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円 銭

通    期 376 (△53.6) △316 (－) △303 (－) △481 (－) △9,211 03

 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

なお、上記予想に関する事項は平成 20 年 2月 28 日付「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。 
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１．経 営 成 績 
１．経営成績に関する分析 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発したサブプライムローン問題や円高、原油価格の高騰による世

界的な株安が続いており、景気の先行きに不安があるものの、新興国の経済発展を背景に輸出額が増加傾向にあり、国内景

気は緩やかな回復基調にあります。 

 当企業グループが属する電子業界においては、デジタル関連製品である薄型テレビ、ハードディスクレコーダーやデジタ

ルオーディオプレイヤー、カメラ付携帯電話の好調などにより、関連する装置・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、既存の事業活動はもとより、積極的な投資・育成活動を推進しております。投資育成

事業においては投資育成関係会社有価証券の売却を進めたものの、一部投資先企業の売掛債権の回収遅延による貸倒引当金

の計上、加えて投資育成関係会社有価証券及び関係会社株式について損失相当の投資損失を計上する結果となりました。ま

た、高機能繊維事業の縮小に伴い製品の材料及びトラッドファッション製品の滞留在庫についての引当が主要因となり利益

を押し下げております。 

 このような結果、当中間連結会計期間の売上高は 936 百万円（対前期比 443 百万円（32.1%）減）、営業損失は 54 百万円（同

153 百万円減）、経常損失は 65 百万円（同 28 百万円減）、中間純損失は 248 百万円（同 60 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最適

な資源配分、コラボレーション重視の経営をさらに推進いたしました。 

 投資育成事業につきましては、投資先企業の保有株式の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。 

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、超精密計測センサ事業では、海外向けの液晶製造装置を手がけており、受注活動に注力しておりま

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 

海外向けの液晶製造装置を OEM として受注活動を開始しております。生産ラインについては若干の在庫調整があるもの

の、順調な滑り出しをしております。製造装置の需要は旺盛なものの、生産に伴う液晶材料の供給が間に合わず、メーカー

の設備投資時期がずれ込んでおりますが、受注獲得に向けた営業活動を展開しております。これらの結果、売上高は 4 百万

円（対前期比 245 百万円減）、営業利益は 0百万円（同 68 百万円減）となりました。 

 

1-2-2 光計測装置事業 

生体分野における光計測装置の開発と実験に着手し、早期の製品化に努めております。当中間連結会計期間では、売上高 3

百万円（対前期比 106 百万円減）、営業利益 0百万円（同 29 百万円減）となりました。 

 

1-2-3．電子機器事業 

CPU向け電子部品等の販売を行っておりますが、当初計画に比し大幅な受注減となっております。 
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 そのため、売上高は 23 百万円（対前期比 22 百万円減）、営業利益は△4百万円（同 11 百万円改善）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繊維製品はトラッド製品の代理店開拓が当初の見込み通り進捗しなかったこと、また

製品開発についての製造コスト、価格優位性の問題から有効な販売ルートの確保ができなかったため、営業利益の減少とな

りました。これらの結果、売上高は 731 百万円（対前期比 83 百万円増）、営業利益は△9百万円（同 103 百万円改善）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、ベンチャー企業に対し、技術や販路等の支援といったインキュベーション活動を行っておりま

す。当中間連結会計期間は保有株式の譲渡を行い、売上高に寄与しております。しかしながら、上記売却益を多額に計上し

たにもかかわらず、保有する投資育成関係会社有価証券及び関係会社株式について損失相当の引当を計上したため、営業損

失計上の原因となりました。その結果、売上高は 173 百万円（対前期比 151 百万円減）、営業利益は 16 百万円（同 174 百万

円減）となりました。 

 

2．財政状態に関する分析 

2-1．資産、負債及び純資産の状況 

 当中間連結会計期間の総資産は、2,044 百万円であり前連結会計年度より 317 百万円減少しております。また、負債は 45

百万円減少し 498 百万円となり、純資産は 271 百万円減少し 1,545 百万円となっております。 

これは主に、中間純損失を 248 百万円計上したことによるものであります。 

 

2-2．キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、496 百万円であり前年同期と比べ 814 百万円の減少となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は 32 百万円であり、前年同期と比べ 19 百万円の増加となりまし

た。これは主に税金等調整前中間純損失を 232 百万円計上いたしましたが、そのうち貸倒引当金の増加 83 百万円、たな卸資

産の評価損 48 百万円、投資育成有価証券の売上原価による 98 百万円などを計上したことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は 155 百万円であり、前年同期と比べ 506 百万円の増加となりま

した。これは主に投資有価証券及び投資育成有価証券の取得よる減少で 90 百万円、貸付による 84 百万円の支出によるもの

であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は 26 百万円であり、前年同期と比べ 766 百万円の減少となりまし

た。これは主に短期借入金及の減少による 53 百万円、長期借入金の増加による 50 百万円、また少数株主からの株式取得に

よる 22 百万円の減少などであります。 

 

3．利益配分に関する基本方針 
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当企業グループは、株主に対する利益還元策を経営戦略上の重要課題として認識しております。現状におきましては、経

営体質の強化、競争力の維持、事業の拡充、人材の育成を図るための投資の原資として、安定的な資金を確保する必要があ

ると考えております。当中間連結会計期間において投資先企業の株式売却をすすめたことにより、財務基盤が強化され、さ

らに収益の拡大、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。 

 

4．事業等のリスク 

4-1. 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売却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。 

 

4-2. 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。 

 

4-3. 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。 

 

4-4．企業グループの対応 

当中間連結会計期間におきましては、半導体・液晶関連の事業は好調に推移いたしましたが、一部投資先企業の業績不

振・財務内容悪化により、多額の投資損失を計上し、結果として中間純損失 248 百万円を計上いたしました。 

当社はホールディングカンパニー制導入後、経営の多角化のため積極的に新規事業を創出し、チャレンジしてまいりま

した。その結果、不採算となる事業もありましたが、その反面、当社グループの中核である半導体・液晶関連の高収益事

業は非常に順調であります。また、投資先企業の株式売却を進めた結果、潤沢なキャッシュを保有しております。今後は

当社の 25 年以上の歴史の中で育んできた、光・ナノテクノロジー分野の検査技術、測定技術といった独自技術を中心に活

動を進めてまいります。個々の事業では、半導体関連の消耗品ビジネスが非常に順調であることや、光計測事業の生体分

野への応用も着実に製品化へのステップを踏んでおります。さらに本格的に半導体・液晶分野の製造・検査装置を手掛け

てまいります。当社グループは、光計測のノウハウを原点から見つめ直し、その要素技術の更なる発展と成長を加速化す

るためのマーケットへの進出を図り、競争力のある企業を目指して邁進してまいります。 
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２．企業集団の状況 

