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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,144 △21.0 △1,129 ― △1,140 ― △3,217 ―
20年3月期 5,245 △33.8 △988 ― △2,206 ― △9,713 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △32.96 ― △161.3 △20.4 △27.2
20年3月期 △168.65 ― △160.0 △22.1 △18.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  1,190百万円

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3月期 3,695 659 17.6 6.75
20年3月期 7,493 3,601 44.5 34.19

（参考） 自己資本   21年3月期  652百万円 20年3月期  3,337百万円

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

21年3月期 168 △170 230 268
20年3月期 △4,613 △1,526 5,685 65

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想） ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

1,800 △24.1 △260 ― △250 ― △180 ― △1.84

通期 4,200 1.4 △125 ― △130 ― 30 ― 0.30
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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) 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（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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）１株あたり純利益（連結)の算定の基礎となる株式数については、45ページ「1株あたり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 97,615,022株 20年3月期 97,615,022株
② 期末自己株式数 21年3月期  888株 20年3月期  888株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 0 ― △875 ― △815 ― △4,147 ―
20年3月期 328 10.0 △786 ― △715 ― △9,286 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △42.48 ―
20年3月期 △161.24 ―

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3月期 1,836 1,354 72.3 13.62
20年3月期 6,334 5,491 86.3 56.03

（参考） 自己資本 21年3月期  1,329百万円 20年3月期  5,469百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変
化等により上記数字と異なる場合があります。 
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①当連結会計年度に関する分析 

 当連結会計年度における国内外の経済状況については、米国におけるサブプライムローン問題に端を

発した世界的な金融危機が、世界中の株式市場の急激な下落や外国為替市場における大幅なドル安とな

ったことなどにより、実体経済に大きく影響を与え、設備投資の抑制、企業収益の減少、更には個人消

費の大幅な落ち込み等により、日本を含めた世界経済は深刻な状況が続いています。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、グループの企業経営を早期に達成する為に精

密光学機器事業・機器販売事業・プリント基盤事業の事業の改善に引き続き注力してきましたが、特に

プリント基盤事業においては業績改善の兆しが見えてきております。投資事業部門においては、前期か

ら継続して、株式市場を中心とする金融市場全般の投資環境の推移をみながら慎重に事業を選定しなが

ら事業改善の基盤構築を推し進めておりますが、市場の低迷も影響し、投資有価証券評価損や債権に関

する評価損などにより多額の特別損失を計上するにいたりました。 

 また、不採算事業からの撤退及び金融部門の再編成並びに投資損失の拡大を防ぐ為、平成20年６月30

日付で関連会社であったエス・ジェイ・オメガ株式会社株式を売却し、平成20年９月30日付で関連会社

であった株式会社ＵＳＳひまわりグループ株式を売却し、また平成21年２月27日付で関連会社であった

株式会社ＡＴＳ（旧商号：株式会社ＴＴＧホールディングス）株式を売却し、それぞれ関連会社として

該当しなくなり、当社グループから除外しております。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,144百万円、営業損失1,454百万円、経常損失1,466百

万円、当期純損失3,217百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 精密光学機器事業においては、当連結会計年度において光学顕微鏡「ＵＷＺシリーズ」や高精度非接

触段差測定器「ＤＨ２」といった新製品の販売を開始しました。原油高騰による原材料の高騰は一巡し

ましたが、依然景気悪化による取引先企業の設備投資意欲の減退や中止による受注控えやコストや品質

の対する意識の高まりといった影響が大きく起因した結果、光学測定機器及び工業用顕微鏡の売上が低

下し、前年同期比31.7％減の654百万円となりました。 

 機器販売事業においては、第３四半期中にて収益性が見込めないと判断したコンピュータ・サプライ

商品の販売から撤退した影響により、売上高は34.5％減の605百万円となりました。しかしながら、収

益性の高い磁気メディア製品単独の売上増加が牽引し、収益力は向上しております。 

 プリント基盤事業においては、世界的な半導体業界の低迷や外国為替市場の影響が大きい中、台湾国

内から海外へ取引先をシフトし、事業改善の為の受注確保、営業努力を継続してまいりました。当会計

連結会計年度において、昨年度における不採算事業からの撤退及び積極的なリストラの効果が現れてお

り、この結果売上高は3.9％増の3,154百万円となり、売上増加および利益改善を達成するに至っており

ます。 

 投資事業においては、上場企業を中心に事業のシナジー性を考えながら事業展開できる企業への投資

スタンスを方針を軸としながらも、世界的な株式市場の低迷や急激に変化する状況を受け、市場動向を

慎重に勘案した結果当連結会計年度においては投資縮小し、投資案件の売却を行いませんでした。その

結果、売上高は99.9％減の32千円となりました。 

   

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 所在地セグメント業績は次のとおりであります。 

 日本においては、当連結会計年度中は業務代行サービス事業から撤退したこと、投資事業活動につい

て事業基盤の構築を 優先とするとともに市場環境を勘案した結果、ほとんどおこなっていなかったこ

とから、前年同期比42.9減の1,260百万円となりました。 

 アジアにおいては、プリント基盤事業における取引先の受注が堅調であったことから、前年同期比

3.9％増の3,154百万円となりました。 

  

②次期の見通し 

 今後の国内経済につきましては、世界的な経済危機による内需および外需の停滞等、景気の牽引材料

に乏しく、先行きに不透明な状況が続くものと予想されます。 

 このような状況の下、精密光学機器事業においては、提携他社との協力体制を強化し、新製品の営業

活性化を図り、販売力の向上に努めることで売上高増加を目指してまいります。また、原材料の調達を

海外にシフトすることで世界経済動向の変動等の為替リスクを利用し売上原価圧縮による利益率向上を

実現するなどの事業改善を行って参ります。 

 機器販売事業においては、当連結会計年度にて仕入れ・販売から撤退したコンピュータ・サプライ商

品に変わる機器の検討を行うとともに、磁気メディアの新製品販売に注力してまいります。 

 プリント基盤事業においては、新規の発注及び取引先の開拓を推し進めるとともに、原材料の内作化

などによる原価圧縮やリストラクチャリングの継続による利益率の改善に注力してまいります。また、

精密光学機器事業・機器販売事業とのシナジー効果を発揮させる為に、グループ企業間での連携をより

強化し、共同にて事業開発・推進すべき事業基盤の構築を進めてまいります。 

 投資部門においては、金融サービス事業企業はすべて独立しており、今後は債権等の回収に努め、新

規案件についてはリスクを極小に抑えながら市場動向等を慎重に検討した上で実行してまいります。 

 これらのことより、グループ全体での営業面の改善・改革や投資・債権の回収を更に推し進めること

により、収益力と財務力を改善していく所存であります。次期の業績見通しにつきましたは、連結売上

高4,200百万円、連結営業利益△125百万円、連結経常利益△130百万円、連結当期純利益30百万円をそ

れぞれ見込んでおります。 
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①財政状態の変動状況 

 当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度に比べ3,797百万円減少し、3,695百万円となりま

した。負債は、前連結会計年度末に比べ855百万円減少し、3,035百万円となりました。純資産は、前連

結会計年度末に比べ2,942百万円減少し、659百万円となりました。 

 資産の主な減少要因といたしましては、債権価値の評価による貸倒引当金の増加、評価損経計上当に

よる営業用投資有価証券、投資有価証券の減少、不動産の売却があげられます。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ203百万円減少し、269百万円

となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは168百万円の減少（前年同期は4,613百万円の減少）となりまし

た。これは税金等調整前当期純損失3,454百万円による支出、貸倒引当金の増加2,108百万円、未収入金

の増加725百万円、営業用投資有価証券評価損498百万円、投資有価証券評価損347百万円などによるも

のであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは170百万円の減少（前年同期は1,526百万円の減少）となりまし

た。これは主に貸付による支出などによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは230百万円の増加（前年同期は5,685百万円の増加）となりまし

た。これは、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しています。 
       自己資本比率：自己資本／総資産 
       時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
       キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
       インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
    ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 
    ３．キャッシュ・フローは、営業活動におけるキャッシュ・フローを利用しています。 
        ４．有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし
           ています。  

当社は、安定した経営基盤確立を目指すとともに、株主の皆様の利益に貢献するため、内部留保及び

財務体質の強化を勘案し、業績や財務状況に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。 
  当期の剰余金の配当につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、誠に不本意ではございます

が、無配とさせていただきいと存じます。 

 株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒事情ご理解のうえ、ご了承賜りますようお願い申

し上げます。引き続き事業・経営の改善を達成し、業績の回復に全社をあげて対処し、早期に復配でき

ますよう努力してまいります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 68.3 65.4 44.5 17.6

時価ベースの自己資本比率 54.0 59.7 34.1 58.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、今後起こり得る様々な要因により経営成績及び財政状態に大きな影響を受ける可能

性があります。当社グループの事業展開上のリスク要因となると考えられる主要な事項を以下に記載し

ております。 

  

  ①事業環境に関するリスク 

  (ⅰ) 資金調達及び投資環境のリスク 

 当社グループは、事業に必要な資金調達を金融機関からの間接金融から、直接金融へとその

割合を増やしており、株式市況の変動により資金調達に影響が出る可能性があります。また、Ｍ＆

Ａを主体とした投資活動を進めていく上で、投資先の業績や株式市況の動向などにより、事業活動

に影響が出る可能性があります。 

  (ⅱ) 設備投資動向への依存 

 当社グループの主力事業である精密光学機器事業、プリント基板事業は、それぞれ通信業界の景

気、ＩＴ関連事業や研究機関の設備投資の状況など企業の投資動向に左右されやすく、経営成績に

影響を受ける可能性があります。 

  

  ②事業活動に関するリスク 

  (ⅰ) 投資事業におけるリスク 

 投資事業では、上場企業を中心に事業のシナジー性を考えながら事業展開できる企業への投資を

中心に行ってまいりました。今後も市場環境の変化を見極めながら当社グループがこれまで蓄積し

てきたノウハウを活かし、多岐に渡るポートフォリオを構築するなどリスク面にも配慮しながら投

資を行っていく考えであります。 

 しかしながら投資事業に関しましては、取引先の問題や市場環境の変化などが多大な影響を及ぼ

す可能性もあり、これらのリスクを十分に考慮したうえで投資事業を展開する必要があります。当

社が予想した以上に市場環境等が悪化した場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  (ⅱ) リストラの進捗に関するリスク 

 当社グループは、Ｍ＆Ａを主体として投資活動を行っておりますが、グループ化企業の中には、

財政状態や事業に問題を抱えている場合があります。このような諸問題のリストラが計画通り進行

しなかった場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響が出る可能性があります。 

  (ⅲ) 競争力のリスク 

 精密光学機器事業、プリント基板事業においては、原材料・部品・生産委託などの大部分を特定

の仕入先に依存しており、天災等を含めた仕入先の状況によって仕入価格の高騰、欠品の発生など

があった場合には、営業成績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。また、当グループの事

業は、特定の販売企業や国に対する取引高の依存度が高く、特定の取引企業の経済状況や、その国

の経済状況に著しい変動が生じた場合には、同様に営業成績と財政状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  (ⅳ) 新製品開発力及び開発投資負担 

