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1.  22年6月期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年6月30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 ％

22年6月期 176 △86.3 △317 ― △291 ― △346 ―
21年6月期 1,287 △37.1 △279 ― △498 ― △606 ―

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 ％ ％ ％

22年6月期 △6,570.25 ― △83.6 △51.7 △179.6
21年6月期 △11,716.77 ― △71.9 △36.5 △21.7

（参考） 持分法投資損益 22年6月期  16百万円 21年6月期  △228百万円

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

22年6月期 406 291 70.3 4,757.42
21年6月期 723 545 74.9 10,466.16

（参考） 自己資本   22年6月期  285百万円 21年6月期  542百万円

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

22年6月期 △287 87 80 33
21年6月期 △163 △293 90 153

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
23年6月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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 200 65.6 △50 ― △70 ― △80 ― △1,291.20

通期 500 182.6 △30 ― △70 ― △70 ― △1,128.56
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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） 

(注) 詳細は、25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」を御覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、55ページ「１株当たり情報」を御覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期 61,076株 21年6月期 52,776株
② 期末自己株式数 22年6月期  982株 21年6月期  982株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年6月期の個別業績（平成21年7月1日～平成22年6月30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 ％

22年6月期 8 3.2 △287 ― △274 ― △360 ―
21年6月期 7 △97.9 △490 ― △471 ― △618 ―

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

22年6月期 △6,834.02 ―
21年6月期 △11,934.60 ―

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 301 288 93.9 4,703.29
21年6月期 561 550 98.0 10,628.49

（参考） 自己資本 22年6月期  282百万円 21年6月期  550百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についての御注意) 
本資料に記載されている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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の御利用にあたっての注意事項等について
は，3ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」を御覧ください。 
 なお、連結業績予想における一株当たり当期純利益につきましは、開示時点での増加株式数を反映した期中平均株式数により算定しております。 
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当連結会計年度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、中国を始めとす
る新興国の経済成長により、自動車・半導体などを中心に回復基調が見られるものの、雇用環境は依然と
して改善が見られず、そのため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。 
 当企業グループが属する電子業界においても、自動車産業の回復はあるものの、個人消費の低迷により
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し、さらに有望な新規案件の模索を続けてまいりました。当連結会計年
度よりスタートした太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業は、顧客による評価作業を行っており
ますが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きまし
ては、顧客の予算削減などにより受注獲得が非常に厳しい状況となっております。このような結果、当連
結会計年度の売上高は176百万円（対前年同期比1,110百万円、86.3％減）、営業損失は317百万円（同38
百万円減）、経常損失は291百万円（同206百万円改善）、当期純損失は346百万円（同260百万円改善）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 
 当連結会計年度においては、太陽電池製造装置用レーザースクライバーの取り扱いを始めましたが、顧
客による評価作業が当初見込みより時間がかかったため、収益計上までは至っておりません。そのため売
上高は、0百万円（対前年同期比0百万円、100.0％減）、営業損失は37百万円（同37百万円減）となりま
した。 
②光計測装置事業  
 当連結会計年度においては、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（対前年
同期比1百万円、47.4％減）、営業損失は3百万円（同2百万円減）となりました。 
③その他事業  
 その他事業は、主に不動産や設備の賃貸等を行っており、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15百万円（対前年同期比1,220百万円、98.7％減）、営業利益は0百万円（同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、主に顧客への営業コンサルティングを中心に展開してお
ります。売上高は159百万円（対前年同期比112百万円、243.3％増）、営業損失は81百万円（同38百万円
減）となりました。 
⑤その他  
 投資育成事業については、当連結会計年度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。  
⑥次期の見通し  
通期の業績見通しといたしましては、連結売上高500百万円、営業損失30百万円、経常損失70百万円、

当期純損失70百万円を見込んでおります。次期の業績につきましては、精密塑性加工事業を展開している
㈱SPCの連結子会社化や新規投資育成案件の発掘、そしてレーザースクライバー装置の収益寄与が大きな
テーマであります。当企業グループ全体として、事業の発展と収益力の更なる強化を図ってまいります。
 今後につきましては期中での子会社異動および、それに伴う当社でのキャピタルゲインの実現またはグ
ループ会社の業績不振による減損が発生する可能性もありますので実際の業績等の結果は本決算短信に記
載の目標値と大きく異なる場合があります。なお、これらの見通しはいずれも当社グループが現時点で入
手可能な情報或いは合理的であると判断する一定の前提に基づいており、これらは経済環境、競争状況お
よび市場環境などを含む「事業等のリスク」に記載の通り、不確実な要因の影響を受けます。業績予想に
変動を与える事情が生じた場合には、速やかに業績予想を見直し、開示いたします。 
 なお、当社はホールディングカンパニー制を採っており、連結での業績を重視しているため、個別決算
の内容自体にあまり重要性がないと判断し、今回より個別予想は開示しないことと致しました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