当社の平成 19 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 5社及び関連会社 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 

及びキャピタル

ゲインの獲得 

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 

電子部品材料の

輸入仕入販売 

その他 

㈱フォトニクス ○ － － － － 

㈱オー・エヌ・シ

ー 

－ － 
－ 

－ ○ 

㈱フォトニク

ス・エンジニアリ

ング 

－ ○ － ○ － 

㈱PCF － － － － ○ 

㈱フォトニク

ス・オプトメディ

カル 

－ － ○ － － 

㈱ナノテックス 

（持分法適用関

連会社） 

－ ○ ○ ○ － 

㈱SPC 

（持分法適用関

連会社） 

○ － － ○ － 

※上記の他、連結子会社㈱PCI（不動産運用・投資業）があります。 

また、前連結会計年度は当企業グループであった持分法適用関連会社㈱インネクスト及び非連結子会社㈱ナノテックインダ

ストリーズは、保有株式を全て売却したため当中間連結会計期間末では除外しております。 
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1-2.当企業グループの事業系統図 

上記6社は、投資育成関係会社有価証券および関係会社株式として計上されております。
上記のほかに㈱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。

株式会社フォトニクス

・
投
資

・
育
成

株式会社ナノテックス
(持分法適用関連会社）

株式会社オー・エヌ・シー

　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

・
キ

ャ
ピ
タ
ル

　
　
ゲ
イ
ン

　・
配
当
等

連結子会社

株式会社SPC
（持分法適用関連会社）

株式会社PCF

株式会社フォトニクス・オプトメディカル

株式会社フォトニクス・エンジニアリング
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３．経 営 方 針 

1．会社の経営の基本方針 

 当企業グループは、「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。

また、経営の多角化を図るため積極的に新事業にも取り組んでおります。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、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・育成に努め、投資先企業の事

業価値の向上を推進しております。そして投資先企業の株式上場や M&A 等のキャピタルゲイン獲得により、収益の増

大化を図っております。 

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

大限の相乗効果が期待されます。そして、新たなマーケットでのビジネスチャンスを事業として積極的に取り入れ、更

なる企業成長を目指し、競争力のあるハイテクベンチャーのコングロマリットを形成してまいります。 

 

 

2．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、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。 

 

 

3．中長期的な会社の経営戦略 

3-1.投資・育成事業 

 当社は、ハイテク分野のみならず、事業の多角化を目的とし、様々な分野への進出を図っております。そのため成長途上

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。また当中間連結会計期間におきましては、自己株式の取得

を行い、株式交換といった手法による企業買収を図ってまいります。 

当社のインキュベーションルールは、保有目的を明確にし、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。 
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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。 

 

3-2．各投資先事業戦略 

3-2-1. 超精密計測センサ事業 

今期より着手しております液晶製造装置の OEM につきまして、当社グループの得意技術及びノウハウを活用しながら、

特殊オーダーメイドの装置の開発・製造・販売を展開しております。また、部材製造工程においてのコスト削減を図りなが

ら、安価な製品供給を目指してまいります。 

 
3-2-2. 光計測装置事業 

 生体分野における光計測装置の開発や工業用光計測装置のソフト製作を行っております。 

 

3-2-3．電子機器事業 

CPU用部品等の販売を行っております。製造装置の設備投資額は減少傾向にあるものの、海外においてはまだまだ旺盛で

あるため、当事業では、コストダウンを図った安価製品の供給を目指し、安定的な受注獲得のためスピーディな営業展開を

行っております。 

   

3-2-4．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。また半導体製造装置の消耗材料等の拡販、大型製造装置の販売も行っております。当事業の販売先は、

大手電機メーカー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原料販売、高機能繊維製品の拡販に注力しておりま

す。 

 

4．会社の対処すべき課題 

4-1．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 54 百万円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローについては、前連結会

計年度は 292 百万円のプラスでありましたが、当中間連結会計期間は 32 百万円のマイナスとなっております。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。 
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4-2．損失の解消 

 当企業グループは、当中間連結会計期間 248 百万円の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行ってまいります。 

 今後は、当企業グループ全体における損失の解消を目指してまいります。 

 

4-3．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。 

 

4-4．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

度化及び各事業間の情報の融合を図り、コアコンピタンスを企業グループ各々の事業戦略と事業領域へ集中、特化させる事

により、市場、顧客への最適なソリューションを提供し続け、長期にわたる評価と信頼を獲得してまいります。 

 

4-5．社会貢献 

より良い企業市民として、高い企業倫理に基づく公正な事業活動を行い、企業の適正利益の確保と共にステークホルダー

及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。 

 

4-6．投資効率の向上 

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

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

まいります。当社と投資先企業、もしくは投資先企業同士の経営資源を組成させ、そこから創出されるシナジーの確立を図

る所存であります。 
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４. 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18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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  1,333,971 509,287  724,373 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※3  801,002 394,290  380,629 

３ たな卸資産   204,582 160,440  238,009 

４ 短期貸付金   289,633 21,595  155,604 

５ 未収入金   4,066 1,025  ― 

６ 繰延税金資産   11,533 3,568  2,613 

７ その他   150,900 24,907  108,804 

貸倒引当金   △142,165 △1,192  △124,590 

流動資産合計   2,653,523 76.7 1,113,923 54.5  1,485,444 62.9

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 
※
1,2 

   