 当社グループの事業は厳しい競争下にあり、新製品の発売や新規事業形態が常に求められてお

り、当社グループの業態に関わらず研究開発投資を継続する必要があります。しかしながら投資の

成果が十分に出ない場合や、顧客からの要求を達成出来なかった場合など経営成績に影響が出る可

(4) 事業等のリスク
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能性があります。 

  (ⅴ) 製品・サービスにおける欠陥の発生 

 当社グループの製品・サービスについては、品質保証体制を確立しておりますが、万一、欠陥が

生じたことにより顧客に損失をもたらした場合は、賠償責任等のコストの発生や、信用力低価によ

り経営成績と財政状況に影響を与える可能性があります。 

  (ⅵ) 人材確保 

 各事業は厳しい競争下にあり、優秀な人材の確保が求められております。事業を継続していく上

でこれらの人材の確保が必要ですが、人材の補充が困難である場合には今後の経営成績に影響が出

る可能性があります。 

  (ⅶ) 知的財産の保護に伴うリスク 

 当社グループは、製品・サービス及び開発に伴う知的財産の維持と保護に努めております。ま

た、製品・サービスの開発過程や他社製品を導入する場合には、第三者の知的財産を侵害しないよ

う努めております。しかしながら、万一、知的財産に関し訴訟を起すまたは起された場合は、当社

グループの営業成績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  (ⅷ) 新規事業展開のリスク 

 当社グループは、今後有望と思われる領域での新規事業の創出が望まれております。具体的に検

討している事業もありますが、新規事業に伴う投資発生及び事業費用の回収については変動要因が

多く、今後の経営成績に影響が出る可能性があります。 

  

  ③政治経済・災害などが及ぼすリスク 

  (ⅰ) 海外での事業展開 

 子会社である永兆精密電子股份有限公司は海外法人であり、海外の国情や為替変動の影響を受け

る恐れがあり、状況の変化によっては経営成績に影響が出る可能性があります。 

  (ⅱ) 自然災害等のリスク 

 自然災害等による大規模または長期の障害が発生した場合は、経営成績に影響を受ける可能性が

あります。 

  ④上場維持に関して 

 当社は、平成21年１月の月間平均上場時価総額が６億円未満となり、東京証券取引所有価証券上

場規程第601条第１項第４号aに該当いたしましたが、平成21年２月末に月間平均上場時価総額及び

月末上場時価総額が６億円以上となりました。なお株式会社東京証券取引所は、平成21年１月から

同年12月までの間、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第１項第４号aの基準を10億円から６

億円に変更しております。当社は、現在のところ上場廃止基準には該当しておりませんが、当社

は、事業の改善等を推進することにより業績の回復を図るとともに市場からの評価を向上させるこ

とによって上場時価総額６億円以上を維持し、かつ規程変更前の上場時価総額10億円を回復するこ

とで今後も株式会社東京証券取引所での上場を維持するよう努めてまいりますが、施策の実施状況

及び株式市場の動向に影響される当社株式の株価水準により上場時価総額が回復しない場合、上場

廃止基準への抵触により当社株式が上場廃止となる可能性があり、当社グループの経営成績及び株

価、株式の流動性について影響が生じる可能性があります。 
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 当社グループは、当社及び連結子会社２社により構成され、精密光学機器事業、機器販売事業、プリント

基盤事業を中心に、その他事業を営んでおります。 

 子会社のうち連結対象となるユニオン光学株式会社は、顕微鏡、測定器、半導体製造関連装置等の製造販

売、研究開発・保守サービス及びＯＡ機器及びサプライ品（磁気メディア）の販売を行っております。 

 また、永兆精密電子股份有限公司（台湾証券市場に上場）では、ＴＦＴ液晶用、ＰＣ周辺機器用及び通信

機器用のプリント基盤の開発・製造・販売を行っております。 

※ 事業の系統図は次のとおりであります。 

  

  ※平成20年６月30日付にて、関連会社であったエス・ジェイ・オメガ株式会社株式を売却し、関連会社に該当し

なくっております。 

平成20年９月30日付にて、関連会社であった株式会社ＵＳＳひまわりグループ株式を売却し、関連会社に該当

しなくなっております。 

平成21年３月31日付にて、関連会社であった株式会社ＡＴＳ（旧商号：株式会社ＴＴＧホールディングス）株

式を売却し、関連会社に該当しなくなっております。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、社名ユニオンを保つ言葉として「和」を規範とし、「人の和」、「社会の和」、「企業の

和」を経営の基本方針としております。 

 持株会社として、グループ各社の経営成績と密接に関連する当社の企業価値の向上を図ることととも

に、「和」を以て「人」「社会」「企業」を取り巻く環境の様々な変化に迅速に対応することにより、

今以上に社会に貢献できる企業グループとして、経営を推し進めてまいります。 

  

当社グループ全体としては、事業改善・改革及び経営効率の向上に伴う黒字化を早急に実現すること

が経営の 重要目標と考えております。第83期（平成22年３月期）には、グループ子会社である永兆精

密電子永兆精密電子股份有限公司の黒字化、ユニオン光学株式会社の事業改革による事業改善と営業利

益の創出をそれぞれ実現することを目標とし、第84期（平成23年３月期）にはグループ各社の黒字化を

達成させ、第85期（平成24年３月期）には連結売上高経常利益率10％以上を実現し早期の配当実施を目

指してまいります。 

  

当社は、持株会社として意思決定の迅速化、各事業の自主性の維持、グループとしての 適性とシナ

ジー効果を追求することにより、投下資本に対するリターンの 大化を目指しております。中長期的に

は業績の安定的な向上のために、当社グループとして効率的な経営戦略を遂行することを目標とし、効

果的な金融施策や子会社化戦略並びにシナジー効果が望める事業進出を目指し、グループ事業の安定化

及び拡充を推進してまいります。 

 中長期的な経営戦略は次の３つを柱として推進してまいります。 

① 経営の効率化・コーポレートガバナンス機能の強化 

当社グループを取り巻く社会状況、競争にいち早く対応しつつ、意思決定、戦略策定の迅速化を図

り、一括した経営資金管理や経営管理を行うべく経営の効率化を高めます。さらに、財務経理・金

融・企業再生・事業戦略提案といったコーポレートガバナンス機能の強化を図り、連結経営下での事

業投資の増加に対応できるように各種機能を進化させ、国内外の各拠点からの情報発信をより強固な

ものにすることによって、ビジネスチャンスの拡大を目指します。 

② 効果的な子会社戦略及び金融戦略 

現在のグループを構成している各事業強化のため効率的な投資を行い、グループ内外への投資や構

造改革を含め有効な投資戦略を推進いたします。また、投資資金の効率的な回収および利益還元を実

現するために、ポートフォリオの分散化、金融手法の多角化、早期の投資回収・撤退も即時に判断す

ること等によるリスクの 小化を前提とした金融戦略を実行してまいります。 

③ 新規事業の立ち上げの強化 

新規分野や新規事業の創生が望まれており、具体化すべき戦略を推し進めます。今後の収益の柱と

なる事業として、既存事業と親和性の高い分野（情報通信分野等）や世界的または社会的にニーズの

高い分野への参入を検討し、取り組んでまいります。また、新たな事業分野へ進出する為の直接的な

新規投資だけではなく、既存設備や人材を有効的に活用し、シナジー効果を充分に発揮することで、

利益率を 大化することを第一とした戦略展開を図る所存です。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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グループの企業価値を増大すべく、お客さま及び株主の皆さまの期待にこたえられるような経営を目

指す所存です。その達成のために、以下の課題に重点的に取り組んでまいります。 

① 経営力の強化を図り、利益を創出する体質へ 

企業環境の変化にいち早く対応すべく、意志決定の迅速化を図り、積極的な事業展開を行うべく経

営の効率を高めます。また、子会社の売上増進と利益を創出する体質への変換をすべく事業改善・改

革推進いたします。また、継続した経費の削減策や事業改善策の策定、グループ全体での意識向上に

努めること等により、競争力のある企業経営を遂行していまいります。 

 具体的な施策としては以下の通りであると考えています。 

（i）事業改革および安定化 

 Ａ 主幹事業の安定化と効率化 

当社グループの精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業においては、前連結会計年

度までの構造改革の事業再構築や、一部業務の縮小、利益効率を向上させるための取引先の見直し

等を行ってまいりましたが、これらの成果により、徐々に業績回復の兆しが見えてきております。

引き続き、基本コストの削減や営業力の強化などにより事業効率化を図るため、また急激な経済動

向の変化によるコスト変動や取引先の動向の変化に適切に対応できる事業環境を整備してまいりま

す。また、事業間のノウハウや営業協力といったシナジーの見直しを図ることで、グループ間での

事業効率向上を目指すための戦略本部昨強化および事業戦略の再検討を行ってまいります。 

Ｂ 投資事業の回復 

当連結会計期間開始時点での金融市場の状況や投資環境・取引先の状況から、当連結会計年度の

投資環境を更に保守的に捉え、投資の回収に力を入れてまいりましが、経済状況の悪化もあり、当

社予定していた回収を十分に実行することができませんでした。今後も新規投資につきましては、

投資環境を見極めながらポートフォリオを構築し、投資効率を十分に精査し慎重な判断をするとと

もに、投資回収について更に厳格に行い、事業の回復および資金回収に努めてまいります。 

（ii）経営の健全化 

   Ａ 資金調達および財務基盤の強化 

当社は、平成21年３月の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により資金調達を実施

する至りました。その後の当社必要資金の調達について、当該転換社債の割当先だけではなく、既

存の投資家・取引先との間で資金調達のための協議は継続しており、必要資金に対応する基盤を構

築しております。当面の資金繰りとしましては、保有固定資産、有価証券の売却及び一部債権の回

収を行います。さらに、当社グループとしましては、中長期的の資金調達について現在直接金融を

含めた、さまざまの手法を検討し、随時各関係者と協議を行っております。 

 財務基盤の強化において抜本的な対策として、基本コストの削減に努め、事業改善による事業キ

ャッシュ・フローや投資回収による資金充実化などにより財務基盤の強化を目指す考えでありま

す。 

Ｂ 資産の見直しおよび健全化 

今後継続した資産の健全性の確保に努めるべく、事業における棚卸資産を含む資産の見直し及び

早期の対応を行える基盤確保に努めます。優良債権や資産創出及び債権の早期回収・対応を行うこ

とで、リスクを低減し今後の経済状況に柔軟に対応できる経営基盤の構築を遂行いたします。 

(4) 会社の対処すべき課題
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② グループの組織再編の検討 

各事業・企業の自主性・独立性を維持しつつ、グループとしての事業効率の向上とシナジー効果の

創出を追求するために 適な事業組織に再編し、グループ戦略を構築してまいります。そのために、

適時に資本投下を実現できる財務基盤や金融戦略の安定化・強化を推し進めるとともに、外部企業と

のアライアンス等積極的に展開してまいります。 

  

③ 内部統制・コンプライアンスの強化 

リスク管理体制と法令遵守（コンプライアンス）体制の充実を図り、当社及び当社グループ運営に

おける経営の健全性を確保してまいります。また、平成21年３月期より、金融商品取引法により法制

化された財務報告に係る内部統制報告が義務付けられておりますが、当社グループとしましても、内

部統制機能や内部監査機能、情報管理機能の強化を図ってまいりました。今後も運用システムの整

備・改善を継続するとともに、外部機関との連携を保ちながら、内部統制及びコンプライアンスシス

テムの強化を推し進めてまいります。 

  

④ ＣＳＲ（企業の社会的責任）の強化 

ＣＳＲの重要性の高まりを強く意識するとともに、当社グループとしてのＣＳＲへの取り組みを強

化してまいります。企業経営の強化だけではなく、企業活動を通じた社会問題への取り組みを積極的

に展開すると共に、持続可能な社会の実現に貢献することで責任ある企業として、企業価値の向上を

目指します。 

  

  平成21年３月24日付で、当社代表取締役社長横濱豊行が代表取締役会長を務めるアン・エンタテイ

ンメント株式会社を割当先として第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。特別

利害関係人である横濱豊行は、発行取締役会決議に参加せず、また当社は割当先と利益相反防止等に関

する契約を締結しております。 

 また、アン・エンターテイメント株式会社と当社が保有する不動産を譲渡することで合意しておりま

す。 

  

