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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第2四半期 120 △83.3 △149 ― △151 ― △159 ―
21年6月期第2四半期 723 ― △142 ― △251 ― △266 ―

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

22年6月期第2四半期 △3,077.74 ―
21年6月期第2四半期 △5,136.52 ―

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

22年6月期第2四半期 683 383 55.9 7,338.64
21年6月期 723 545 74.9 10,466.16

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  382百万円 21年6月期  542百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22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 500 △61.2 △260 ― △250 ― △250 ― △4,807.69

- 1 -



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(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） 

(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 
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、４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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第2四半期 53,076株 21年6月期  52,776株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  982株 21年6月期  982株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 51,908株 21年6月期第2四半期 51,794株
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当第２四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、金融不安による

世界的な経済環境の悪化から、一部の業種に回復基調が見られるものの雇用環境は依然として改善されず、個人消費

は低迷しており、先行き不透明な状況となっております。  

 このような中、当企業グループは、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しており

ます。太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業は受注活動を行っておりますが、本事業の収益化には時間がか

かっております。また、セールスプロモーション及び広告関連事業については、安定した売上を計上しておりますが

当初予定していたよりもコスト増となっているため、コストの見直しを行っております。このような結果、当第２四

半期連結会計期間の売上高は52百万円（前年同期比86.5％減）、営業損失は64百万円（前年同期比3百万円増）、経常

損失は64百万円（前年同期比97百万円増）、四半期純損失は77百万円（前年同期比106百万円増）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績   

①精密機器及び装置事業  

 当第２四半期連結会計期間においては、太陽電池製造装置用レーザースクライバーの営業活動に注力しております

が、収益計上までは到っておりません。営業損失0百万円（前年同期比0百万円増）。  

  

②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、0百万円（前年同期

比86.2％減）、営業損失は1百万円（前年同期比4百万円減）となりました。  

  

③その他事業（旧名称 電子材料その他事業）  

 その他事業は、不動産賃貸などが含まれており、安定した収益を計上しております。この結果、売上高は4百万円

（前年同期比98.8％減）、営業利益は0百万円（前年同期比8百万円改善）となりました。  

  

④セールスプロモーション及び広告関連事業  

 セールスプロモーション及び広告関連事業は、主に企業の営業コンサルティングを中心に展開しております。ま

た、専門学校向けにコミュニケーションツールとしてASPサービスの提供なども行っております。売上高48百万円（前

年同期比46百万円増）、営業損失は17百万円（前年同期比9百万円減）となりました。 

  

⑤その他  

 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。営業損失15百万円（前年同期比5百万円減）。  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、683百万円であり前連結会計年度より39百万円減少しております。また、

負債は122百万円増加し300百万円となり、純資産は161百万円減少し383百万円となっております。これは主に四半期

純損失を159百万円計上したことによるものであります。 

  

・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) 財政状態の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
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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、43百万円であり前年同期と比べ270百万円の減少とな

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66百万円（前年同四半期は資金の減少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77百万円計上いたしましたが、貸倒引当金の増加による15百

万円、たな卸資産の増加による14百万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増加は28百万円（前年同四半期は資金の減少57百万円）

となりました。これは貸付金の回収による30百万円の増加などがあったためであります。  

(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13百万円（前年同四半期は資金の増加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11百万円によるものであります。 

  

平成22年6月期の連結業績予想につきましては、平成22年2月10日付の「特別利益、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。 

しかしながら、当社はレーザースクライバー事業推進のため資金調達を早急に行う必要があり、資金調達が達成さ

れない場合は業績に影響を与える可能性があります。 

新たな資金調達計画及び業績への影響につきましては、決定次第お知らせいたします。 

  
  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,092 153,211

受取手形及び売掛金 46,166 30,854

たな卸資産 194,252 106,157

その他 69,462 39,488

貸倒引当金 △27,148 △2,102

流動資産合計 325,826 327,609

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 93,317 95,966

その他（純額） 42,628 43,072

有形固定資産合計 135,945 139,039

無形固定資産   

のれん 4,440 20,216

その他 1,209 1,291

無形固定資産合計 5,650 21,508

投資その他の資産   

長期貸付金 194,146 221,846

長期未収入金 127,164 116,315

その他 34,197 45,647

貸倒引当金 △139,162 △148,691

投資その他の資産合計 216,345 235,118

固定資産合計 357,941 395,665

資産合計 683,767 723,274
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 162,096 95,832