(1) 建物及び 
  構築物 

 221,692 171,544 174,225  

(2) 土地  153,721 63,444 63,444  

(3) 建設仮勘定  22,807 2,657 2,600  

(4) その他  38,643 436,865 8,499 246,147 13,461 253,732 

２ 無形固定資産     

(1) のれん  73,339 45,431 55,337  

(2) その他  10,731 84,070 2,361 47,793 2,161 57,498 

３ 投資その他 
  の資産 

※2    

(1) 投資有価証券  ― 130,680 70,340  

(2) 投資育成関係 
  会社有価証券 

 ― 185,022 268,297  

(3) 長期貸付金  ― 345,922 149,010  

(4) 長期未収入金  ― 85,382 ―  

(5) 繰延税金資産  5,617 13,149 2,219  

(6) その他 ※1 291,688 97,630 89,749  

貸倒引当金  △13,133 284,172 △221,164 636,622 △14,238 565,378 

固定資産合計   805,109 23.3 930,562 45.5  876,609 37.1

資産合計   3,458,633 100.0 2,044,486 100.0  2,362,053 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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   305,025 181,481  237,638 

２ 短期借入金 ※2  616,360 165,000  218,336 

３ 未払金   76,815 23,759  27,369 

４ その他 ※2  66,103 46,098  53,313 

 流動負債合計   1,064,305 30.8 416,339 20.4  536,657 22.7

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※2  239,027 49,160  ― 

２  退職給付 
  引当金 

  17,928 5,641  5,662 

３  役員退職慰労 
  引当金 

  ― 27,100  ― 

４  その他   4,295 443  2,156 

 固定負債合計   261,250 7.5 82,344 4.0  7,819 0.3

  負債合計   1,325,556 38.3 498,684 24.4  544,476 23.0

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   1,221,352 1,221,352  1,221,352 

 ２ 資本剰余金   1,310,852 347,896  1,310,852 

 ３ 利益剰余金   △861,642 △148,243  △863,079 

 ４ 自己株式   ― △17,268  ― 

   株主資本合計   1,670,562 48.3 1,403,736 68.6  1,669,125 70.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他 
   有価証券 
   評価差額金 

  △361 △2,817  3,129 

   評価・換算 
   差額等合計 

  △361 △0.0 △2,817 △0.1  3,129 0.1

Ⅲ 新株予約権   16,388 0.5 2,536 0.1  2,536 0.1

Ⅳ 少数株主持分   446,488 12.9 142,346 7.0  142,786 6.1

   純資産合計   2,133,076 61.7 1,545,801 75.6  1,817,577 77.0

   負債純資産合計   3,458,633 100.0 2,044,486 100.0  2,362,053 100.0
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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18年７月１日 
至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19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18年７月１日
至 平成19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  1,380,273 100.0 936,876 100.0  3,048,337 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２  698,005 50.6 615,543 65.7  1,672,691 54.9

売上総利益   682,267 49.4 321,333 34.3  1,375,645 45.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３  583,298 42.2 375,366 40.1  1,180,642 38.7

営業利益又は 
営業損失(△) 

  98,968 7.2 △54,033 △5.8  195,003 6.4

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息及び 

受取配当金 
 2,324 649 7,320  

２ 受取家賃  5,100 ― 10,200  

３ 賃貸収入  3,750 ― 3,750  

４ 受取出向料  ― 1,514 ―  

５ その他  1,444 12,618 0.9 733 2,896 0.3 4,883 26,153 0.9

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  11,027 2,333 19,773  

２ のれん償却額  15,342 ― 15,342  

３ 持分法投資損失  117,748 10,376 131,456  

４ 地代家賃  97 ― ―  

５ その他  4,896 149,112 10.8 1,698 14,409 1.5 17,706 184,279 6.1

  経常利益又は 
経常損失(△) 

  △37,525 △2.7 △65,545 △7.0  36,877 1.2



㈱フォトニクス(7708)平成 20 年６月期中間決算短信 

 

 - 14 -  

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19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18年７月１日
至 平成19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
(％)

Ⅵ 特別利益     

１ 貸倒引当金 
  戻入益 

 1,906 554 4,665  

２ 持分変動利益  95,986 ― 128,813  

３ 投資育成有価証券 

  売却益 
 ― 83 ―  

４ その他  300 98,193 7.1 ― 638 0.1 1,100 134,579 4.4

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※４ 9,842 1,254 12,929  

２ 減損損失 ※５ 92,714 1,580 92,714  

３ 持分変動損失  ― 1,257 ―  

４ 貸倒引当金繰入額  75,000 88,424 122,470  

５ たな卸資産評価損  ― 48,849 ―  

６ 過年度役員退職慰労 

  引当金繰入額 
 ― 23,000 ―  

７ 原状回復費  ― ― 5,800  

８ 前期損益修正損  4,124 181,681 13.2 3,080 167,447 17.9 4,201 238,117 7.8

税金等調整前中間(当期)
純損失 

  121,013 △8.8 232,355 △24.8  66,660 △2.2

法人税、住民税及び事業税  38,281 22,749 79,865  

法人税等調整額  3,241 41,523 3.0 △11,885 10,863 1.2 △932 78,933 2.6

少数株主利益   △24,597 1.8 △4,900 △0.5  △42,978 △1.4

中間(当期)純損失   187,134 △13.6 248,119
△26.5

 188,571 △6.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 
前中間連結会計期間(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  △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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当中間連結会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 
 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年６月30日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 △863,079 ― 1,669,125 

中間連結会計期間中の変動額   

 資本剰余金取崩額  △962,956 962,956 ― 

 中間純損失  △248,119 △248,119 

自己株式の取得  △17,268 △17,268 

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) 

 △962,956 714,836 △17,268 △265,388 

平成19年12月31日残高(千円) 1,221,352 347,896 △148,243 △17,268 1,403,736 

 
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19年６月30日残高(千円) 3,129 3,129 2,536 142,786 1,817,577 

中間連結会計期間中の変動額   

 資本剰余金取崩額  ― 

 中間純損失  △248,119 

 自己株式の取得  △17,268 

 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) 

△5,946 △5,946 △440 △6,386 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△5,946 △5,946 △440 △271,775 

平成19年12月31日残高(千円) △2,817 △2,817 2,536 142,346 1,545,801 
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前連結会計年度(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 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18年６月30日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 △674,507 1,857,697 

連結会計年度中の変動額   

 当期純損失  △188,571 △188,571 

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) 

 △188,571 △188,571 

平成19年６月30日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 △863,079 1,669,125 

 
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 

連結会計年度中の変動額   

 当期純損失  △188,571 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

1,534 1,534 △14,221 △217,598 △230,285 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