  平成21年３月31日付で、安東光輝氏が当社の主要株主に該当しなくなりました。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 67,411 270,739 

受取手形及び売掛金 ※1, ※5 1,212,595 ※1, ※5 643,371 

営業投資有価証券 122,300 － 

たな卸資産 634,042 404,283 

短期貸付金 1,251,920 2,920 

未収入金 970,481 312,829 

未収収益 22,425 1,783 

その他 62,139 244,689 

貸倒引当金 △117,641 △131,417 

流動資産合計 4,225,674 1,749,200 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 850,506 ※1 751,056 

減価償却累計額 △318,629 △358,777 

建物及び構築物（純額） 531,877 392,279 

機械装置及び運搬具 ※1 3,138,273 ※1 2,616,200 

減価償却累計額 △2,887,509 △2,462,924 

機械装置及び運搬具（純額） 250,763 153,275 

土地 ※1 634,062 ※1 531,417 

その他 133,267 161,369 

減価償却累計額 △94,235 △88,479 

その他（純額） 39,032 72,890 

有形固定資産合計 1,455,735 1,149,862 

無形固定資産 9,474 5,766 

投資その他の資産 

投資有価証券 987,531 108,011 

関係会社株式 204,167 － 

関係会社社債 400,000 － 

固定化営業債権 2,229,766 1,360,016 

長期未収入金 450,000 1,098,227 

長期貸付金 2,640 39,720 

敷金及び保証金 133,652 40,302 

その他 512 870 

貸倒引当金 △2,629,766 △1,865,839 

投資その他の資産合計 1,778,504 781,309 

固定資産合計 3,243,713 1,936,938 

繰延資産 

株式交付費 23,898 9,736 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

繰延資産合計 23,898 9,736 

資産合計 7,493,286 3,695,874 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 ※5 699,884 ※5 665,107 

短期借入金 ※1 919,475 ※1 1,150,225 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 563,651 ※1 － 

未払金 681,599 305,399 
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未払法人税等 20,625 25,969 

賞与引当金 7,171 4,725 

その他 66,381 75,310 

流動負債合計 2,958,789 2,226,737 

固定負債 

社債 － 280,000 

退職給付引当金 236,103 207,238 

持分法適用に伴う負債 338,112 － 

負ののれん 340,079 321,696 

その他 18,455 296 

固定負債合計 932,750 809,231 

負債合計 3,891,540 3,035,968 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,820,606 5,477,874 

資本剰余金 1,943,757 － 

利益剰余金 △11,321,574 △4,830,933 

自己株式 △903 △903 

株主資本合計 3,441,885 646,037 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,008 17,292 

為替換算調整勘定 △102,875 △11,317 

評価・換算差額等合計 104,883 5,974 

新株予約権 21,642 7,894 

少数株主持分 243,102 － 

純資産合計 3,601,746 659,906 

負債純資産合計 7,493,286 3,695,874 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 5,245,805 4,414,428 

売上原価 ※2 4,825,500 ※2 3,981,261 

売上総利益 420,305 433,167 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 1,409,063 ※1, ※2 1,562,464 

営業利益 △988,758 △1,129,297 

営業外収益 

受取利息 67,916 41,390 

有価証券売却益 24,554 － 

固定資産評価損 19,271 18,382 

受取家賃 11,278 14,500 

受取利息及び配当金 5,308 － 

雑収入 49,342 29,760 

その他 3,500 30,962 

営業外収益合計 181,171 134,997 

営業外費用 

支払利息 92,080 85,532 

株式交付費償却 36,887 14,162 

匿名組合投資損失 1,190,795 17,226 

為替差損 71,641 2,591 

その他 7,227 27,077 

営業外費用合計 1,398,631 146,590 

経常利益 △2,206,217 △1,140,889 

特別利益 

投資有価証券売却益 7,354 

関係会社株式売却益 84,833 95,639 

固定資産売却益 ※3 3,353 ※3 1,783 

匿名組合投資利益 114,831 － 

その他 1,833 64,511 

特別利益合計 212,205 161,934 

特別損失 

投資有価証券売却損 － 938 

投資有価証券評価損 1,243,496 347,840 

有価証券評価損 1,590,200 － 

固定資産処分損 ※4 1,473 ※4 920 

固定資産除却損 ※5 9,639 ※5 23,117 

減損損失 99,171 

たな卸資産廃棄損 14,437 421 

たな卸資産評価損 209,738 7,049 

商品廃棄損 16,311 － 

事業整理損 258,600 － 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

役員退職慰労金 666 － 

貸倒引当金繰入額 3,143,367 1,994,427 

持分法による投資損失 637,769 － 

その他 18,051 1,500 

特別損失合計 7,143,752 2,475,383 

税金等調整前当期純利益 △9,137,764 △3,454,338 

法人税、住民税及び事業税 9,001 6,809 

法人税等調整額 716,405 － 

法人税等合計 725,407 6,809 
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少数株主利益 △149,714 △243,509 

当期純利益 △9,713,457 △3,217,637 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 17,090,134 12,820,606 

当期変動額 

新株の発行 2,014,723 － 

資本金から準備金への振替 △6,284,251 △7,342,731 

当期変動額合計 △4,269,528 △7,342,731 

当期末残高 12,820,606 5,477,874 

資本剰余金 

前期末残高 3,091,382 1,943,757 

当期変動額 

新株の発行 1,943,757 － 

資本準備金の取崩 △3,091,382 △1,943,757 

当期変動額合計 △1,147,625 △1,943,757 

当期末残高 1,943,757 － 

利益剰余金 

前期末残高 △11,128,329 △11,321,574 

当期変動額 

減資 6,284,251 7,342,731 

利益剰余金から資本剰余金への振替 3,091,382 1,943,757 

その他利益剰余金 144,578 － 

持分法の適用範囲の変動 － 421,789 

当期純利益 △9,713,457 △3,217,637 

当期変動額合計 △193,245 6,490,641 

当期末残高 △11,321,574 △4,830,933 

自己株式 

前期末残高 △881 △903 

当期変動額 

自己株式の取得 △22 － 

当期変動額合計 △22 － 

当期末残高 △903 △903 

株主資本合計 

前期末残高 9,052,306 3,441,885 

当期変動額 

新株の発行 3,958,480 － 

資本金から準備金への振替 － － 

資本準備金の取崩 － － 

連結子会社株式の取得による持分の増減 144,578 － 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

－ 421,789 

利益処分 △9,713,457 △3,217,637 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式の取得 △22 － 

当期変動額合計 △5,610,421 △2,795,848 

当期末残高 3,441,885 646,037 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △168,179 △2,008 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純 166,171 19,300 
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額） 

当期変動額合計 166,171 19,300 

当期末残高 △2,008 17,292 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △81,556 △102,875 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△21,318 91,557 

当期変動額合計 △21,318 91,557 

当期末残高 △102,875 △11,317 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △104,883 104,883 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ 110,858 

当期変動額合計 － 110,858 

当期末残高 104,883 5,974 

新株予約権 

前期末残高 24,241 21,642 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,599 △13,748 

当期変動額合計 △2,599 △13,748 

当期末残高 21,642 7,894 

少数株主持分 

前期末残高 245,525 243,102 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,423 △243,102 

当期変動額合計 △2,423 △243,102 

当期末残高 243,102 － 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 9,072,336 3,601,746 

当期変動額 

新株の発行 3,958,480 

連結子会社株式の売却による持分の増減 144,578 

持分法の適用範囲の変動 421,789 

その他 △9,713,457 △3,217,637 

自己株式の取得 △22 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 139,830 △145,992 

当期変動額合計 △5,470,590 △2,941,840 

当期末残高 3,601,746 659,906 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 △9,137,764 △3,454,338 

減価償却費 251,739 146,146 

投資有価証券売却損益（△は益） △7,354 938 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,243,496 347,840 

関係会社株式売却損益（△は益） △84,833 △95,639 

負ののれん償却額 － △18,382 

持分法による投資損益（△は益） 1,828,564 17,226 

持分変動損益（△は益） △114,831 － 

受取利息及び受取配当金 △67,916 △41,390 

支払利息 92,080 85,532 

売上債権の増減額（△は増加） 255,872 498,613 

たな卸資産の増減額（△は増加） 145,703 189,077 

未収入金の増減額（△は増加） △161,313 725,062 

仕入債務の増減額（△は減少） △259,719 38,517 

未払金の増減額（△は減少） 887,390 △361,741 

株式交付費償却 36,887 14,162 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,538 △13,341 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,054,631 2,108,411 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,828 △2,446 

未払費用の増減額（△は減少） △5,143 △5,696 

出資金運用損益（△は益） △5,308 － 

有価証券売却損益（△は益） △24,554 － 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,590,200 － 

固定資産処分損益（△は益） 1,473 20,904 

固定資産評価損 99,171 

事業整理損失 258,600 － 

その他の資産・負債の増減額 △218,547 △84,138 

小計 △4,569,276 214,490 

利息及び配当金の受取額 57,257 40,971 

利息の支払額 △88,879 △85,532 

法人税等の支払額 △12,370 △1,465 

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,613,269 168,463 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △598,519 － 

有価証券の売却による収入 461,429 － 

投資有価証券の取得による支出 △1,142,367 △19,889 

投資有価証券の売却による収入 2,856,287 200,000 

関係会社株式の売却による収入 － － 

貸付けによる支出 △4,660,800 △872,000 

貸付金の回収による収入 705,622 537,959 

敷金及び保証金の差入による支出 △22,919 △6,798 

敷金の回収による収入 － 83,010 

有形固定資産の取得による支出 △662,237 △105,847 

有形固定資産の売却による収入 802,815 13,800 

ゴルフ会員権の売却による収入 403,641 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

－ － 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 330,248 △626 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,526,797 △170,391 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
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株式の発行による収入 4,209,542 － 

短期借入れによる収入 478,967 368,156 

短期借入金の返済による支出 △600,381 △376,133 

長期借入金の返済による支出 △168,304 △54,810 

社債の発行による収入 － 280,000 

社債の償還による支出 － － 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － － 

株式の発行による支出 △26,633 － 

少数株主からの払込みによる収入 － － 

その他の支出 1,792,800 6,972 

その他 △22 6,358 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,685,966 230,544 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,675 △25,287 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △471,775 203,328 

現金及び現金同等物の期首残高 537,336 65,561 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

－ － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 65,561 ※1 268,889 
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当社グループは、前連結会計年度に3,794百万円の経

常損失及び10,735百万円の税金等調整前当期純損失を計

上しましたが、当連結会計年度においても2,206百万円

の当期経常損失を計上、7,143百万円の特別損失を計上

せざるを得なかったことにより、9,137百万円の税金等

調整前当期純損失を計上するに至りました。 

 当該状況により継続企業の前提において疑義を抱かせ

る状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、有利子負債の早期解消及び成

長戦略に資金を調達するための資本増強等を行い財務基

盤の強化を図ってまいりました。 

 しかしながら、精密光学機器事業・機器販売事業にお

いては、国内での景気動向の影響により受注が減少した

ことや新商品の貢献が次年度になったことにより、 終

的には売上が落ち込む結果となりました。また、プリン

ト基板事業の売上に関しては、利益率の改善を目的と

し、不採算事業からの撤退や取引相手の見直し等、人

的・事業的なリストラを推し進めた結果、リストラに係

る費用が発生いたしました。 

 その他事業といたしまして、金融サービス事業を営ん

でおりますが、金融市場の状況や取引先の状況等を考慮

した上で、事業のシナジーや人的資産の有効活用の観点

から金融グループを再編してまいりました。これら再編

に伴う費用に関して特別損失を計上した結果、当初の計

画を大幅に下回る成績となりました。 

 また、投資環境の急激な変化に伴い、リスク管理の厳

格化の観点と金融市場の状況を考慮した上で、保有株式

及び保有債権について精査を行った結果、貸倒引当金繰

入損や投資有価証券評価損、営業用投資有価証券評価損

等を計上せざるを得ないこととなりました。 

 当該事象を解消すべく、当社グループにおきましては

財務基盤の改善を 優先としております。今後に関しま

しても、営業の見直しやリストラの推進、グループ再編

による営業の効率化を行ってまいります。また、投資ス

タンスの見直しを行い、市況の変化に強いポートフォリ

オを構築してまいります。 

 また、利益計画に基づいて、これまでの拡大基調から

転換し、子会社２社を中心とした事業面での改善を図

り、これまでの投資に対する回収に力をいれ、財務強化

を進めることにより、かかる疑義は解消できると考えて

おります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映しておりません。 

 