㈱フォトニクス(7708)　平成22年６月期決算短信
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、33百万円であり前年同期と比べ119百万円の減少と
なりました。  
(営業活動によるキャッシュ・フロー)  
 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は287百万円であり、前年同期と比べ123百万円の減
少となりました。これは主に税金等調整前当期純損失を347百万円計上したためであり、その他固定資産
除売却損益による47百万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)  
 当連結会計年度における投資活動による資金の増加は87百万円であり、前年同期と比べ380百万円の増
加となりました。これは主に有形固定資産の売却による75百万円の増加のためであり、その他貸付金によ
る84百万円の支出があったものの、貸付金の回収による96百万円の増加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)  
 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は80百万円であり、前年同期と比べ9百万円の減少
となりました。これは主に新株式の発行による増加84百万円などであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

  及び「利息の支払額」を使用しております。 

 ※平成20年6月期、平成21年6月期及び平成22年6月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

  レッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成19年6月期 平成20年6月期 平成21年6月期 平成22年6月期

自己資本比率（％） 70.8 57.2 74.9 70.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

67.3 31.0 54.3 233.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

74.6 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

15.0 ― ― ―
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当企業グループは、株主に対する利益還元策を経営戦略上の重要課題として認識しております。現状に
おきましては、経営体質の強化、競争力の維持、事業の拡充、人材の育成を図るための投資の原資とし
て、安定的な資金を確保する必要があると考えております。今後は収益の拡大、安定的かつ継続的な利益
還元を行うことを基本として、早期の復配を目指してまいります。  
 内部留保資金の使途につきましては、経営体質を強化し、将来の事業展開に備えることにより、自己資
本利益率の向上を図ってまいる所存であります。 
 なお、当期につきましては当期純損失を計上したため無配を予定しております。また、大変遺憾ではご
ざいますが次期につきましても回復途上と判断しており、無配を予定しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

㈱フォトニクス(7708)　平成22年６月期決算短信
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①経済環境及び投資環境について 
投資育成事業は、当社の資金により、創業まもないシーズ企業や有益と見込まれるベンチャー企業に投

資・育成を行っております。本事業の収益の大部分はこれら投資先企業の株式売却によるキャピタルゲイ
ンや育成によるコンサルタント・フィーであります。投資育成事業は経済環境や株式市場の動向によって
大きく左右されるものであるため、当企業グループの財政状態及び経営成績に影響が生じる可能性があり
ます。 
②設備投資動向への依存について 
当企業グループは、景気動向、特に光学・自動車・液晶・半導体装置製造業等関連事業の設備投資の状

況に左右されやすい事業があり、これらの分野に属する事業会社の設備投資の抑制や購入価格の下落など
より当企業グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
③得意先への信用リスクについて 
当企業グループは得意先や投資先の信用リスクに備えていますが、予期せぬ倒産などの事態により債権

回収に支障が発生した場合など、当企業グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
④原材料等の価格変動について 
当企業グループが使用する原材料・部品等には市況により価格が変動するものが含まれております。原

材料等の価格が高騰した場合、当企業グループが調達コストの上昇を販売価格に転嫁できる保証はなく、
売上原価の上昇により、当企業グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 
⑤投資先企業について 
投資育成事業では、当企業グループの有する経営資源とのシナジー効果によって事業価値が向上し、将

来株式上場やM&Aの見込めるベンチャー企業などを対象に投資を行っております。当該企業が連結対象子
会社または持分法適用関連会社に該当する場合、その決算内容により連結決算業績に影響を及ぼす可能性
があります。 
⑥投資資金の回収期間及び回収について 
当企業グループでは、投資先企業の経営基盤を確立させ、事業価値を向上させるため、様々な経営資源