1,534 1,534 △14,221 △217,598 △418,857 

平成19年６月30日残高(千円) 3,129 3,129 2,536 142,786 1,817,577 
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(4) 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18年７月１日
至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19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18年７月１日
至 平成19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 税金等調整前中間(当期) 
  純損失 

 △121,013 △232,355 △66,660

２ 減価償却費  17,125 6,978 36,935
３ のれん償却額  26,258 9,307 34,084
４ 退職給付引当金の増加(△減
少)額 

 1,745 △21 3,438

５ 役員退職慰労引当金の増加額  ― 27,100 ―
６ 賞与引当金の増加額  ― 684 ―
７ 貸倒引当金の増加額  73,137 83,528 78,312
８ 受取利息及び受取配当金  △2,324 △649 △7,320
９ 支払利息  11,027 2,333 19,773
10 持分法投資損失  117,748 10,376 131,456
11 持分変動利益  △95,986 ― △128,813
12 持分変動損失  ― 1,257 ―
13 固定資産除売却損  9,842 1,254 12,929
14 減損損失  92,714 1,580 92,714
15 前期損益修正損  4,124 3,080 4,201
16 投資有価証券売却益  △100 ― △900
17 投資育成有価証券売却益  ― △83 ―
18 受取家賃  ― ― △10,200
19 為替差損益  △3 393 △15
20 株式交付費  1,449 ― 1,449
21 原状回復費  ― ― 5,800
22 たな卸資産評価損  ― 48,849 ―
23 自己株式取得費  ― 129 ―
24 売上債権の(△増加)減少額  153,479 △70,038 269,050
25 投資育成有価証券売上原価  71,239 98,674 289,431
26 たな卸資産の(△増加)減少額  △78,631 28,719 △206,451
27 仕入債務の増加(△減少)額  △43,611 △56,156 △47,596
28 前渡金の(△増加)減少額  △101,220 ― △55,759
29 未収・未払消費税等の増減額  △7,038 17,023 △10,997
30 その他  △72,476 8,830 20,094

小計  57,487 △9,201 464,958
31 利息及び配当金の受取額  2,334 6,518 2,103
32 利息の支払額  △9,906 △2,136 △19,446
33 法人税等の支払額  △101,760 △27,249 △155,051
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △51,844 △32,068 292,563

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の純減(△純増)  △10,260 264 △390
２ 新規子会社株式の取得 
  による支出 

 △20,250 ― △20,250

３ 連結範囲の変更を伴う子会社 
  株式の売却による減少 

 ― ― △493,040

４ 有形固定資産の取得 
  による支出 

 △260,487 △1,878 △308,484

５ 無形固定資産の取得 
  による支出 

 △6,839 △290 △21,121

６ 投資有価証券の取得 
  による支出 

 △44,168 △70,000 △104,018

７ 投資有価証券の売却 
  による収入 

 2,415 ― 10,785

８ 投資育成有価証券の 
  取得による支出 

 ― △20,112 ―

９ 貸付による支出  △291,541 △84,000 △293,541
10 その他  △30,850 20,096 △16,103
投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △661,983 △155,919 △1,246,165
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19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18年７月１日
至 平成19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 有形固定資産の割賦支払 
による支出 

 △377 ― △377

２ 短期借入金の純増(△純減)  431,044 △53,336 108,336

３ 長期借入れによる収入  150,000 50,000 150,000

４ 長期借入金の返済 
による支出 

 △33,596 △840 △71,254

５ 新株予約権の発行による収入  2,136 ― 2,536

６ 少数株主への株式の発行 
  による収入 

 248,550 16,000 248,550

７ 投資育成有価証券の売却 
  による収入 

 ― 1,134 ―

８ 少数株主からの株式の取得 
  による支出 

 △58,086 △22,000 △58,086

９ 自己株式の取得による支出  ― △17,397 ―
財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 739,672 △26,439 379,705

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 3 △393 15

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額 

 25,847 △214,821 △573,880

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 1,285,617 711,736 1,285,617

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 1,311,464 496,914 711,736
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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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１ 連結の範囲に関す
る事項 

 

(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。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)は株式を一部
売却したことにより、持分法適
用関連会社へ変更しておりま
す。 
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。 
(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。 

(1)連結子会社の数  5社 
主要な連結子会社の名称  
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。 
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。 
 
 
 
 
 
 
(2)非連結子会社  なし 
前連結会計年度において非連結
子会社でありました株式会社ナ
ノテックインダストリーズは、
株式を全て売却したことによ
り、非連結子会社から除外して
おります。 

(1)連結子会社の数  5社 
連結子会社の名称  

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。株式会社ナノテ
ックス及び株式会社インネク
スト(旧社名㈱フォトニクスソ
リューション)は株式を一部売
却したことにより、持分法適用
関連会社へ変更しております。
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。 
 
(2)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、当期純
損益及び利益剰余金（持分に見
合う額）等は、いずれも連結財
務諸表に重要な影響を及ぼして
いないためであります。 

２ 持分法の適用に関
する事項 

(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。
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)は株式を一部売却したこと
により、持分法適用関連会社へ
変更しております。 
 
 
(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。 

(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 ナノテックス 
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。
株式会社インネクストは株式を
全て売却したことにより、持分
法適用関連会社から除外してお
ります。 
 
 
 
 
 
(2)持分法を適用しない非連結
子会社    なし 
前連結会計年度において非連
結子会社でありました株式会
社ナノテックインダストリー
ズは、株式を全て売却したこと
により、非連結子会社から除外
しております。 
 

(1)持分法適用関連会社の数
３社 
持分法適用関連会社の名称 
株式会社 ナノテックス 
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。
株式会社ナノテックス及び株式
会社インネクスト(旧社名㈱フ
ォトニクスソリューション)は
株式を一部売却したことによ
り、持分法適用関連会社へ変更
しております。 
(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 
 株式会社ナノテックインダス
トリーズは、当期純損益及び利
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。 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

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。 

同左 連結子会社の決算日は、連結決
算日と一致しております。 

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 

(1) 有価証券 
その他有価証券（投資育成目
的を含む） 
時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
時価のないもの 

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)      ― 
 

(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、原材料及び
貯蔵品 
・・・ 同左 

② 仕掛品 
・・・ 同左 

(3) たな卸資産 
① 商品、製品、原材料及び
貯蔵品 
・・・ 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 5年～40年 
機械及び装置 5～11年

