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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第2四半期 723 ― △142 ― △251 ― △266 ―
20年6月期第2四半期 936 △32.1 △54 ― △65 ― △248 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第2四半期 △5,136.52 ―
20年6月期第2四半期 △4,714.06 ―

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

21年6月期第2四半期 1,641 1,029 53.7 17,003.09
20年6月期 2,003 1,315 57.2 22,119.30

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  880百万円 20年6月期  1,145百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― ― ―
21年6月期 ― ― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 1,390 △32.1 △380 ― △535 ― △585 ― △11,294.74

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載しております業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、通期の連結業績予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予
想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会
計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第2四半期  52,776株 20年6月期  52,776株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  982株 20年6月期  982株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  51,794株 20年6月期第2四半期  52,634株
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当第２四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、米
国サブプライムローン問題から波及した金融不安が世界的に拡大し、自動車・工作機械・半導体・液晶な
どあらゆる市場の設備投資が減少し、個人消費の低迷や雇用不安を招き景気減速が強くなり、先行き不透
明な状況となってまいりました。 
 当企業グループが属する電子業界においても、自動車産業の生産・設備投資減少の影響を強く受け、ま
た半導体・液晶業界の設備投資減少も顕著となり、さらに個人消費の低迷によるデジタル家電製品の出荷
減少により予断を許さない状況であります。当企業グループは、このような中、投資先企業の各事業活動
の精査を行い、経営資源の選択と集中に注力いたしました。しかしながら、半導体・液晶業界の設備投資
案件が先送りとなった影響や関連会社において見込んでいた自動車関連や工作機械関連部品の受注が大幅
に減少いたしました。そのため、関連会社において業績不振に伴う有形固定資産の多額な減損処理を行っ
た結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は391百万円、営業損失は67百万円、経常損失は161百万円、
四半期純損失は183百万円となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績  

①光計測装置事業 
当第２四半期連結会計期間においては、光学計測装置のソフトウェアなどを受注し、売上高は、2百万
円、営業利益は2百万円となりました。 
②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、大手電機メーカーをはじめとし
た優良企業であり、安定した売上・収益を計上しております。この結果、売上高は388百万円、営業損失
は8百万円となりました。 
③ASPサービス関連事業 
ASPサービス関連事業は、主に専門学校向けにコミュニケーションツールとしてASPサービスを提供してお
り、徐々に導入校が増えております。当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より独立した事業として
おり、売上高1百万円、営業損失は7百万円となりました。 
④その他 
超精密計測センサ事業、電子機器事業及び投資育成事業については、当第２四半期連結会計期間において
の収益計上はございませんでしたが、様々な案件を有しており今後に向け活動を行っております。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,641百万円であり前連結会計年度より362百万円減少してお
ります。また、負債は76百万円減少し611百万円となり、純資産は285百万円減少し1,029百万円となって
おります。これは主に四半期純損失を266百万円計上したことによるものであります。 
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、313百万円であり第１四半期連結会計期
間末と比べ59百万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) 
当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は79百万円となりました。これは主に税金
等調整前四半期純損失を190百万円計上いたしましたが、持分法投資損失96百万円、減損損失18百万円な
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) 
当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は57百万円となりました。これは主に保険
積立金の解約による16百万円などの増加があったものの、貸付金の増加による82百万円などの支出による
ものであります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は76百万円となりました。これは主に短期
借入金の増加による80百万円などであります。 

  

 平成21年6月期の連結業績予想につきましては、平成21年2月12日付の「特別損失の発生及び業績予想
の修正に関するお知らせ」で発表いたしました連結業績予想に変更はありません。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債及び純資産の状況 