 

  

―――――――――― 
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数  ２社

ユニオン光学㈱ 

永兆精密電子股份有限公司

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数  ２社

ユニオン光学㈱ 

永兆精密電子股份有限公司

(2)主要な非連結子会社の名称

該当事項はありません。

(2)主要な非連結子会社の名称

同左

２ 持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の関連会社数 ３社

㈱ＵＳＳひまわりグループ 

㈱ＴＴＧホールディングス 

エス・ジェイ・オメガ㈱

 従来、持分法適用関連会社であった日本テレネット

㈱は、㈱ＴＴＧホールディングスの子会社である㈱ア

ロートラストシステムズと合併したことにより、㈱Ｔ

ＴＧホールディングスの子会社となっております。 

 持分法適用関連会社であったGRANDPORT Co.,Ltd.は

合併を行ったことにより、当社の持分比率が減少した

ため関連会社の範囲から除外しております。 

 さらに、持分法適用関連会社であった㈱ＵＳＳひま

わり及び㈱ＵＳＳ証券は、企業再編に伴い関連会社に

該当しなくなっております。

２ 持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の関連会社数 ０社

 従来、持分法適用関連会社であった㈱ＵＳＳひまわ

りグループは、保有株式の売却により、当社の持分比

率が減少したため関連会社の範囲から除外しておりま

す。 

 また、持分法適用会社であった㈱ＴＴＧホールディ

ングスは、保有株式の売却により、当社の持分がなく

なったため関連会社の範囲から除外しております。 

 さらに、持分法適用関連会社であったエス・ジェ

イ・オメガ㈱は、保有株式の売却により、当社の持分

がなくなったため関連会社の範囲から除外しておりま

す。

(2)持分法の非適用会社  
 該当事項はありません。

(2)持分法の非適用会社
 同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

 連結子会社のうち、永兆精密電子股份有限公司の決算

日は12月31日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内で

あるため、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重

要な取引に関しては調整を行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

売買目的有価証券 

 決算期末日の市場価格に基づく時価法 

 （売却原価は総平均法により算定） 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算期末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、

売却原価は主として総平均法、一部連結子会

社では移動平均法により算定）

４ 会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

売買目的有価証券 

 同左

その他有価証券 

 時価のあるもの   

  同左

 時価の無いもの

主として総平均法、一部連結子会社では移動平

均法による原価法

 時価の無いもの 

  同左 

②たな卸資産 

 当社及びユニオン光学㈱ 

   a 製品、仕掛品 

   個別法による原価法 

  b 材料、貯蔵品 

   終仕入原価法による原価法

 永兆精密電子股份有限公司 

  a 商品 

   低価法 

  b 材料、貯蔵品 

   再取得原価法 

  c 製品、仕掛品 

   個別法による原価法

②たな卸資産  

  同左

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法
①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社

 建物（建物附属設備及び構築物は除く）

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定額法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定額法によっております。

 建物以外

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定率法によっております。

 永兆精密電子股份有限公司

政府規定の固定資産耐用年数又は評価に依拠した

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ８～31年

機械装置及び車両運搬具 ２～15年

その他 ２～20年

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法
①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社

 建物（建物附属設備及び構築物は除く）

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定額法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定額法によっております。

 建物以外

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定率法によっております。

 永兆精密電子股份有限公司

政府規定の固定資産耐用年数又は評価に依拠した

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ８～31年

機械装置及び車両運搬具 ２～15年

その他 ２～20年

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報） 

 当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、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。

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

②無形固定資産 

 定額法によっております。

 ただし、ソフトウェアは以下のとおりであります 

当社及び国内連結子会社 

 自社利用可能期間(５年) 

永兆精密電子股份有限公司 

 ３～６年による定額法

②無形固定資産 

  同左

(3)重要な繰延資産の処理方法
 株式交付費は提出会社では２年間の均等償却を行っ

ております。

(3)重要な繰延資産の処理方法
 同左

(4)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

 債権の貸倒に備えるために、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勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(4)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

  同左

②賞与引当金

 従業員に対する賞与支給額に備えるため、支給見

込額を計上しております。

②賞与引当金

  同左

③退職給付引当金

ユニオン光学㈱ 

 簡便法によっております。

永兆精密電子股份有限公司 

 従業員に対する退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金資産（退職

基金）に基づき計上しております。 

a.新制度（労働者定年退職金条例） 

 労働者定年退職金条例が平成17年７月１日より効

力発生し、新制度を選択した従業員に対して毎月の

給与の６％を退職基金として積み立てております。

b.旧制度（労働基準法） 

 労働基準法に定められた45ヶ月分を上限とし、毎

月給与総額の２％を退職基金として積み立てており

ます。  

 過去勤務債務については、15年による定額法で費

用処理しております。

③退職給付引当金

 同左

(5)収益の認識基準
 主に出荷基準によっております。 

 なお、売買目的有価証券のうち、時価のあるものを

売却した場合には、「営業用有価証券売却損益」とし

て、売却損益の純額を計上しております。時価のない

ものを売却した場合には、「営業用有価証券売上高」

として計上し、「営業用投資有価証券売上原価」とし

て、売却有価証券簿価、支払手数料、評価損等を計上

しております。

(5)収益の認識基準
 同左

(6)重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の
基準
 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。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めている。

(6)重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の
基準 
 同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ

ており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結

会計年度の費用として処理しています。

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税の会計処理

  同左

②営業用投資有価証券の会計処理

 Ｍ＆Ａ等の営業取引として営業投資目的にて取得し

た有価証券については、「営業用投資有価証券」とし

て流動資産に計上しております。 

 なお、当該投資により、一時的に営業投資先の意思

決定機関を支配している要件及び営業投資先に重要な

影響を与えている要件を満たすこともありますが、所

有目的が傘下に入れる目的ではなく、あくまで一時保

有であることから、当該営業投資先は子会社及び関連

会社に該当しないものとし、連結の範囲に含めておら

ず、また、持分法も適用しておりません。

②営業用投資有価証券の会計処理

  同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

 のれん及び負ののれんは20年で均等償却しておりま

す。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

  同左

７ 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期の到来する流動性の高い、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短期

的な投資。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  同左
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(7)【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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（有価証券の売却・評価による収入及び関連費用） 

 従来、営業外収益に「有価証券売却益」及び営業外費

用の「有価証券売却損」にそれぞれ含めて計上していた

流動資産の「有価証券」の売却に伴う売却損益につい

て、当連結会計年度よりその売却高、時価評価損益及び

取得原価は、「売上高」及び「売上原価」に売却損益の

純額を計上することに変更しております。この変更は、

当社グループの事業活動の成果である投資事業におい

て、当該取扱高の増大及び重要性の増加等に伴い、損益

区分及び取引実体をより適切に表示するために行うもの

であります。この結果、従来の方法によった場合に比べ

て当連結会計年度の売上総利益が258,799千円減少し営

業損失は258,799千円増加しておりますが、経常損失及

び税金等調整前当期純損失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。

 

  

――――――――――

 
――――――――――

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

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（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。 

 なお、陶芸変更が与える影響は軽微であります。 

 
 

――――――――――
（リース取引に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用して

おります。 

 なお、リース取引会計基準の改正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、引

き続き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。  

 これによる、営業損益、経常損益及び税金等調整前当

期純損益に与える影響はありません。 

 
 

――――――――――
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な

修正を行っております。。 

 これによる、営業利益、計上利益及び税金等調整前当

期純利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、軽微でありま

す。
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    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

【表示方法の変更】

【追加情報】
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 担保資産

 短期借入金409,800千円及び１年以内長期借入金

563,651千円に対して借入先に担保として供してい

る資産は次のとおりであります。

土地 509,914千円

建物及び構築物 468,855千円

機械装置 145,079千円

計 1,123,849千円
 

※１ 担保資産

 短期借入金376,432千円及び１年以内長期借入金

441,801千円に対して借入先に担保として供している

資産は次のとおりであります。

土地 414,935千円

建物及び構築物 294,343千円

計 709,278千円

※２ 偶発債務

 次の関係会社について、リース会社からのリース

債務に対し、債務保証を行っております。

  ㈱アロートラストシステムズ 22,207千円

※２ 偶発債務

 次の関係会社について、リース会社からのリース

債務に対し、債務保証を行っております。

  ㈱アロートラストシステムズ 16,877千円
※３ 受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 29,814千円

受取手形割引高 90,407千円

※３ 受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 1,427千円

受取手形割引高 72,575千円

※４  当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

 連結子会社（永兆精密電子股份有限公司）におい

ては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

華南銀行と当座貸越契約を締結しています。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約に基づく

借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 191,400千円

借入実行残高 58,219千円

差引額 133,180千円

※４  当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

 連結子会社（永兆精密電子股份有限公司）におい

ては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

華南銀行と当座貸越契約を締結しています。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約に基づく

借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 159,500千円

借入実行残高 123,295千円

差引額 36,205千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

給与 424,297千円

支払手数料 256,813千円

租税公課 94,659千円

役員報酬 75,038千円

支払運賃 70,788千円

法定福利費 57,626千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

給与 378,637千円

支払手数料 224,328千円

租税公課 49,287千円

役員報酬 83,516千円

支払運賃 12,299千円

法定福利費 55,029千円

※２ 販売費、一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費

研究開発費 51,799千円

※２ 販売費、一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費

研究開発費 30,205千円

※３ 固定資産売却益の内容

建物及び構築物 △390,842千円

土地 337,436千円

借地権 56,735千円

 計 3,353千円
 

※３ 固定資産売却益の内容

機械装置 1,586千円

その他 196千円

計 1,783千円

 

※４ 固定資産処分損の内容

工具器具備品 1,473千円
 

※４ 固定資産処分損の内容

工具器具備品 920千円

※５ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 5,992千円

その他（機械装置） 130千円

無形固定資産 3,517千円

 計 9,639千円

※５ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 18,011千円

その他（機械装置） 4,494千円

無形固定資産 611千円

計 23,117千円
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(注) １ 発行済株式数の増加の内訳は、次の通りであります。 

  第三者割当増資による新株の発行による増加  18,510,000株 

第３回新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 14,583,330株 

第４回新株予約権の権利行使による新株の発行による増加   900,000株 

第５回新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 17,600,000株 

２ 自己株式の増加116株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

 
(変動事由の概要)  

  第３回新株予約権の減少は、新株予約権の行使及び消却によるものであります。 
  第５回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 
  第５回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

  
  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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 当連結会計年度末

発行済株式数

 普通株式(株) 46,021,692 51,593,330 ― 97,615,022

自己株式

 普通株式(株) 772 116 ― 888

２ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

第３回新株予約権 普通株式 21,536 ― 21,536 ― ―

第５回新株予約権 普通株式 ― 20,160 17,600 2,560 1,536

ストックオプション 
としての新株予約権

― ― ― ― ― 20,106

合計 21,536 20,160 39,136 2,560 21,642

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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(変動事由の概要)  