(1) 有形固定資産 
① 建物（附属設備を除く） 

平成19年4月1日以降に
取得したもの 

   定額法 
  上記以外 
   旧定額法 
② その他の有形固定資産 

平成19年4月1日以降に
取得したもの 

   定率法 
上記以外 
 旧定率法 

主な耐用年数 
   建物  ５年～40年 
   機械及び装置 

２年～４年 
工具、器具及び備品 

３年～15年 

(1) 有形固定資産 
 ① 建物（附属設備を除く）

平成19年4月1日以降に
取得したもの 

   定額法 
  上記以外 
   旧定額法 
 ② その他の有形固定資産 

平成19年4月1日以降に
取得したもの 

   定率法 
上記以外 
 旧定率法 
主な耐用年数 

   建物  ５年～40年 
   機械及び装置 

  ２年～４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 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

(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 

(ハ) 重要な引当金の
計上基準 

(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。 

 ― (3) 役員退職慰労引当金 
 連結子会社株式会社オー・
エヌ・シーの役員の退職慰労
金の支払に備えるため、内規
に基づく中間連結会計期間末
要支給額を計上しておりま
す。 

― 

(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 

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
純資産及びのれん未償却残高
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 

 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
純資産及びのれん未償却残高
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純
資産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 

(ホ) 重要な外貨建の
資産又は負債の
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 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

(ト) 重要なヘッジ会
計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 
金利スワップは特例処理の
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 
借入金の金利変動リスクを
回避する目的で金利スワッ
プ取引を行っており、ヘッジ
対象の識別は個別契約毎行
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。 

― (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 
借入金の金利変動リスクを
回避する目的で金利スワッ
プ取引を行っており、ヘッジ
対象の識別は個別契約毎行
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。 

(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 
株式交付費 
支出時に全額費用として処
理しております。 
なお、株式交付費について
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。 

 
 

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。 
なお、株式交付費について

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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― ― 
 
 
 
 
 

(減価償却の方法の変更) 
当連結会計年度より、法人税法の
改正に伴い、平成19年4月１日以降
取得の有形固定資産については、改
正法人税法に規定する償却方法に
より、減価償却費を計上しておりま
す。この変更による損益に与える影
響はありません。 

 

表示方法の変更 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19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。 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間末まで、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示していた「投資有価証券」（前中間

連結会計期間末43,360千円）、「投資育成関係会社有価

証券」（前中間連結会計期間末62,911千円）及び「長期

貸付金」（前中間連結会計期間末17,663千円）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。 

 

 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間まで、特別利益の「その他」に

含めて表示していた「投資有価証券売却益」（前中間連

結会計期間100千円）は、特別利益の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しております。 
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追加情報 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― (有形固定資産の減価償却方法) 
 当中間連結会計期間より平成19年
3月31日以前取得の有形固定資産に
ついては、償却可能限度額まで償却
が終了した翌年から5年間で均等償
却する方法によっております。 
 この変更による損益に与える影響
は軽微であります。 

― 

 (役員退職慰労引当金) 
 当中間連結会計期間より、連結子
会社株式会社オー・エヌ・シーでは、
役員の退職慰労金の支出に備えて、
内規に基づく当中間連結会計期間末
要支給額を役員退職慰労引当金とし
て計上しております。 
 これは同社において、役員退職慰
労金支給に関する内規が整備された
ことを機に期間損益の適正化及び財
務の健全性を図ることを目的に行っ
たものであり、当中間連結会計期間
発生額4,100千円は販売費及び一般
管理費へ過年度分相当額23,000千円
は特別損失に計上しております。 
 これにより、従来に比べ営業損失
および経常損失は4,100千円、税金等
調整前中間純損失は27,100千円増加
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18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年６月30日) 

※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  40,553千円 

 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産  35,128千円 

 

※２ 担保資産 

定期預金 10,000千円 

建物(投資不

動産を含む) 
43,483千円 

土地(投資不

動産を含む) 
182,775千円 

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     ― 

 

※２      ― 

※３ 受取手形割引高 24,029千円 

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 

※３ 受取手形割引高 1,694千円 

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  2,465千円 

※３ 受取手形割引高 115,988千円

 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、当連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の連結会計期間末日満期手形

が連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

   受取手形   1,187千円 

割引手形   6,814千円 

４ 偶発債務 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 222,845千円 

計 222,845千円 
 

４ 偶発債務 

保証先 保証債務金額

㈱SPC 222,180千円

計 222,180千円
 

 ４ 偶発債務 

保証先 保証債務金額

㈱SPC 184,776千円

㈱ナノテックス 326千円

計 185,102千円
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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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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173,341 

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780,000

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98,6

74千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289,

431千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 
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
千円
千円
千円
千円
千円
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 
顧問料 
旅費交通費 
役員退職慰労引当金
繰入額 
賞与引当金繰入額 
貸倒引当金繰入額 

91,213
85,082
29,387
24,385
4,100

684
671

千円
千円
千円
千円
千円

千円
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 
賞与引当金繰入額 
のれんの当期償却額 

228,302
276,981
10,746
4,425
178

17,470
18,741

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

 

※４ 固定資産除却損の内訳 

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
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

工具、器具及び備品 1,254 千円

   計 1,254 千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 7,785 千円
建物等解体費用 4,460 千円
工具、器具及び備品 683 千円

   計 12,929 千円
 

※５ 減損損失 

   当中間連結会計期間におい

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。 

※５ 減損損失 

   当中間連結会計期間におい

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 

事務機

器 

備品 1,580

合計   1,580

(2)減損損失を認識するに至った経

緯 

 高機能繊維事業の縮小により、使

用頻度が極端に低くなったこと及

び今後の利用計画がないため、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。 

※５ 減損損失 

   当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) 

前中間連結会計期間(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 ― ― 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。 

   

３ 配当に関する事項 
   該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 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 自己株式に関する事項 
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) ― 823 ― 823

(注)普通株式の自己株式の増加823株は、平成19年9月27日開催の株主総会で決議した自己株式の取得によるものでありま

す。 

 
 
３ 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 ― ― ― ― ― ― 2,536

合計 5,490 ― ― 5,490 2,536

(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。 

   