(2)キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法  
 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
①税金費用の計算  
 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 なお、当第２四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第２四半期連
結累計期間(平成20年７月１日から平成20年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する内閣府令」」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第
５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 
②第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産の
評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）に変更しております。 
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。  
③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(平成19年３月30日 企業会計基準委員会
企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(平成19年３月30日 企業会計基
準委員会 企業会計基準適用指針第16号)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期
連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から同会計
基準及び適用指針を適用しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。  
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
④収益の計上基準の変更  
 第１四半期連結会計期間から、連結子会社である株式会社オー・エヌ・シーにおいて機械装置販売に
おける収益計上基準を、従来の出荷基準から、検収基準に変更しております。これは同社において、当
該機械装置販売の割合が増してきたこと及び顧客の検収期間が長くなってきたことなどを契機として、
より適切な期間損益計算を行うためのものであります。  
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

  

有形固定資産の耐用年数の変更  
 第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税改正に伴い、機械装置について耐用年数の変更を
行っております。  
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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

(追加情報) 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 325,604 532,697

受取手形及び売掛金 417,110 639,406

たな卸資産 104,138 80,855

その他 40,108 48,470

貸倒引当金 △2,188 △35,191

流動資産合計 884,774 1,266,237

固定資産   

有形固定資産 170,673 178,177

無形固定資産   

のれん 56,937 66,681

その他 1,586 1,311

無形固定資産合計 58,524 67,993

投資その他の資産   

長期貸付金 332,683 259,045

その他 342,787 348,992

貸倒引当金 △148,388 △117,101

投資その他の資産合計 527,082 490,935

固定資産合計 756,279 737,106

資産合計 1,641,054 2,003,344
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 138,751 249,367

短期借入金 311,586 250,000

未払法人税等 4,578 16,214

その他 55,741 66,883

流動負債合計 510,657 582,465

固定負債   

長期借入金 41,919 59,549

退職給付引当金 7,789 7,537

役員退職慰労引当金 33,800 31,570

その他 17,304 7,028

固定負債合計 100,814 105,684

負債合計 611,472 688,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,221,352 1,221,352

資本剰余金 347,896 347,896

利益剰余金 △669,039 △402,998

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 880,408 1,146,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 249 △802

評価・換算差額等合計 249 △802

新株予約権 2,536 2,536

少数株主持分 146,388 167,010

純資産合計 1,029,582 1,315,193

負債純資産合計 1,641,054 2,003,344
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 723,733