  第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。
  ストックオプションとしての新株予約権の増加は、ストックオプションの新規発行によるものであります。 
  ストックオプションとしての新株予約権の減少は、既発行分の当社による取得・償却によるものであります。 
   
   

  
  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 当連結会計年度末

発行済株式数

 普通株式(株) 97,615,022 ― ― 97,615,022

自己株式

 普通株式(株) 888 ― ― 888

２ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

第１回無担保転換社
債型新株予約権付社
債

普通株式 ― 35,000 ― 35,000 280,000

第５回新株予約権 普通株式 2,560 ― ― 2,560 1,536

ストックオプション 
としての新株予約権

― ― 2,200 900 1,300 20,106

合計 2,560 37,200 900 38,860 301,642

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物

 現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表

の現金及び預金から別段預金1,850千円を控除した金額

と一致しております。

※１ 現金及び現金同等物

 現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表

の現金及び預金から別段預金1,850千円を控除した金額

と一致しております。

 ２ 重要な非資金取引の内容

 貸付金現物出資（デットエクイティスワップ）によ

る関係会社株式の取得

長期貸付金の減少額     280,000千円 

関係会社株式の増加額    280,000千円

  

―――――――――――
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) １ 当該事業区分の方法 

精密光学機器事業、機器販売事業、プリント基板事業、業務代行サービス事業、投資事業の５事業の種類に

より区分しております。 

   ２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容 

精密光学機器事業 

①顕微鏡・・・・・・倒立型金属顕微鏡、ズームマイクロスコープ、ＵＶレンズ群、その他各種顕微鏡 

②測定機・・・・・・測定顕微鏡、非接触段差測定機、非接触厚さ測定機、縮小寸法測定装置、 

          その他各種測定機 

③特殊機器・・・・・電子産業向各種光学装置、表面実装機、その他各種精密光学機器 

④ＯＥＭ光学機器・・半導体製造装置向け光学ユニット・機器 

機器販売事業 

①パソコン周辺機器の仕入販売 

②特殊用途の記憶装置の仕入販売 

プリント基板事業 

①ＴＦＴ液晶用及びＰＣ周辺機器用のプリント基板の開発・製造及び販売 

業務代行サービス事業 

①道路事情補償サービス業務代行 

②賃貸補償サービス業務代行 

投資事業 

①上場有価証券、非上場有価証券の売買取引 

   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（322,461千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

   ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,455,320千円）の主なものは、当社での余資運用資

金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

   ５ 当連結会計年度より投資事業を新たな事業セグメントとして記載しております。なお、会計処理の変更に記

載のとおり、「有価証券」の売却に伴う売却損益について、当連結会計年度よりその売却高、時価評価損益

及び取得原価は、「売上高」及び「売上原価」に売却損益の純額を計上することに変更しております。これ

により、「投資事業」の営業費用が258,799千円減少し、営業損失が同額増加しております。 

   ６ 前連結会計年度に㈱ＴＴＧホールディングスを持分法適用関連会社へ異動したことにより、電気通信設備工

事等建設事業及び情報システム事業は連結売上高から除外されております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

精密光学 
機器事業

  
(千円)

機器販売 
事業

  
(千円)

プリント基
板事業

  
(千円)

業務代行 
サービス 

事業
(千円)

  

投資事業
  

(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

957,716 924,062 3,035,521  227,504 101,000 5,245,805 ― 5,245,805

(2)セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ― ― ―

 計 957,716 924,062 3,035,521 227,504 101,000 5,245,805 ― 5,245,805

営業費用 1,120,425 950,710 3,117,009 286,351 437,605 5,912,102 322,461 6,234,563

営業損失 162,708 26,647 81,487 58,846 336,605 666,296 322,461 988,758

Ⅱ資産、減価 
 償却費及び 
 資本的支出

資産 359,824 447,237 3,108,603 ― 122,300 4,037,966 3,455,320 7,493,286

減価償却費 24,768 1,877 209,451 ― ― 236,096 15,643 251,739

資本的支出 4,503 ― 13,169 ― ― 17,672 646,009 663,682
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 当該事業区分の方法 

精密光学機器事業、機器販売事業、プリント基板事業、投資事業の４事業の種類により区分しております。

   ２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容 

精密光学機器事業 

①顕微鏡・・・・・・倒立型金属顕微鏡、ズームマイクロスコープ、ＵＶレンズ群、その他各種顕微鏡 

②測定機・・・・・・測定顕微鏡、非接触段差測定機、非接触厚さ測定機、縮小寸法測定装置、 

          その他各種測定機 

③特殊機器・・・・・電子産業向各種光学装置、表面実装機、その他各種精密光学機器 

④ＯＥＭ光学機器・・半導体製造装置向け光学ユニット・機器 

機器販売事業 

①パソコン周辺機器の仕入販売 

②特殊用途の記憶装置の仕入販売 

プリント基板事業 

①ＴＦＴ液晶用及びＰＣ周辺機器用のプリント基板の開発・製造及び販売 

投資事業 

①上場有価証券、非上場有価証券の売買取引 

   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（231,441千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

   ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（△1,121,765千円）の主なものは、当社での余資運用

資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

  

精密光学 
機器事業
(千円)

機器販売 
事業
(千円)

プリント基板
事業

(千円)

  

投資事業
(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

654,547 605,578 3,154,269 32 4,414,428 ― 4,414,428

(2)セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

 計 654,547 605,578 3,154,269 32 4,414,428 ― 4,414,428

営業費用 974,698 549,193 3,376,701 874,573 5,775,166 △231,441 5,543,725

営業利益 △320,150 56,384 △222,431 △874,541 △1,360,738 231,441 △1,129,297

Ⅱ資産、減価 
 償却費及び 
 資本的支出

資産 354,269 68,005 2,558,960 1,836,405 4,817,640 △1,121,765 3,695,874

減価償却費 8,417 921 119,527 116,481 245,348 ─ ─

資本的支出 26,967 11,594 83,762 4,990 127,314 ─ ─
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 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（322,461千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,455,320千円）の主なものは、当社での余資運用資

金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

４ 会計処理の変更に記載のとおり、「有価証券」の売却に伴う売却損益について、当連結会計年度よりその売

却高、時価評価損益及び取得原価は、「売上高」及び「売上原価」に売却損益の純額を計上することに変更

しております。これにより、「日本」の営業費用が258,799千円減少し、営業損失が同額増加しておりま

す。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 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（797,157千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（△797,157千円）の主なものは、当社での余資運用資

金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日 本 
(千円)

アジア
(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 2,210,283 3,035,521 5,245,805 ― 5,245,805

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,210,283 3,035,521 5,245,805 ― 5,245,805

営業費用 2,795,092 3,117,009 5,912,102 322,461 6,234,563

営業損失 584,809 81,487 666,296 322,461 988,758

Ⅱ 資 産 929,362 3,108,603 4,037,966 3,455,320 7,493,286

日 本 
(千円)

アジア
(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 1,260,158 3,154,269 4,414,428 ― 4,414,428

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,260,158 3,154,269 4,414,428 ― 4,414,428

営業費用 1,695,357 3,376,701 5,072,058 797,157 5,869,215

営業損失 435,198 222,431 657,630 797,157 1,454,787

Ⅱ 資 産 2,258,680 2,558,960 4,817,640 △797,157 3,695,875
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア…台湾、大韓民国、香港、マレーシア 

  (2) その他の地域…北米、中南米、欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア…台湾、大韓民国、香港、マレーシア 

  (2) その他の地域…北米、中南米、欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  該当事項はありません。 

３ 海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,138,513 100,659 3,239,173

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 5,245,805

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 59.8 1.9 61.8

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,154,269 128,805 3,283,074

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 4,414,428

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 71.4 2.9 74.4

(リース取引関係)
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１．資金の貸付に関しては、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。 

２．その他取引に関しては、一般の取引条件と同様に決定しております。 
  

(注) １．オメガプロジェクト・ホールディングス㈱については、平成20年１月に関連当事者でなくなったため、平成

20年１月16日までの取引金額及び残高を記載しております。 

２．㈱ＵＳＳひまわりについては、平成20年３月に関連当事者でなくなったため、平成20年３月末までの取引金

額及び残高を記載しております。 

３．㈱ユーロアジアマネジメント（旧社名㈱ＵＳＳフィナンシャルグループ）については、平成20年３月に関連

当事者でなくなったため、平成20年３月末までの取引金額及び残高を記載しております。 

４．㈱ＵＳＳ証券については、平成20年１月に関連当事者でなくなったため、平成20年１月末までの取引金額を

記載しております。 

５．㈱ＵＳＳ投資顧問については、平成20年３月に関連当事者でなくなったため、平成20年３月末までの取引金

額を記載しております。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の 
名称

住所
資本金 

(百万円)
事業の内容

議決権等の
所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼務等
事業上
の関係

主要株主
(法人)

オメガプロジ
ェクト・ホー
ルディングス
㈱(注１)

東京都
千代田
区

4,896

映像関連事
業、レ ジ ャ
ー事業等を
営む会社の
支配・管理

(所有)
直接9.0%

(被所有)
なし

兼任
２名

なし

短期貸付 610,800 短期貸付金 385,000

債権の売却 326,326

債権の購入 125,250

固定資産の購入 165,000

２ 子会社等

属性
会社等の 
名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼務等
事業上
の関係

関連会社
㈱ＴＴＧホー
ルディングス

東京都
品川区

3,517
子会社の支
配・管理

直接20.8%
兼任
３名

なし
社債の返済 50,000 関係会社社債 400,000

短期貸付 80,000

関連会社
㈱ＵＳＳひま
わりグループ

東京都
港区

401
商品先物取引
事業

直接31.1% なし なし
増資の払込 500,000

― ―関係会社株式
の売買

240,000

関連会社
㈱ＵＳＳひま
わり(注２)

東京都
千代田
区

675
商品先物取引
事業

なし なし なし 債権現物出資 280,000 ― ―

関連会社
㈱ユーロアジ
アマネジメン
ト(注３)

東京都
世田谷
区

210
子会社の支
配・管理

なし なし なし 短期貸付 400,000 短期貸付金 400,000

関連会社
㈱ＵＳＳ証券 
(注４)

東京都 
中央区

300 証券事業 なし なし なし 信用取引高 466,039 ― ―

関連会社
㈱ＵＳＳ投資
顧問(注５)

東京都 
港区

200
商品投資顧問
事業

なし なし なし 短期貸付 190,000 ― ―

（取引条件及び取引条件の決定条件）
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 （追加情報） 

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

該当事項はありません。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．資金の貸付に関しては、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。 

  ２．その他取引に関しては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

(注) １．(株)ＴＴＧについては、(株)ＡＴＳ（旧商号：(株)ＴＴＧホールディングス）の子会社でありましたが、平

成21年１月に(株)ＴＴＧが(株)ＡＴＳの子会社に該当しなくなった為、平成21年１月末までの取引金額及び

残高を記載しております。 

２．(株)ＴＴＧ北海道については、(株)ＡＴＳの子会社であり、(株)ＡＴＳが平成21年２月に関連当事者でなく

なったため、平成21年２月末までの取引金額及び残高を記載しております。 

３．(株)ＵＳＳひまわりグループについては、平成20年９月に関連当事者でなくなったため、平成20年９月末ま

での取引額及び残高を記載しております。 

  