４ 配当に関する事項 
   該当事項はありません。 
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前連結会計年度(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 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） 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 
当連結 

会計年度末 

当中間連結
会計期間
末残高 

（千円） 

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 2,536

合計 5,490 ― ― 5,490 2,536

 
３ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 
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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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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
  

 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19年12月31日)

現金及び預金 509,287千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△12,372千円

現金及び現金同等物 496,914千円
  

 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19年6月30日)

現金及び預金 724,373千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△12,637千円

現金及び現金同等物 711,736千円
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(リース取引関係) 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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 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)
工具、
器具及
び備品 

2,626 765 1,860

ソフト
ウェア 3,873 1,129 2,744

合計 6,500 1,895 4,604

  

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

21,500 19,708 1,791

工具、
器具及
び備品

46,626 40,770 5,855

ソフト
ウェア 3,873 645 3,228

合計 72,000 61,124 10,875

  

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 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年以内 1,577千円 

 １年超 3,230千円 

  合計 4,808千円 

  

② 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 7,679千円 

 １年超 4,034千円 

  合計 11,713千円 

  

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 3,029千円 

 減価償却費 
 相当額 

2,631千円 

 支払利息相当額 246千円 

  

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 37,959千円 

 減価償却費 
 相当額 

33,687千円 

 支払利息相当額 1,148千円 

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法

によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 
前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) 子会社及び関連会社株式 62,911

(2) その他有価証券 

① 非上場株式 15,000

計 77,911

 

当中間連結会計期間末(平成19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 21,813 19,440 △2,373

計 21,813 19,440 △2,373

 

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) 子会社及び関連会社株式 185,022

(2) その他有価証券 

① 非上場株式 

② 非上場内国債券 

61,240

70,000

計 316,262

 

前連結会計年度末(平成19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 21,813 27,100 5,286

計 21,813 27,100 5,286
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２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
 

連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 子会社及び関連会社株式 268,297

(2) その他有価証券 

① 非上場株式 73,240

計 341,537

  
(デリバティブ取引関係) 

  前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。 

 

  当中間連結会計期間末(平成 19 年 12 月 31 日) 

   該当事項は、ありません。 

 

  前連結会計年度末(平成 19 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。 
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 (ストック・オプション等関係) 

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

１ 当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  該当事項はありません。 

 

２ ストック・オプションの内容 

子会社 

決議年月日 平成18年6月26日 

付与対象者の区分及び人数(名) 子会社取締役     1名 

子会社従業員    18名 

外部パートナー    1名 

株式の種類及び付与数(数) 普通株式  634株 

付与日 平成18年7月21日 

権利確定条件 新株予約権の割当を受けた者は権利行使時において、役員、従業

員の地位であることを要する。 

対象勤務期間 平成18年7月21日～平成21年7月20日 

権利行使期間 平成18年7月21日から 

平成21年7月20日まで 

権利行使価格(円) 50,000

付与日における公正な評価単価(円) 4,000

(注) ストック・オプションを発行している子会社は株式会社オー・エヌ・シーであり、その権利行使により発行する株式

は当該子会社の株式であります。 

   なお、当該子会社は非上場であります。 

 
当中間連結会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 
   該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 

１ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  該当事項はありません。 

 

２ ストック・オプションの内容 

子会社 

決議年月日 平成19年6月18日 

付与対象者の区分及び人数(名) 子会社取締役     2名 

子会社従業員    20名 

株式の種類及び付与数(数) 普通株式  840株 

付与日 平成19年6月29日 

権利確定条件 新株予約権の割当を受けた者は権利行使時において、役員、従業

員の地位であることを要する。 

対象勤務期間 平成19年6月29日～平成21年7月1日 

権利行使期間 平成21年7月1日から 

平成28年6月30日まで 

権利行使価格(円) 55,000

付与日における公正な評価単価(円) 4,000



㈱フォトニクス(7708)平成 20 年６月期中間決算短信 

 

 - 35 -  

(注) ストック・オプションを発行している子会社は株式会社オー・エヌ・シーであり、その権利行使により発行する株式

は当該子会社の株式であります。 

   なお、当該子会社は非上場であります。 
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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 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 62,735 766,128 139,414 1,232,656 48,648 1,281,304

営業利益又は営業損失

(△) 
68,295 29,612 △16,574 △112,963 191,585 159,955 (60,987) 98,968

 
(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。 

 
当中間連結会計期間(自 平成 19 年 7月 1 日 至 平成 19 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 

4,933 3,374 23,446 731,781 173,341 936,876 ― 936,876

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替高 

― 900 ― 60,911 ― 61,811 (61,811) ―

計 4,933 4,274 23,446 792,693 173,341 998,688 (61,811) 936,876

営業費用 4,658 4,576 28,273 802,292 156,486 996,286 (5,377) 990,909

営業利益又は営業損失

(△) 
274 △302 △4,826 △9,599 16,854 2,401 (56,434) △54,033

 
(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・・・精密機器、半導体及び液晶製造関連機器 
(2) 光計測装置事業・・・・・・光学計測機器 
(3) 電子機器事業・・・・・・・電子部品等機器 
(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(5,377千円)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 18 年７月１日 至 平成 19 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 

486,577 195,749 179,958 1,406,052 780,000 3,048,337 ― 3,048,337

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替高 

― 3,972 1,798 92,509 ― 98,280 (98,280) ―

計 486,577 199,722 181,756 1,498,561 780,000 3,146,617 (98,280) 3,048,337

営業費用 369,373 144,731 210,511 1,608,918 414,755 2,748,289 105,043 2,853,333

営業利益 
又は営業損失（△） 

117,203 54,990 △28,754 △110,357 365,244 398,327 (203,324) 195,003
 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

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

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（105,043千円）の主なものは、管理部門にか
かる費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(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。 

当中間連結会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 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 18 年７月１日 至 平成 19 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。 

当中間連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日)において海外売上高が連結売上高の10％未

満であるため、記載を省略しております。 

前連結会計年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年6月30日) において海外売上高が連結売上高の10％未満で

あるため、記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 
 

 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日)

1株当たり純資産額       31,646円98銭       26,965円13銭 31,685円89銭 

1株当たり中間純利益又は
中間（当期）純損失 
(△) 

    △3,545円83銭     △4,714円06銭 △3,573円06銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間（当期） 
純利益 