を投下してインキュベーションを推進します。しかしながら、投資の実行から事業価値の向上が成される
までの期間の予測は困難であります。また、投資先企業の経営が悪化した場合においては、投資先企業や
第三者に対して譲渡することにより投資の回収を図りますが、当該企業株式が譲渡できない可能性があり
ます。また、投資先企業の株式上場が実現した場合においても、当該企業の業績の悪化や株式市場の変動
による株価下落等により、当企業グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
⑦市場の変動について 
当企業グループの事業は、デジタル家電や携帯電話といった市場が牽引役となっております。これらの

業界は、情報化・ユビキタス社会への進展という流れに向けて、その基幹産業部門として今後暫くは拡大
基調を続けていくものと考えらます。しかしながら、前記業界の動向の影響を直接受ける液晶、半導体と
いった業界では、需給バランスの崩れに伴うドラスティックな市場の拡大・縮小が生じております。ま
た、セールスプロモーションなどにおきましてもIT関連によるサービスを主に利用しております。そうし
た業界を主要なユーザとする当社の課題は、そのような市場変動の中でも継続的に利益を確保出来るよう
な収益体質の構築にあり、現状は、そのような体制になっております。しかしながら、市場は予測不可能
なほどに縮小する可能性があります。  
このような場合、当社製品の売上が減少し、利益率と価格競争力を低下させ、当社の業績に悪影響を及

ぼす可能性があります。 
⑧企業グループの対応 
 当連結会計年度におきましては、太陽電池関連製品の事業化が遅れ収益に貢献できなかったことや、

セールスプロモーション及び広告関連事業において顧客の予算削減や企画の中止などによる影響が大き
く、各投資先企業の業績不振・財務内容悪化により、多額の損失を計上し、結果として当期純損失346百
万円を計上いたしました。  
 当社はホールディングカンパニー制導入後、経営の多角化のため積極的に新規事業を創出し、チャレン
ジしてまいりました。その結果、不採算となる事業については再構築や撤退を積極的に進めることによ
り、新たなビジネスチャンスに備えております。当連結会計年度に実施した第三者割当増資による資金調
達により、太陽電池関連製品の事業化の推進や有望な新規投資先企業のグループ化などにより、早期に業
績回復を図ってまいります。 

(4) 事業等のリスク
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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、当連結会計年度においても317百
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、当連結会計年度は287百万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、既存事業の収支改善を図ってまいります。具体的には、塑性加工事業を
運営する関連会社が当連結会計年度において、大幅な収支改善を行い黒字化を達成いたしました。また、
当連結会計年度は第三者割当増資を実施し、事業資金の調達を行っております。当該資金は、太陽電池用
レーザースクライバー事業の推進及び新規投資育成案件推進のための投資育成事業への充当を目的とした
ものであり、今後の当企業グループの業績回復を図ってまいります。 
 当企業グループは、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、当連結会計年度に第三者割当増資を実施したほか、新株予約権の発行も行っており、事業の
進捗に伴って行使を促進することにより、今後1年間の資金は十分に確保できる見込みであります。  

  

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社の平成22年６月30日現在における当企業グループは、当社及び子会社5社及び関連会社1社で構成され

ており、投資育成事業、精密機器及び装置事業、光計測装置事業、電子機器事業、その他事業、セールスプ

ロモーション及び広告関連事業を展開しております。 

①当企業グループの事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 
※上記の他、連結子会社㈱PCI（不動産運用・投資業）があります。 

また、前連結会計年度は当企業グループであった連結子会社スクールドットコム㈱は、保有株式を全て売却したた

め当連結会計年度末では除外しております。 

前連結会計年度において「電子材料その他事業」と区分していた事業は「その他事業」に名称を変更しておりま

す。 

2. 企業集団の状況

事業 投資育成事業 精密機器及び装

置事業

光計測装置事業 電子機器事業 その他事業 セールスプロモ

ーション及び広

告関連事業

事業内容 ベンチャービ

ジネス等への

投資・育成及

びキャピタル

ゲインの獲得

精密機器及び

各種装置の開

発製造販売

光学系の評価

計測機器の開

発製造販売

電子機器の開

発製造販売

その他 セールスプロ

モーション 

広告代理等

㈱フォトニクス ○ － － － － －

㈱フォトニクス・

エンジニアリング

(連結子会社)

－ ○ － － － －

㈱PCF 

(連結子会社)
－ － － － ○ －

㈱フォトニクス・

オプトメディカル

(連結子会社)

－ － ○ － － －

ブランディング＆

プロデューサー

ズ．㈱ 

(連結子会社)