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

   該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連 
会社

( 株 ) Ｔ Ｔ Ｇ
（注１）

東京都 
品川区

310
電気通信設
備工事

なし なし 短期貸付 28,000 ― ―

関連 
会社

(株)ＴＴＧ北
海道（注２）

北海道 
札幌市

33
電気通信設
備工事

なし なし 短期貸付 8,000
短期貸付金
未収利息

8,698

関連 
会社

(株)ＵＳＳひ
まわりグルー
プ（注３）

東京都 
港区

300
商品先物取
引業

直接3.76 なし 株式の売買 9,336 未払金 9,336
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(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．取引に関しては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

２．転換社債型新株予約権付社債の引受けについて、当社の発行取締役会決議において代表取締役社長横濱豊行は決

議に参加しておりません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社に該当はありません。 

  

  

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社

ア ン・エ ン タ
テインメント
(株)

東京都 
港区

10
資産管理業
投資事業

なし

当社代表取
締役が代表
取締役を兼
務

不動産売買 ― 前受金 29,100

転換社債型
新株予約権
付社債引受

280,000 転換社債 280,000
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 10,694,564千円

 貸倒引当金繰入 1,169,836千円

 前渡金評価損 105,250千円

 退職給付引当金 78,285千円

  営業用投資有価証券評価損 36,711千円

 たな卸資産評価損 10,566千円

 繰延消費税 10,360千円

 その他 23,555千円

繰延税金資産小計 12,129,130千円

評価性引当額 △12,129,130千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債

繰延税金負債合計 ―千円

繰延税金資産の純額 ―千円

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 12,517,343千円

貸倒引当金繰入 681,840千円

退職給付引当金 66,805千円

たな卸資産評価損 38,263千円

建物評価損 22,439千円

土地評価損 17,923千円

繰延消費税 7,345千円

その他 17,314千円

繰延税金資産小計 13,369,275千円

評価性引当額 △13,369,275千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債

繰延税金負債合計 ―千円

繰延税金資産の純額 ―千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別内訳

   当連結会計年度は税金等調整前当期純損失であっ

たため記載しておりません。
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別内訳

    同左
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１ 売買目的有価証券 
  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日) 
  

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 
  

 
  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

前連結会計年度末（平成20年３月31日）

連結決算日における連結貸借対照表計上額
(千円)

当該連結会計年度の損益に含まれた評価差額
(千円)

― ―

区分 種類
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 191,208 201,447 10,239

小計 191,208 201,447 10,239

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 552,016 535,226 △16,789

小計 552,016 535,226 △16,789

合計 743,224 736,674 △6,550

区分
売却額 
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

株式 280,687 37,842 30,488

合計 280,687 37,842 30,488

区分
連結貸借対照表計上額 

(千円)

その他有価証券：

 非上場株式 173,156

 社債 200,000

合計 373,156
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１ 売買目的有価証券 
  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日) 
  

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 
  

 
  

当連結会計年度末（平成21年３月31日）

連結決算日における連結貸借対照表計上額
(千円)

当該連結会計年度の損益に含まれた評価差額
(千円)

─ ─

区分 種類
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 86,012 68,720 △17,292

小計 86,012 68,720 △17,292

合計 86,012 68,720 △17,292

区分
売却額 
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

株式 571,353 ─ 938

合計 571,353 ─ 938

区分
連結貸借対照表計上額 

(千円)

その他有価証券：

 非上場株式 39,291

合計 39,291
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当社グループは、デリバティブ取引を利用していない

ため該当事項はありません。

 同左

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付の概要

  子会社ユニオン光学㈱は、退職一時金制度を設けて

います。又、子会社永兆精密電子股份有限公司は、台

湾の労働基準法の規定（旧制度）または労働者定年退

職金条例（新制度）を適用しております。

１ 採用している退職給付の概要

  子会社ユニオン光学㈱は、退職一時金制度を設けて

います。又、子会社永兆精密電子股份有限公司は、台

湾の労働基準法の規定（旧制度）または労働者定年退

職金条例（新制度）を適用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日)

(1) 退職給付債務 △391,260千円

(2) 年金資産 155,803千円

(3) 未積立退職給付債務 △235,456千円

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 47,669千円

(5) 未認識数理計算上の差異 14,163千円

(6) 未認識過去勤務債務 △62,479千円

(7) 退職給付引当金 △236,103千円
 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日)

(1) 退職給付債務 △334,696千円

(2) 年金資産 134,189千円

(3) 未積立退職給付債務 △200,507千円

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 23,834千円

(5) 未認識数理計算上の差異 9,892千円

(6) 未認識過去勤務債務 △40,457千円

(7) 退職給付引当金 △207,238千円

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

(1) 勤務費用 43,816千円

(2) 会計基準変更時差異の費用 
  処理額

23,834千円

(3) 退職給付費用 67,650千円
 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

(1) 勤務費用 53,558千円

(2) 会計基準変更時差異の費用 
  処理額

77,393千円

(3) 退職給付費用 67,065千円

 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 ㈱ユニオン光学

イ.退職給付債務の算定 簡便法

ロ.会計基準変更時差異の処理年数 10年

 永兆精密電子股份有限公司

イ.割引率 3.5％

ロ.期待運用収益率 3.0％

ハ.将来における給与水準上昇率 2.5％

ニ.過去勤務債務の処理年数 15年
 

 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

㈱ユニオン光学

イ.退職給付債務の算定 簡便法

ロ.会計基準変更時差異の処理年数 10年

永兆精密電子股份有限公司

イ.割引率 2.5％

ロ.期待運用収益率 3.0％

ハ.将来における給与水準上昇率 2.5％

ニ.過去勤務債務の処理年数 15年
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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、規模及び変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 
 (注) 当該ストック・オプションについては、平成20年６月５日開催の取締役会決議において、 

当社が全部を無償で取得し消却しております。 

  

 (2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

   ① ストック・オプションの数           （単位：株） 

 
   ② 単価情報                   （単位：円） 

 
  

３.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度に付与されたストック・オプションはございません。 

  

４.ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

第１回ストック・オプション

決議年月日 平成18年６月２日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役５名
当社監査役３名 
当社子会社の取締役５名 
当社使用人５名

株式の種類及び付与数 普通株式900,000株

付与日 平成18年６月２日

権利確定条件 付与日以降、権利確定日まで勤務していること

対象勤務期間 該当なし

権利行使期間 平成18年６月12日から平成20年７月６日まで

第１回ストック・オプション

権利確定前

 期首 ―

 付与 ―

 失効 ―

 権利確定 ―

 未確定残 ―

権利確定後

 期首 900,000

 権利確定 ―

 権利行使 ―

 失効 ―

 未行使残 900,000

第１回ストック・オプション

権利行使価格 218

行使時平均株価 ―

付与日における公正な評価単価 22.34

ユニオンホールディングス(株)（7736）　平成21年３月期決算短信ユニオンホールディングス㈱　（7736）　平成21年3月期　決算短信

43



当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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、規模及び変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 
  

 (2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

   ① ストック・オプションの数                   （単位：株） 

 
   ② 単価情報                           （単位：円） 

 
  

３.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1) 使用した算定技法 
  ブラック・ショールズ式 
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 
  ①株価変動性   21.31％ 
   平成20年１月９日～平成20年６月６日の日経平均６ヶ月分の変動率に基づき算定 
    ②予想残存期間  ２年 

合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の終了時において行使されるもとして見積もっ
ております。 

  ③予想配当    なし 
  ④無リスク利子率 1.534％ （国債利回り） 

４.ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。 

第２回ストック・オプション

決議年月日 平成20年６月５日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名
当社監査役３名 
当社使用人４名

株式の種類及び付与数 普通株式2,200,000株

付与日 平成20年６月５日

権利確定条件 付与日以降、権利確定日まで勤務していること

対象勤務期間 該当なし

権利行使期間 平成20年６月９日から平成24年７月６日まで

第１回ストック・オプション 第２回ストック・オプション

権利確定前

 期首 ― ―

 付与 ― 2,200,000

 失効 ― ―

 権利確定 ― 2,200,000

 未確定残 ― ―

権利確定後

 期首 900,000 ―

 権利確定 ― 2,200,000

 権利行使 ― ―

 失効 900,000 ―

 未行使残 ― 2,200,000

第１回ストック・オプション 第２回ストック・オプション

権利行使価格 218 22

行使時平均株価 ― ―

付与日における公正な評価単価 22.34 2.89
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 該当事項はありません。 

  
  

   該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりま

せん。また、潜在株式が存在しないため、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 

 
   

 (2) １株当たり当期純損失金額 

 
  

(企業結合等関係)

(資産除去債務)

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 34円19銭 ６円76銭

１株当たり当期純損失 168円65銭 32円96銭

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,601,746 659,906

普通株式に係る純資産額(千円) 3,337,001 652,012

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 21,642 7,894

 少数株主持分 243,102 ―

普通株式の発行済株式数(株) 97,615,022 97,615,022

普通株式の自己株式数(株) 888 888

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

97,614,134 97,614,134

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(千円) 9,713,457 3,217,637

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 9,713,457 3,217,637

普通株式の期中平均株式数(千株) 57,595 97,615

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株あたり当期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の内容

潜在株式の種類
 第５回新株予約権16個 
 第１回ストック・オプショ
 ン 9,000個

潜在株式の種類 
 第１回転換社債型新株予約
  権付社債28個 
 第２回ストック・オプショ
 ン 22,000個
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 当社保有の㈱ＴＴＧホールディングス第１回無担保

転換社債型新株予約権付社債４億円の償還期限が平成

20年４月18日に到来することを受け、平成20年４月３

日開催の取締役会において、㈱ＴＴＧホールディング

ス及び㈱ＴＴＧホールディングスの子会社等の財務状

況と同社グループが事業を再構築中である状況を鑑

み、当該社債を平成20年４月18日に長期貸付金（貸付

金額４億円、期間２年間、年利２％）とすることを決

議いたしました。尚、当社は当該債権に対して平成20

年３月期において貸倒引当金４億円を計上しているた

め、損益に影響はありません。

２ 平成20年５月23日開催の取締役会において、平成20

年６月27日開催予定の第81回定時株主総会に資本金及

び資本準備金の額の減少について付議することを決議

いたしました。 

①資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 資本の欠損填補のため、会社法第448条第１項の規定

に基づき資本準備金の取り崩しを行い、また、会社法

第447条１項の規定に基づき資本金を減少し、未処理損

失を解消し、今後の財務体質の強化を図ることを目的

といたします。 

②減少する資本金及び資本準備金の額 

 減少する資本金の額     7,342,731,986円 

 減少する資本準備金の額   1,943,757,350円 

③資本金及び資本準備金の減額の方法 

 発行済株式総数の数を変更せず、資本金、資本準備

金の額のみを減少いたします。 

④日程
資本準備金の額の減少の
効力発生日

平成20年６月27日

債権者異議申述 終期日 平成20年８月７日

資本金の額の減少の 
効力発生日

平成20年８月８日

※平成20年６月27日開催の取締役会において、資本金

の額の減少に関する日程の確定・承認が行われてお

ります。

３ 平成20年５月21日開催の連結子会社永兆精密電子股

份有限公司の取締役会において、平成19年６月15日の

定時株主総会で決議された資本金の額の減少について

次のとおり決議されました。 

①永兆精密電子股份有限公司の減資の目的 

 減資により未処理損失を解消して財務体質の強化を

はかることを目的とします。 

②減少する資本金の額 

         1,275百万TWD（約4,208百万円） 

③資本金及び資本準備金の減額の方法 

 減資後資本金金額を額面（10TWD）で除したものを発

行株式数とし、減資前発行済株式と減資後発行済株式

数の差を減資前発行済株式数から減ずる方法により資

本金を減少いたします。 

④効力発生日     平成20月５月22日 

⑤減資後の資本金の額 604百万TWD（約1,995百万円）

 