売上原価 502,052

売上総利益 221,681

販売費及び一般管理費 364,465

営業損失（△） △142,783

営業外収益  

受取利息 3,611

保険返戻金 10,024

その他 3,020

営業外収益合計 16,656

営業外費用  

支払利息 2,392

持分法による投資損失 111,085

その他 12,285

営業外費用合計 125,763

経常損失（△） △251,890

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,722

退職給付引当金戻入額 141

特別利益合計 1,863

特別損失  

減損損失 18,831

投資有価証券評価損 11,583

その他 6,658

特別損失合計 37,074

税金等調整前四半期純損失（△） △287,101

法人税、住民税及び事業税 1,460

法人税等調整額 △1,897

法人税等合計 △437

少数株主損失（△） △20,622

四半期純損失（△） △266,040
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 391,707

売上原価 276,678

売上総利益 115,028

販売費及び一般管理費 182,885

営業損失（△） △67,856

営業外収益  

受取利息 2,162

保険返戻金 10,024

その他 2,044

営業外収益合計 14,231

営業外費用  

支払利息 1,267

持分法による投資損失 96,129

その他 10,583

営業外費用合計 107,981

経常損失（△） △161,606

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,670

退職給付引当金戻入額 141

特別利益合計 1,811

特別損失  

減損損失 18,831

投資有価証券評価損 11,583

その他 141

特別損失合計 30,556

税金等調整前四半期純損失（△） △190,351

法人税、住民税及び事業税 4,545

法人税等調整額 △1,897

法人税等合計 2,647

少数株主損失（△） △9,701

四半期純損失（△） △183,297
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △287,101

減価償却費 8,558

減損損失 18,831

のれん償却額 9,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,717

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,682

退職給付引当金の増減額（△は減少） 252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,230

受取利息及び受取配当金 △3,611

支払利息 2,392

為替差損益（△は益） 12,110

持分法による投資損益（△は益） 111,085

投資有価証券評価損益（△は益） 11,583

保険返戻金 △10,024

訴訟関連損失 6,629

売上債権の増減額（△は増加） 221,214

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,283

仕入債務の増減額（△は減少） △120,435

未払又は未収消費税等の増減額 3,033

その他 △25,639

小計 △70,828

利息及び配当金の受取額 3,466

利息の支払額 △2,391

法人税等の支払額 △10,147

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,901

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 85

有形固定資産の取得による支出 △19,902

投資有価証券の取得による支出 △5,100

貸付けによる支出 △218,034

貸付金の回収による収入 55,961

保険積立金の解約による収入 16,492

その他 △532

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,029

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000

長期借入金の返済による支出 △6,043

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,956

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △207,007

現金及び現金同等物の期首残高 520,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 313,302
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、当第２四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第２四半期連結

累計期間(平成20年７月１日から平成20年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則等の一部を改正する内閣府令」」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号の

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

当企業グループは、前連結会計年度に149百万円の営業損失を計上し、当第2四半期連結累計期間にお
いても142百万円の営業損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて
も前連結会計年度は103百万円のマイナス、当第２四半期連結累計期間は79百万円のマイナスを計上し
ております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在しておりま
す。 
 当企業グループは当該状況を解消すべく、前連結会計年度より推し進めている事業の精査による経営
資源の集中、コスト削減を強化し、今後１年間の 重要課題として既存事業の収支改善を図ってまいり
ます。特に金属加工事業のコスト削減を徹底し、当第２四半期連結累計期間よりスタートさせているガ
ラス加工事業の営業活動に注力してまいります。当該事業は、タッチパネルなど中長期に亘り市場拡大
が見込める分野をターゲットとして捉えており、将来を有望視しております。 
 また、上記に加え新規投資育成先の発掘活動を精力的に行い、当企業グループ発展のため成長性の高
い事業及び安定的に収益を生み出す事業などを獲得するべく鋭意努力してまいります。その他、今後1
年間の事業資金の確保につきましては、新規投資や収支改善の遅れなどによる資金需要に備えて保有株
式や不動産などの資産売却などを検討しております。 
 したがって、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響を
四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日)   (単位：千円) 
  

 
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、半導体及び液晶製造関連機器 

光計測装置事業………光学計測機器 

電子機器事業…………電子部品等機器 

電子材料その他事業…電子材料、不動産賃貸等 

ASPサービス関連事業…ASPサービス、広告関連 

投資育成事業…………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 

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（81,819千円）の主なものは、管理部門にか

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

ASPサービ

ス関連事

業

投資育成

事業
計

消去又は 

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に

対する売上高
775 2,905 ― 717,441 2,611 ― 723,733 ― 723,733

(2)セグメント

間の内部売上高

又は振替高

― 4,167 ― 603 ― ― 4,771 （4,771) ―

計 775 7,072 ― 718,045 2,611 ― 728,505 （4,771) 723,733

営業費用 861 5,521 ― 739,832 21,759 19,280 787,256 79,260 866,517

営業利益又は営

業損失（△）
△86 1,551 ― △21,787 △19,147 △19,280 △58,751 (84,032) △142,783
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かる費用であります。 

4.事業区分の変更 

従来、ASPサービス関連は、電子材料その他事業に含めておりましたが、当該事業区分の割合が増加しており今

後もこの傾向が予想されるため、当第１四半期連結累計期間より「ASPサービス関連事業」として区分表示する

ことに変更いたしました。この結果、従来の方法と比較して、電子材料その他事業の売上高は、2,611千円減少

し、営業損失は19,147千円減少しております。また、ASPサービス事業については、それぞれ同額増加しており

ます。 

5.収益の計上基準の変更  

第１四半期連結会計期間から、電子材料その他事業に区分されている連結子会社である株式会社オー・エヌ・

シーにおいて機械装置販売における収益計上基準を、従来の出荷基準から、検収基準に変更しております。こ

れは同社において、当該機械装置販売の割合が増してきたこと及び顧客の検収期間が長くなってきたことなど

を契機として、より適切な期間損益計算を行うためのものであります。この変更に伴う損益に与える影響はあ

りません。 
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【所在地別セグメント情報】 
当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日) 