― ― ― 

（注）1.前中間連結会計期間及び前連結会計年度はストックオプション(新株引受権)等を発行しておりますが、1株当たり中

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18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度末 

(平成19年６月30日) 

中間連結貸借対照表の純

資産の部の合計額 

2,133,076千円 1,545,801千円 1,817,577千円

普通株式に係る純資産額 1,670,200千円 1,400,919千円 1,672,254千円

中間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

2,536千円

142,346千円

2,536千円

142,786千円

普通株式の発行済株式数 52,776株 52,776株 52,776株

普通株式の自己株式数 ―株 823株 ―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 51,953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18年７月１日
至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日
至 平成19年６月30日)

中間純利益又は中間（当期）純
損失(△) 

△187,134千円 △248,119千円 △188,571千円

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(△) 

△187,134千円 △248,119千円 △188,571千円

普通株式の期中平均株式数 52,776株 52,634株 52,776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 

― ― ―

中間（当期）純利益調整額 ― ― ―

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 ― ― ―

普通株式増加数 ― ― ―

 
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
④連結子会社の新株予
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  634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
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(重要な後発事象) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 平成20年2月18日開催の取締役会

決議に基づき、当社は、保有する持

分法適用関連会社である株式会社ナ

ノテックスの全株式を平成20年2月

19日に売却いたしました。 

１ 相手会社名及び条件： 

・日本ライトン株式会社 

売却価額197,613千円、売却益

12,590千円（株式数5,630株を１

株35,100円にて売却。売却益は

見込み） 

２ 売却後出資比率：0.0％ 

― 
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５. 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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  478,376 410,480 613,849 

２ 売掛金  82,652 10,781 10,530 

３ 貯蔵品  ― 79,839 67,938 

４ 短期貸付金  737,092 296,262 394,859 

５ 未収入金  188,966 ― ― 

６ その他 ※3 11,998 22,739 20,538 

貸倒引当金  △257,911 △9,346 △1,632 

流動資産合計  1,241,175 67.4 810,756 61.1 1,106,083 69.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1  

(1) 建物  12,724 8,874 9,497 

(2) その他  1,297 374 436 

有形固定資産合計  14,022 9,248 9,934 

２ 無形固定資産   

(1) 特許権  ― 1,172 1,257 

(2) その他  1,391 689 689 

無形固定資産合計  1,391 1,862 1,946 

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  ― 72,010 2,950 

(2) 関係会社株式  30,000 20,000 20,000 

(3) 投資育成関係会社 
有価証券 

 541,764 239,375 246,558 

(4) 投資育成有価証券  ― 20,000 30,000 

(5) 長期未収入金  ― 280,103 278,585 

(6) 長期貸付金  ― 620,896 459,145 

(7) 長期前払費用  510 381 423 

(8) その他  26,828 11,065 7,915 

投資損失引当金  ― △20,000 ― 

貸倒引当金  △12,982 △737,719 △574,960 

投資その他の資産合計  586,120 506,113 470,617 

固定資産合計  601,534 32.6 517,224 38.9 482,498 30.4

資産合計  1,842,709 100.0 1,327,980 100.0 1,588,581 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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 未払金  8,537 6,624 6,482 

２ その他  8,911 5,721 10,083 

流動負債合計  17,449 0.9 12,345 0.9 16,565 1.0

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  988 832 737 

２ その他  948 443 826 

固定負債合計  1,936 0.1 1,276 0.1 1,563 0.1

負債合計  19,385 1.0 13,621 1.0 18,129 1.1

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  1,221,352 1,221,352 1,221,352 

 ２ 資本剰余金  1,310,852 347,896 1,310,852 

 ３ 利益剰余金  △710,262 △238,267 △962,956 

 ４ 自己株式  ― △17,268 ― 

   株主資本合計  1,821,942 98.9 1,313,712 98.9 1,569,248 98.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

 1,381 646 1,203 

   評価・換算差額等合計  1,381 0.1 646 0.1 1,203 0.1

   純資産合計  1,823,324 99.0 1,314,359 99.0 1,570,452 98.9

   負債純資産合計  1,842,709 100.0 1,327,980 100.0 1,588,581 100.0
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(2) 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(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 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年７月１日 
至 平成19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  341,141 100.0 176,261 100.0  811,429 100.0

Ⅱ 売上原価 ※2  162,063 47.5 209,798 119.0  608,163 74.9

売上総利益又は 
売上総損失(△) 

  179,077 52.5 △33,537 △19.0  203,266 25.1

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  106,619 31.3 114,132 64.8  218,815 27.0

営業利益又は 
営業損失(△) 

  72,457 21.2 △147,669 △83.8  △15,548 △1.9

Ⅳ 営業外収益 ※3  9,209 2.7 6,377 3.6  18,384 2.2

Ⅴ 営業外費用 ※4  18,346 5.4 309 0.2  20,407 2.5

経常利益又は 
経常損失(△) 

  63,321 18.5 △141,601 △80.4  △17,571 △2.2

Ⅵ 特別利益 ※5  1,996 0.6 83 0.1  2,453 0.3

Ⅶ 特別損失 ※6  92,714 27.2 96,274 54.6  264,496 32.6

税引前中間(当
期)純損失 

  27,395 △8.1 237,792 △134.9  279,614 △34.5

法人税、住民税及
び事業税 

  475 0.1 475 0.3  950 0.1

中間(当期)純損
失 

  27,870 △8.2 238,267 △135.2  280,564 △34.6
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(3) 中間株主資本等変動計算書 
前中間会計期間(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
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当中間会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19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  

 資本剰余金取崩額 △1,310,852 347,896 △962,956 

 中間純損失  

 自己株式の取得  

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) 

△1,310,852 347,896 △962,956 

平成19年12月31日残高(千円) 1,221,352 ― 347,896 347,896 

 
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
自己株式 株主資本合計 

平成19年６月30日残高(千円) 1,000 100,000 △1,063,956 △962,956 ― 1,569,248 

中間会計期間中の変動額    

資本剰余金取崩額  962,956 962,956  ― 

 中間純損失  △238,267 △238,267  △238,267 

 自己株式の取得  △17,268 △17,268 

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) 

 724,688 724,688 △17,268 △255,536 

平成19年12月31日残高(千円) 1,000 100,000 △339,267 △238,267 △17,268 1,313,712 

 
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19年６月30日残高(千円) 1,203 1,203 1,570,452