１ 平成21年５月15日開催の取締役会において、平成21

年６月26日開催予定の第82回定時株主総会に資本金の

額の減少について付議することを決議いたしました。 

①資本金の額の減少の目的 

 資本の欠損填補のため、会社法第447条１項の規定に

基づき資本金を減少し、未処理損失を解消し、今後の

財務体質の強化を図ることを目的といたします。 

②減少する資本金の額 

 減少する資本金の額     4,147,171,800円 

③資本金の減額の方法 

 発行済株式総数の数を変更せず、資本金の額のみを

減少いたします。 

④日程

債権者異議申述公告日
平成21年５月25日
（予定）

債権者異議申述 終期日
平成21年６月26日
（予定）

資本金の額の減少の
効力発生日

平成21年６月26日
（予定）
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 平成20年６月５日開催の取締役会において、平成17

年６月29日定時株主総会決議に基づき平成18年６月２

日にストック・オプションとして発行した新株予約権

の全部を無償で取得し、これらを消却することを決議

いたしました。 

①取得及び消却の対象となる新株予約権 

 (1)新株予約権の割当日   平成18年６月２日 

 (2)新株予約権の総数        9,000個 

 (3)新株予約権行使価額        218円 

 (4)取得及び消却する新株予約権の数 9,000個 

②取得及び消却日  平成20年６月５日

５ 平成20年６月５日開催の取締役会において、平成19

年６月26日開催の第80回定時株主総会で承認されまし

た「ストック・オプションとして発行する新株予約

権」について、具体的な発行条件等を下記のとおり決

定いたしました。 

①新株予約権の割当日   平成20年６月５日 

②新株予約権の発行数   22,000個 

③新株予約権の発行価額  金銭の払込は要しない 

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

           当社普通株式 2,200,000株 

⑤新株予約権の行使に際しての払込金額 

           2,200円（１株につき22円） 

⑥新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の

総額         48,400,000円 

⑦新株予約権の行使期間 

   平成20年６月９日から平成24年７月６日 

⑧新株予約権の行使により株券を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金 

 新株予約権の行使により株券を発行する場合におけ

る増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

に従い、算出される資本金等増加額に0.5を乗じた額

（ただし、１円未満の端数は切り上げる。）とする。

資本金として計上しない額は資本準備金とする。 

⑨割当数新株予約権の割当て対象者数 

   当社取締役 ５名（合計18,000個） 

   当社監査役 ３名（合計 1,500個） 

   当社従業員 ５名（合計 2,500個） 

     合計  13名（合計22,000個）
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 28,810 7,185 

有価証券 － － 

営業投資有価証券 122,300 

短期貸付金 ※1 1,307,000 ※1 13,000 

未収入金 907,105 280,522 

未収収益 ※1 49,917 ※1 1,783 

立替金 984 4,624 

その他 54,124 228,919 

貸倒引当金 △122,251 △147,653 

流動資産合計 2,347,990 388,382 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 180,899 ※2 158,225 

減価償却累計額 △6,770 △64,005 

建物及び構築物（純額） 174,129 94,219 

車両運搬具 3,774 － 

減価償却累計額 △2,836 － 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 938 － 

工具、器具及び備品 33,215 26,822 

減価償却累計額 △11,761 △14,928 

工具、器具及び備品（純額） 21,454 11,894 

土地 ※2 141,130 ※2 97,093 

有形固定資産合計 337,652 203,206 

無形固定資産 

ソフトウエア 6,341 3,787 

その他 355 329 

無形固定資産合計 6,697 4,116 

投資その他の資産 

投資有価証券 980,563 102,201 

関係会社株式 1,537,594 － 

関係会社社債 400,000 － 

長期貸付金 ※1 627,768 ※1 480,944 

固定化営業債権 ※1 2,222,665 ※1 1,352,915 

長期未収入金 450,000 1,098,227 

敷金及び保証金 69,389 21,740 

貸倒引当金 △2,670,101 △2,077,505 

投資その他の資産合計 3,617,880 1,230,962 

固定資産合計 3,962,231 1,438,286 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延資産 

株式交付費 23,898 9,736 

繰延資産合計 23,898 9,736 

資産合計 6,334,120 1,836,405 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 ※2 225,000 

未払金 ※1 555,805 ※1 141,764 
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前受金 20,272 29,100 

未払法人税等 11,432 19,970 

未払消費税等 － 2,341 

未払費用 1,406 1,511 

預り金 6,490 7,024 

その他 4,554 － 

流動負債合計 824,962 201,712 

固定負債 

社債 － 280,000 

受入保証金 18,115 － 

固定負債 18,115 280,000 

負債合計 843,078 481,712 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,820,606 5,477,874 

資本剰余金 

資本準備金 1,943,757 － 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △9,286,489 △4,147,171 

利益剰余金合計 △9,286,489 △4,147,171 

自己株式 △903 △903 

株主資本合計 5,476,970 1,329,798 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △7,570 17,000 

評価・換算差額等合計 △7,570 17,000 

新株予約権 21,642 7,894 

純資産合計 5,491,042 1,354,692 

負債純資産合計 6,334,120 1,836,405 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 328,504 32 

売上原価 606,497 － 

差引売上総利益 △277,992 32 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 508,991 ※1, ※2 874,573 

全事業営業利益 △786,984 △874,541 

営業外収益 

受取利息 ※2 99,187 ※2 44,706 

受取配当金 3,622 － 

不動産賃貸料 ※2 18,696 ※2 48,571 

受取ロイヤリティー 3,500 20,476 

出資金運用益 5,308 － 

雑収入 17,292 4,788 

営業外収益合計 147,607 118,542 

営業外費用 

支払利息 3,887 3,371 

為替差損 35,299 26,040 

株式交付費償却 36,887 14,162 

雑損失 319 15,016 

営業外費用合計 76,394 58,590 

経常利益 △715,771 △814,588 

特別利益 

投資有価証券売却益 7,354 － 

固定資産売却益 ※3 3,329 ※3 12 

その他 1,000 57,656 

特別利益合計 11,683 57,667 

特別損失 

有価証券評価損 1,590,200 － 

投資有価証券売却損 － 938 

投資有価証券評価損 1,243,344 347,830 

関係会社株式評価損 2,246,938 14,899 

子会社株式評価損 908,654 

貸倒引当金繰入額 3,237,199 1,994,968 

事業整理損失引当金繰入額 258,600 － 

有形固定資産売却損 － 171 

固定資産除却損 － 20,563 

その他 4,500 100,671 

特別損失合計 8,580,782 3,388,699 

税引前当期純利益 △9,284,869 △4,145,620 

法人税、住民税及び事業税 1,620 1,551 

当期純利益 △9,286,489 △4,147,171 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 17,090,134 12,820,606 

当期変動額 

新株の発行 2,014,723 － 

資本金から準備金への振替 △6,284,251 △7,342,731 

当期変動額合計 △4,269,528 △7,342,731 

当期末残高 12,820,606 5,477,874 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,091,382 1,943,757 

当期変動額 

新株の発行 1,943,757 － 

資本準備金の取崩 △3,091,382 △1,943,757 

当期変動額合計 △1,147,625 △1,943,757 

当期末残高 1,943,757 － 

資本剰余金合計 

前期末残高 － 1,943,757 

当期変動額 

新株の発行 － － 

当期変動額合計 － △1,943,757 

当期末残高 1,943,757 － 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △9,375,633 △9,286,489 

当期変動額 

利益準備金の取崩 6,284,251 7,342,731 

資本準備金の取崩 3,091,382 1,943,757 

当期純利益 △9,286,489 △4,147,171 

当期変動額合計 89,144 7,623,074 

当期末残高 △9,286,489 △4,147,171 

利益剰余金合計 

前期末残高 － △9,286,489 

当期変動額 

当期変動額合計 － 7,623,074 

当期末残高 △9,286,489 △4,147,171 

自己株式 

前期末残高 △881 △903 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額 

自己株式の取得 △22 － 

当期変動額合計 △22 － 

当期末残高 △903 △903 

株主資本合計 

前期末残高 10,805,002 5,476,970 

当期変動額 

新株の発行 3,958,480 － 

自己株式の取得 △22 － 

当期純利益 △9,286,489 △4,147,171 
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当期変動額合計 △5,328,031 △4,147,171 

当期末残高 5,476,970 1,329,798 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △170,541 △7,570 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

162,971 24,570 

当期変動額合計 162,971 24,570 

当期末残高 △7,570 17,000 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △7,570 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ 24,570 

当期変動額合計 － 24,570 

当期末残高 △7,570 17,000 

新株予約権 

前期末残高 24,241 21,642 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,599 △13,748 

当期変動額合計 △2,599 △13,748 

当期末残高 21,642 7,894 

純資産合計 

前期末残高 10,658,701 5,491,042 

当期変動額 

新株の発行 3,958,480 － 

自己株式の取得 △22 － 

当期純利益 △9,286,489 △4,147,171 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 160,372 10,822 

当期変動額合計 △5,167,659 △4,136,349 

当期末残高 5,491,042 1,354,692 
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当社は、前事業年度に1,695百万円の経常損失及び

9,373百万円の税引前当期純損失を計上しましたが、当

事業年度においても715百万円の経常損失を計上、8,580

百万円の特別損失を計上したことにより、9,284百万円

の税引前当期純損失を計上するに至りました。 

 当該状況により継続企業の前提において、疑義を抱か

せる状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、不採算事業となっておりまし

た業務代行サービス事業につきまして、平成19年12月末

日をもって撤退いたしました。今後は投資事業及び子会

社及び関連会社の管理に注力していくことにより、当社

の収益の柱としていきたいと考えております。 

 特別損失計上の主な理由としては、投資環境の急激な

変化に伴い、リスク管理の厳格化の観点と金融市場の状

況を考慮した上で、案件ごとに回収可能性及び資産価値

の再検討を行い、将来のリスクを減らした結果、貸倒引

当金繰入、投資有価証券評価損、営業用投資有価証券評

価損が発生しております。また、当社金融グループの再

編を行い、不採算事業の撤退等を行いました。このこと

に伴い、関係会社株式評価損、事業整理損失が発生いた

しました。 

 当社は持株会社として子会社及び持分法適用関連会社

の管理とグループ戦略を行っており、現在までグループ

会社の財務内容の強化を特に推し進めてきました。次の

段階といたしまして事業の強化や収益力の改善を推し進

めていくことにより、当社としての企業価値を向上させ

て行きたいと考えております。また、利益計画に基づい

て、投資スタンスの見直しを行い、市況の変化に強いポ

ートフォリオを構築し、これまでの投資に対する回収に

力をいれ、財務強化を進めることにより、かかる疑義は

解消できると考えております。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。

 

  

―――――――――― 
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(5)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

    同左

 (2) 売買目的有価証券

決算期末日の市場価格に基づく時価法(売却原価

は総平均法により算定)

 (2) 売買目的有価証券

  同左

 (3) その他有価証券

 時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定)

 (3) その他有価証券

 時価のあるもの 

  同左

 時価のないもの

 総平均法による原価法

時価のないもの

同左

 

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備及び構築物は除く）

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定額法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定額法によっております。

建物以外

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ９～31年

器具及び備品 ２～20年

（会計方針の変更） 

 当事業年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。

（追加情報） 

 当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、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。当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

 

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備及び構築物は除く）

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定額法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定額法によっております。

建物以外

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ９～31年

器具及び備品 ２～20年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

(ソフトウェアは自社利用可能期間５年)

(2) 無形固定資産

 同左

３ 繰延資産の処理方法

 株式交付費は２年間の均等償却を行っております。

３ 繰延資産の処理方法

  同左

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、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。

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

  同左
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 引当金の計上基準

貸倒引当金

 債権の貸倒に備えるため、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勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