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】 
当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日) 
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。 

  

該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年７月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 936,876 100

Ⅱ 売上原価 615,543 65.7

   売上総利益 321,333 34.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 375,366 40.1

   営業損失 54,033 △5.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び受取配当金 649

 ２ 受取出向料 1,514

 ３ その他 733 2,896 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2,333

 ２ 持分法投資損失 10,376

 ３ その他 1,698 14,409 1.5

   経常損失 65,545 △7.0

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 554

 ２ 投資育成有価証券売却益 83 638 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 1,254

 ２ 減損損失 1,580

 ３ 持分変動損失 1,257

 ４ 貸倒引当金繰入額 88,424

 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 前期損益修正損 3,080 167,447 17.9

   税金等調整前中間純損失 232,355 △24.8

   法人税、住民税及び事業税 22,749

   法人税等調整額 △11,885 10,863 1.2

   少数株主利益 △4,900 △0.5

   中間純損失 248,119 △26.5

- 12 -

㈱フォトニクス(7708)　平成21年６月期第２四半期決算短信



(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純損失 △ 232,355

 ２ 減価償却費 6,978

 ３ のれん償却額 9,307

 ４ 退職給付引当金の増加(△減少)額 △ 21

 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 83,528

 ８ 受取利息及び受取配当金 △ 649

 ９ 支払利息 2,333

 10 持分法投資損失 10,376

 11 持分変動損失 1,257

 12 固定資産除売却損 1,254

 13 減損損失 1,580

 14 前期損益修正損 3,080

 15 投資育成有価証券売却益 △ 83

 16 為替差損益 393

 17 たな卸資産評価損 48,849

 18 自己株式取得費 129

 19 売上債権の(△増加)減少額 △ 70,038

 20 投資育成有価証券売上原価 98,674

 21 たな卸資産の(△増加)減少額 28,719

 22 仕入債務の増加(△減少)額 △ 56,156

 23 未収・未払消費税等の増減額 17,023

 24 その他 8,830

    小計 △ 9,201

 25 利息及び配当金の受取額 6,518

 26 利息の支払額 △ 2,136

 27 法人税等の支払額 △ 27,249

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 32,068
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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)

区分 金額(千円)

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) 264

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △ 1,878

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △ 290

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △ 70,000

 ５ 投資育成有価証券の取得による支出 △ 20,112

 ６ 貸付による支出 △ 84,000

 ７ その他 20,096

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 155,919

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増(△純減) △ 53,336

 ２ 長期借入れによる収入 50,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 840

 ４ 少数株主への株式の発行による収入 16,000

 ５ 投資育成有価証券の売却による収入 1,134

 ６ 少数株主からの株式の取得による支出 △ 22,000

 ７ 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 △ 26,439

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 393

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △ 214,821

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 711,736

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 496,914
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(3) 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19年７月１日 至 平成19年12月31日) 

 
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、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…………電子部品 

 電子材料その他事業…電子材料、不動産賃貸 

 投資育成事業…………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 

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（5,377千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。 

  

超精密計測
光計測装置

事業
電子機器事

業
電子材料 投資育成

計(千円)

消去又は

連結(千円)
センサ事業 (千円) (千円) その他事業 事業 全社(千円)

(千円) (千円) (千円)

Ⅰ売上高及び
営業損益

売上高

(1) 外部顧客
に対する 4,933 3,374 23,446 731,781 173,341 936,876 ― 936,876

売上高

(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
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