短期借入金 64,605 －

未払法人税等 3,107 3,710

その他 49,346 54,378

流動負債合計 279,155 153,921

固定負債   

長期借入金 20,577 22,010

引当金 413 －

その他 7 2,094

固定負債合計 20,997 24,104

負債合計 300,152 178,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,222,581 1,221,352

資本剰余金 349,124 347,896

利益剰余金 △1,169,616 △1,009,856

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 382,288 539,590

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 2,493

評価・換算差額等合計 10 2,493

新株予約権 1,316 －

少数株主持分 － 3,163

純資産合計 383,615 545,247

負債純資産合計 683,767 723,274
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 723,733 120,787

売上原価 502,052 96,719

売上総利益 221,681 24,067

販売費及び一般管理費 364,465 173,718

営業損失（△） △142,783 △149,650

営業外収益   

受取利息 3,611 1,188

受取手数料 － 1,000

保険返戻金 10,024 －

その他 3,020 140

営業外収益合計 16,656 2,328

営業外費用   

支払利息 2,392 1,531

持分法による投資損失 111,085 2,283

その他 12,285 749

営業外費用合計 125,763 4,564

経常損失（△） △251,890 △151,886

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,062

固定資産売却益 － 1,891

貸倒引当金戻入額 1,722 10,199

退職給付引当金戻入額 141 －

特別利益合計 1,863 15,153

特別損失   

減損損失 18,831 －

投資有価証券評価損 11,583 －

貸倒引当金繰入額 － 25,002

その他 6,658 282

特別損失合計 37,074 25,284

税金等調整前四半期純損失（△） △287,101 △162,017

法人税、住民税及び事業税 1,460 905

法人税等調整額 △1,897 －

法人税等合計 △437 905

少数株主損失（△） △20,622 △3,163

四半期純損失（△） △266,040 △159,759
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 391,707 52,915

売上原価 276,678 38,556

売上総利益 115,028 14,359

販売費及び一般管理費 182,885 78,727

営業損失（△） △67,856 △64,368

営業外収益   

受取利息 2,162 589

持分法による投資利益 － 826

受取手数料 － 600

保険返戻金 10,024 －

その他 2,044 10

営業外収益合計 14,231 2,026

営業外費用   

支払利息 1,267 1,238

持分法による投資損失 96,129 －

その他 10,583 485

営業外費用合計 107,981 1,724

経常損失（△） △161,606 △64,066

特別利益   

固定資産売却益 － 1,891

貸倒引当金戻入額 1,670 10,198

退職給付引当金戻入額 141 －

特別利益合計 1,811 12,090

特別損失   

減損損失 18,831 －

投資有価証券評価損 11,583 －

貸倒引当金繰入額 － 25,002

その他 141 141

特別損失合計 30,556 25,143

税金等調整前四半期純損失（△） △190,351 △77,119

法人税、住民税及び事業税 4,545 452

法人税等調整額 △1,897 －

法人税等合計 2,647 452

少数株主損失（△） △9,701 △291

四半期純損失（△） △183,297 △77,280
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 △162,017

減価償却費 8,558 3,393

減損損失 18,831 －

のれん償却額 9,744 2,546

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,717 15,517

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 43

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 △1,188

支払利息 2,392 1,531

為替差損益（△は益） 12,110 6

持分法による投資損益（△は益） 111,085 2,283

投資有価証券売却損益（△は益） 11,583 △3,062

固定資産売却損益（△は益） － △1,891

保険返戻金 △10,024 －

株式交付費 － 169

訴訟関連損失 6,629 282

売上債権の増減額（△は増加） 221,214 △18,934

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,283 △88,095

仕入債務の増減額（△は減少） △120,435 67,410

預け金の増減額（△は増加） － △1,890

未収入金の増減額（△は増加） － △3,326

未払又は未収消費税等の増減額 3,033 608

その他 △25,639 △1,319

小計 △70,828 △187,934

利息及び配当金の受取額 3,466 1,075

利息の支払額 △2,391 △1,778

法人税等の支払額 △10,147 △1,644

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,901 △190,282
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △723

投資有価証券の取得による支出 △5,100 －

投資有価証券の売却による収入 － 12,281

貸付けによる支出 △218,034 △76,870

貸付金の回収による収入 55,961 82,849

保険積立金の積立による支出 － △317

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 17,220

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 61,250

長期借入金の返済による支出 △6,043 △1,588

株式の発行による収入 － 2,287

新株予約権の発行による収入 － 1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,956 62,948