５ 引当金の計上基準

貸倒引当金

 同左

６ 収益及び費用の計上基準

 主に出荷基準によっております。  

 なお、売買目的有価証券のうち、時価のあるものを

売却した場合には、「営業用有価証券売却損益」とし

て、売却損益の純額を計上しております。 

 時価のないものを売却した場合には、「営業用有価

証券売上高」として計上し、「営業用投資有価証券売

上原価」として、売却有価証券簿価、支払手数料、評

価損等を計上しております。 

６ 収益及び費用の計上基準
  同左

７ その他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方法

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっており、控除対象外消費税及び地方消費税

は、当事業年度の費用として処理しています。

７ その他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方法
  同左

 (2) 営業用投資有価証券の会計処理

 Ｍ＆Ａ等の営業取引として営業投資目的にて取

得した有価証券については、「営業用投資有価証

券」として流動資産に計上しております。 

 なお、当該投資により、一時的に営業投資先の

意思決定機関を支配している要件及び営業投資先

に重要な影響を与えている要件を満たすこともあ

りますが、所有目的が傘下にする目的ではなく、

あくまで一時保有であることから、「関係会社株

式」としておりません。

(2) 営業用投資有価証券の会計処理 

   同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（有価証券の売却・評価による収入及び関連費用） 

 従来、営業外収益に「有価証券売却益」及び営業外費

用の「有価証券売却損」にそれぞれ含めて計上していた

流動資産の「有価証券」の売却に伴う売却損益につい

て、当事業年度よりその売却高、時価評価損益及び取得

原価は、「売上高」及び「売上原価」に売却損益の純額

を計上することに変更しております。この変更は、当社

の事業活動の成果である投資事業において、当該取扱高

の増大及び重要性の増加等に伴い、損益区分及び取引実

体をより適切に表示するために行うものであります。こ

の結果、従来の方法によった場合に比べて当事業年度の

売上総利益が258,799千円減少し営業損失は258,799千円

増加しておりますが、経常損失及び税引前当期純損失に

与える影響はありません。

 

  

――――――――――

 
――――――――――

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

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（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。 

 なお、陶芸変更が与える影響は軽微であります。 

 

 
――――――――――

（リース取引に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用して

おります。 

 なお、リース取引会計基準の改正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、引

き続き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。  

 これによる、営業損益、経常損益及び税金等調整前当

期純損益に与える影響はありません。 

 

 
――――――――――

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な

修正を行っております。。 

 これによる、営業利益、計上利益及び税金等調整前当

期純利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軽微でありま

す。
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【表示方法の変更】 

 該当事項はありません。 

 

【追加情報】 

 該当事項はありません。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関係会社に対する債権・債務

短期貸付金 77,000千円

長期貸付金 627,768千円

固定化営業債権 314,593千円

未収収益 27,561千円

未払金 92,034千円

 

※１ 関係会社に対する債権・債務

短期貸付金 1,200千円

長期貸付金 446,944千円

未払金 3,402千円

※２ 担保資産

 短期借入金225,000千円に対して借入先に担保として

供している資産は次のとおりであります。

土地 16,981千円
建物及び構築物 111,993千円
 計 128,975千円

 

――――――――――

 ３ 偶発債務

 次の関係会社について、リース会社からのリース債

務に対し、債務保証を行っております。

 ㈱アロートラストシステムズ 22,207千円

 ２ 偶発債務

 次の関係会社について、リース会社からのリース債

務に対し、債務保証を行っております。

 ㈱アロートラストシステムズ 16,877千円

 

 

 ３ 減損損失

建物 55,133千円

土地 44,037千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

    支払手数料 146,288千円
    貸倒引当金繰入 84,848千円
    租税公課 83,752千円
    給与手当 40,742千円
    顧問料 32,803千円
    役員報酬 30,017千円
    不動産賃借料 19,541千円

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

   支払手数料 84,193千円
   貸倒引当金繰入 490,862千円
   租税公課 44,423千円
   給与手当 45,999千円
   顧問料 29,587千円
   役員報酬 42,040千円
   不動産賃借料 56,875千円

※２ 関係会社に対する取引高で主なもの

    受取利息 44,289千円
    不動産収入 15,696千円
    不動産賃借料 918千円

※２ 関係会社に対する取引高で主なもの

   受取利息 4,575千円
   不動産収入 42,000千円
   不動産賃借料 1,143千円

※３ 固定資産売却益の内容

    建物及び構築物 △390,842千円
    土地 337,436千円
    借地権 56,735千円
     計 3,329千円

 

※３ 固定資産売却益の内容

   什器備品 12千円
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(注) 自己株式の増加116株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

 
  

  

 該当事項はありません 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 772 116 ― 888

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 888 ― ― 888

(リース取引関係)
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  該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

前事業年度末 (平成20年３月31日)

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額 (千円) 貸借対照表計上額 (千円) 時価 (千円) 差額 (千円)

 子会社株式 672,693 950,729 278,035

当事業年度末 (平成21年３月31日)

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額 (千円) 貸借対照表計上額 (千円) 時価 (千円) 差額 (千円)

 子会社株式 233,322 233,322 ─

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (繰延税金資産)

  税務上の繰越欠損金 9,244,575千円

  貸倒引当金繰入超過額 1,136,487千円

  前渡金評価損 105,250千円

  営業用投資有価証券評価損 36,711千円

  その他 24,390千円

   繰延税金資産小計 10,547,415千円

   評価性引当額 △10,547,415千円

    繰延税金資産合計 ―千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (繰延税金資産)

  税務上の繰越欠損金 11,123,026千円

  貸倒引当金繰入超過額 653,050千円

  建物評価損 22,439千円

  土地評価損 17,923千円

  その他 12,357千円

   繰延税金資産小計 11,828,785千円

   評価性引当額 △11,828,795千円

    繰延税金資産合計 ―千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別内訳

 当事業年度は税引前当期純損失であったため記

載しておりません。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別内訳

 当事業年度は税引前当期純損失であったため記

載しておりません。 

(企業結合等関係)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため、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 

 
   

 (2) １株当たり当期純損失金額 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 56円03銭 13円62銭

１株当たり当期純損失 161円24銭 42円48銭

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 5,491,042 1,354,692

普通株式に係る純資産額(千円) 5,469,400 1,346,798

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 21,642 7,894

普通株式の発行済株式数(株) 97,615,022 97,615,022

普通株式の自己株式数(株) 888 888

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数(株)
97,614,134 97,614,134

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純損失(千円) 9,286,489 4,147,171

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 9,286,489 4,147,171

普通株式の期中平均株式数(千株) 57,595 97,615

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株あたり当期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の内容

潜在株式の種類
 第５回新株予約権16個 
 第１回ストック・オプショ
 ン 9,000個

潜在株式の種類 
 第１回無担保転換社債型新
  株予約権付社債28個 
 第１回ストック・オプショ
 ン 9,000個
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 当社保有の㈱ＴＴＧホールディングス第１回無担保

転換社債型新株予約権付社債４億円の償還期限が平成

20年４月18日に到来することを受け、平成20年４月３

日開催の取締役会において、㈱ＴＴＧホールディング

ス及び㈱ＴＴＧホールディングスの子会社等の財務状

況と同社グループが事業を再構築中である状況を鑑

み、当該社債を平成20年４月18日に長期貸付金（貸付

金額４億円、期間２年間、年利２％）とすることを決

議いたしました。尚、当社は当該債権に対して平成20

年３月期において貸倒引当金４億円を計上しているた

め、損益に影響はありません。

２ 平成20年５月23日開催の取締役会において、平成20

年６月27日開催予定の第81回定時株主総会に資本金及

び資本準備金の額の減少について付議することを決議

いたしました。 

①資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 資本の欠損填補のため、会社法第448条第１項の規定

に基づき資本準備金の取り崩しを行い、また、会社法

第447条１項の規定に基づき資本金を減少し、未処理損

失を解消し、今後の財務体質の強化を図ることを目的

といたします。 

②減少する資本金及び資本準備金の額 

 減少する資本金の額     7,342,731,986円 

 減少する資本準備金の額   1,943,757,350円 

③資本金及び資本準備金の減額の方法 

 発行済株式総数の数を変更せず、資本金、資本準備

金の額のみを減少いたします。 

④日程
資本準備金の額の減少の
効力発生日

平成20年６月27日

債権者異議申述 終期日 平成20年８月７日

資本金の額の減少の 
効力発生日

平成20年８月８日

※平成20年６月27日開催の取締役会において、資本金

の額の減少に関する日程の確定・承認が行われてお

ります。

３ 平成20年６月５日開催の取締役会において、平成17

年６月29日定時株主総会決議に基づき平成18年６月２

日にストック・オプションとして発行した新株予約権

の全部を無償で取得し、これらを消却することを決議

いたしました。 

①取得及び消却の対象となる新株予約権 

 (1)新株予約権の割当日   平成18年６月２日 

 (2)新株予約権の総数        9,000個 

 (3)新株予約権行使価額        218円 

 (4)取得及び消却する新株予約権の数 9,000個 

②取得及び消却日      平成20年６月５日

 

１ 平成21年５月15日開催の取締役会において、平成21

年６月26日開催予定の第82回定時株主総会に資本金の

額の減少について付議することを決議いたしました。 

①資本金の額の減少の目的 

 資本の欠損填補のため、会社法第447条１項の規定に

基づき資本金を減少し、未処理損失を解消し、今後の

財務体質の強化を図ることを目的といたします。 

②減少する資本金の額 

 減少する資本金の額     4,147,171,800円 

③資本金の減額の方法 

 発行済株式総数の数を変更せず、資本金の額のみを

減少いたします。 

④日程

債権者異議申述公告日
平成21年５月25日
（予定）

債権者異議申述 終期日
平成21年６月26日
（予定）

資本金の額の減少の
効力発生日

平成21年６月26日
（予定）
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 平成20年６月５日開催の取締役会において、平成19

年６月26日開催の第80回定時株主総会で承認されまし

た「ストック・オプションとして発行する新株予約

権」について、具体的な発行条件等を下記のとおり決

定いたしました。 

①新株予約権の割当日   平成20年６月５日 

②新株予約権の発行数   22,000個 

③新株予約権の発行価額  金銭の払込は要しない 

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

           当社普通株式 2,200,000株 

⑤新株予約権の行使に際しての払込金額 

           2,200円（１株につき22円） 

⑥新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の

総額         48,400,000円 

⑦新株予約権の行使期間 

   平成20年６月９日から平成24年７月６日 

⑧新株予約権の行使により株券を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金 

 新株予約権の行使により株券を発行する場合におけ

る増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

に従い、算出される資本金等増加額に0.5を乗じた額

（ただし、１円未満の端数は切り上げる。）とする。

資本金として計上しない額は資本準備金とする。 

⑨割当数新株予約権の割当て対象者数 

   当社取締役 ５名（合計18,000個） 

   当社監査役 ３名（合計 1,500個） 

   当社従業員 ５名（合計 2,500個） 

     合計  13名（合計22,000個）
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①代表者の異動 

    該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

１．新任取締役候補 

   取締役   林 友英  （現 常勤監査役） 

   取締役   小倉 健 

  

  ２．退任予定取締役 

   西原 克敏 （現 社外取締役）   

  

 ３．新任監査役候補 

   監査役   内山 東平 （元東京大学特任教授） 

  

 ４．退任予定監査役 

   林 友英  （現 常勤監査役） 

  

(注) １．新任取締役及び新任監査役は、平成21年６月26日開催予定の定時株主総会の決議を経て選任されます。 

２．新任取締役候補小倉健氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

３．新任監査役候補内山東平氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

6. その他

(1) 役員の異動
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