中間会計期間中の変動額  

資本剰余金取崩額  ―

 中間純損失  △238,267

 自己株式の取得  △17,268

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△557 △557 △557

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△557 △557 △256,093

平成19年12月31日残高(千円) 646 646 1,314,359
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前事業年度(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 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18年６月30日残高(千円) 1,221,352 1,310,852 1,310,852 

事業年度中の変動額  

事業年度中の変動額合計(千円)  

平成19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18年６月30日残高(千円) 1,000 100,000 △783,391 △682,391 1,849,813 

事業年度中の変動額   

 当期純損失  △280,564 △280,564 △280,564 

事業年度中の変動額合計(千円)  △280,564 △280,564 △280,564 

平成19年６月30日残高(千円) 1,000 100,000 △1,063,956 △962,956 1,569,248 

 
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

事業年度中の変動額  

 当期純損失  △280,564

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△391 △391 △391

事業年度中の変動額合計(千円) △391 △391 △280,956

平成19年６月30日残高(千円) 1,203 1,203 1,570,452
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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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(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： 

…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（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 

 同左 

(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 

…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 たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

― 貯蔵品 

 総平均法による原価法 

貯蔵品 

同左 

３ 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 

 ① 建物（附属設備を除く）

  平成19年4月1日以降

に取得したもの 

   定額法 

  上記以外 

   旧定額法 

 ② その他の有形固定資

産 

  平成19年4月1日以降

に取得したもの 

   定率法 

  上記以外 

   旧定率法    

主な耐用年数 

   建物15年～ 40年 

  工具、器具及び備品

3年～ 15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

 自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５年

以内)に基づく定額法に

よって減価償却を実施し

ております。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

(2) 無形固定資産 

  定額法 

 自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５年

以内)に基づく定額法に

よって減価償却を実施し

ております。 

 (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  
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項目 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

４ 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、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 

  

  (3) 投資損失引当金 
関係会社株式等の実質
価額の下落による損失に
備えるため、投資先の財
政状態等を勘案した損失
負担見込額を計上してお
ります。 

 

５ 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 

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。 

(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 

同左 

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

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

７ 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 
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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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

 

 

 

 

― (減価償却の方法の変更) 
当事業年度より、法人税法の改正

に伴い、平成19年4月１日以降取得の

有形固定資産については、改正法人

税法に規定する償却方法により、減

価償却費を計上しております。この

変更による損益に与える影響はあり

ません。 

 

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

― （中間貸借対照表） 

前中間会計期間末まで、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示していた「投資有価証券」（前中間会

計期間末3,250千円）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 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― (有形固定資産の減価償却方法) 
 当中間会計期間より平成19年3月
31日以前取得の有形固定資産につい
ては、償却可能限度額まで償却が終
了した翌年から5年間で均等償却す
る方法によっております。 
 この変更による損益に与える影響
は軽微であります。 

― 
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注記事項 
(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度末 
(平成19年６月30日) 

※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
19,043千円

  

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
18,357千円

 

２ 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。 

２ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 222,180千円

㈱PCF 22,066千円

計 244,246千円

主に金融機関からの運転資金借入

及び設備リースに対する保証であ

ります。 

２ 偶発債務（債務保証） 

保証先 保証債務金額 

㈱SPC 184,776千円

㈱ナノテックス 326千円

㈱PCF 115,552千円

計 300,654千円

主に金融機関からの運転資金借入

に対する保証であります。 

※３ 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。 

※３ 消費税等の取扱い 

    同左 

※３ 消費税等の取扱い 

― 
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(中間損益計算書関係) 
 
 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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173,341

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780,000

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209,

184千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606,

733千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 5,367千円
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び配

当金 

6,192千円

 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び受

取配当金 

14,406千円

賃貸収入 3,750千円
 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 24千円

のれん償却額 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 

自己株式取得費 129千円

棚卸減耗損 102千円

貸倒引当金繰入

額 

78千円

 

※４ 営業外費用の主要項目 

支払利息 25千円

のれん償却 15,342千円

特許関連費用 3,250千円
 

※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 

83千円

 

※５ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入

益 

2,243千円

 

※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 

棚卸資産評価損 43,097千円

貸倒引当金繰入

額 

33,176千円

投資損失引当金

繰入 

20,000千円

 

※６ 特別損失の主要項目  

貸倒引当金繰入

額 

158,845千円

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。 

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 686千円

無形固定資産 84千円
 

７ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,966千円

無形固定資産 108,403千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 
前中間会計期間(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。 

 
当中間会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) ― 823 ― 823

(注)普通株式の自己株式の増加823株は、平成19年9月27日開催の株主総会で決議した自己株式の取得によるものでありま

す。 

 
前事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19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。 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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 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中間

期末残高相当額 

― 

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 21,500 19,708 1,791
工具器具
備品 44,000 40,333 3,666

合計 65,500 60,041 5,458
 

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 未経過リース料中間期末残高相

当額 

― 

② 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 6,161千円 

 １年超 ―千円 

  合計 6,161千円 
 

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 2,081千円 

 減価償却費 
 相当額 

1,819千円 

 支払利息相当額 42千円 
 

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 34,754千円 

 減価償却費 
 相当額 

30,416千円 

 支払利息相当額 819千円 
 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末(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 中間貸借対照表計上額 

(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

 

当中間会計期間末(平成 19 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 中間貸借対照表計上額 

(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 ― ― ―

(2) 関連会社株式 86,375 197,050 110,674

計 86,375 197,050 110,674

 

前事業年度末(平成 19 年６月 30 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    

(1) 子会社株式 ― ― ― 

(2) 関連会社株式 114,507 416,188 301,681

計 114,507 416,188 301,681

 
(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。 
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(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 平成20年2月18日開催の取締役会

決議に基づき、当社は、保有する持

分法適用関連会社である株式会社ナ

ノテックスの全株式を平成20年2月

19日に売却いたしました。 

１ 相手会社名及び条件： 

・日本ライトン株式会社 

売却価額197,613千円、売却益

111,237千円（株式数5,630株を

１株35,100円にて売却。） 

２ 売却後出資比率：0.0％ 

― 

 

 
６. その他 

該当事項はありません。 

 