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △207,007 △110,119

現金及び現金同等物の期首残高 520,310 153,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 313,302 43,092
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

当企業グループは、前連結会計年度に279百万円の営業損失を計上し、当第２四半期連結会計期間においても

64百万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163百万円のマイナス、当第２四半期連結累計期間は190百万円のマイナスを計上しております。当該状況によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような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し又は改善すべく、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、既存事業の収支改善を図ってまいります。また新規事業である「太陽電池

用レーザースクライバー」装置事業を本格的に収益化させ、早期の収益獲得を目指してまいります。さらにセー

ルスプロモーション及び広告関連事業は、前連結会計年度より引き続き企業の営業コンサルティング活動を活発

に行っており、当企業グループの収益に貢献し始めております。 

 今後も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、資金につきましては、現

在資本の増強や借入などによる資金調達を積極的に進めておりますが、平成21年10月23日に予定しておりました

第三者割当増資について失権が生じ、一部の払込しかなされませんでした。当企業グループは、事業資金確保の

ため早急に新たな資金調達を計画してまいります。また、同時に貸付金の回収なども進めており今後1年間の資

金は十分に確保できる見通しであります。 

 しかしながら、上記の対応は新規事業の進捗度合いや資金調達の状況、貸付金の回収時期により変動する可能

性があります。そのため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第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 

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、第１四半期連結会計期間より「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サービス関連事業については、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。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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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当第２四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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 

精密機器及び装置事業（旧名称 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、レー

ザースクライバー装置等 

光計測装置事業………光学計測機器 

その他事業（旧名称 電子材料その他事業）…不動産賃貸等 

セールスプロモーション及び広告関連事業（旧名称 ASPサービス関連事業）…セールスプロモーション、広

告代理、ASPサービス等 

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 

また、電子機器事業につきましては、今後の展開が見込めないことからセグメントより除外いたしました。 

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（当第２四半期連結累計期間 79,684千円）

の主なものは、管理部門にかかる費用であります。 

4.名称の変更  

従来、電子材料その他事業としておりましたが、当該事業において電子材料の取り扱いが無くなることか

ら、第１四半期連結累計期間より「その他事業」として表示することに変更いたしました。 

  

前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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。 

  

前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

精密機器

及び装置 

事業

光計測装 

置事業

その他事

業

セールス

プロモー

ション及

び広告関

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
― 1,460 8,991 110,335 ― 120,787 ― 120,787

(2)セグメント間

の内部売上高又は

振替高

― 420 600 ― ― 1,020 （1,020) ―

計 ― 1,880 9,591 110,335 ― 121,807 （1,020) 120,787

営業費用 151 4,276 8,508 158,276 20,652 191,866 78,571 270,438

営業利益又は営業

損失（△）
△151 △2,396 1,082 △47,941 △20,652 △70,059 (79,591) △149,650

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(資金調達の内容)  

1. 当社は、太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業に要する資金の調達を目的として、 

 以下のとおり借入契約を締結し、実行しております。  

(1)借入先  

 エンジェル１号投資事業組合（営業者 アクティブ・スモール・キャップ合同会社） 

(2)借入金額  

 50百万円  

(3)返済条件  

 元金一括返済  

(4)約定金利  

 年利4.0％  

(5)借入実行日  

 平成22年１月15日  

(6)借入期間  

 平成22年１月15日から平成22年２月26日まで  

(7)担保提供資産又は保証の内容  

 期日までに返済できない場合はレーザースクライバー事業による収入を担保とする。 

(資金調達の内容)  

2. 当社は、太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業に要する資金の調達を目的として、 

 以下のとおり借入契約を締結し、実行しております。  

(1)借入先  

 エンジェル１号投資事業組合（営業者 アクティブ・スモール・キャップ合同会社） 

(2)借入金額  

 50百万円  

(3)返済条件  

 元金一括返済  

(4)約定金利  

 年利4.0％  

(5)借入実行日  

 平成22年２月10日  

(6)借入期間  

 平成22年２月10日から平成22年３月15日まで  

(7)担保提供資産又は保証の内容  

 期日までに返済できない場合はレーザースクライバー事業による収入を担保とする。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(重要な後発事象)
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