－ － － － － ○

㈱SPC（持分法適

用関連会社）
○ ○ － ○ － －
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②当企業グループの事業系統図 
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当企業グループは、既存事業の産みだす連結収益に加え、保有する子会社株式及び持分法適用関連会
社のエグジットにより得られるキャッシュを元に、新たなベンチャービジネスへの出資や新会社等の設
立を推進しております。当社におきましては、投資の目的を明確にした独自のインキュベーションルー
ルに基づき、連結収益事業の構築、株式上場やM&A等によるキャピタルゲインの獲得を事業の柱として
おります。また、投資先企業及び新規投資先について、当企業グループの様々な経営資源を新たな事業
に提供することで、 大限のシナジー効果に努めております。更に、経営の多角化を図るため、異業種
への出資も積極的に行っております。「再生と創造」をテーマとして、これまで培った電子機器・精密
機器等における独自の検査・測定技術やノウハウ等を活用し、メーカー発の投資会社として、資本だけ
でなく、当社のコア技術やネットワークに高付加価値を産み出す可能性を持つ投資先企業に対してハン
ズオン型の投資・育成により、企業価値の増大化を図っております。  
 各投資先企業の持続的な成長が当企業グループの収益基盤を確立し、併せて当社の保有株式の価値の
増加に伴い、 大限の相乗効果が期待されます。そして、更なる事業成長によって、日々変化する経営
環境へ適確に対応し、競争力のあるハイテクベンチャー集団を構築してまいります。 

  

当企業グループの目標として、各投資先企業を含めて企業価値（利益・時価総額）の極大化を目指
し、同一の尺度として自己資本利益率（ROE）によって評価しております。  
 具体的な数値目標としては、当企業グループとして、自己資本利益率25%を目標としております。  

  

当社は、ハイテク分野のみならず、事業の多角化を目的とし、様々な分野への進出を図っておりま
す。そのため成長途上のベンチャー企業のインキュベーターとして、当社の有する様々な経営資源を積
極的に投下することにより各投資先企業の活性化に繋げ、収益性を高めてまいります。高付加価値を産
み出すと見込まれるベンチャービジネスを創造、発掘することで、当社の要素技術とのビジネスマッチ
ングによるシナジーや、外部パートナーとのより一層の協業を図り、利益・企業価値の増大化に努めて
まいります。また、投資先の育成を強化し、収益性、市場性、成長性を十分考慮しながら、投資リスク
を分散させ、既存のセグメント毎の事業収益に加え、株式上場やM&Aによるキャピタルゲインの獲得に
よって業績を向上させ、得た資金によって新たなビジネスを創出してまいります。 

  

①営業利益及び営業キャッシュ・フローの改善について 
当企業グループは、前連結会計年度は279百万円、当連結会計年度に317百万円の営業損失を計上し、営

業キャッシュ・フローについては、前連結会計年度は163百万円、当連結会計年度は287百万円のマイナス
となっております。今後は、さらに事業の見直し等を強化し利益計上の維持・向上に努めてまいります。

  

②損失の解消 
当企業グループは、当連結会計年度346百万円の当期純損失を計上しております。当企業グループは、

当該状況を解消し、黒字体質への転換を図るため、事業の選択と集中を行ってまいります。   
今後は、当企業グループ全体における累積損失の解消を目指してまいります。 

  

③営業体制の強化 
当企業グループは、明確なセグメント別戦略により、ユーザからのニーズ・技術要求への対応を強化す

るとともに、主要重点ユーザに対する積極的な営業を展開し、開発時からのユーザ要求を把握すること
で、量産品の受注獲得につなげております。事業領域によっては、大手商社との協業による販売体制の強
化と市場ニーズのいちはやいキャッチアップを行ってまいります。 

  

④社会貢献 
より良い企業市民として、高い企業倫理に基づく公正な事業活動を行い、企業の適正利益の確保と共に

ステークホルダー及び社会的な利益を増進させ、その総体価値を高めることも重要な課題であると認識し
ており、社会に貢献してまいります。 

  

⑤投資効率の向上 
良質の案件の発掘や様々な支援を実行し、収益化に繋げていくキャピタリストの補強、育成を行ってま

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

(4) 会社の対処すべき課題
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いります。ステージ毎のインキュベーション方針を明確化し、できる限り投資パフォーマンスの向上に
努め、営業力の強化もあわせて行ってまいります。当社と投資先企業、もしくは投資先企業同士の経営資
源を組成させ、そこから創出されるシナジーの確立を図る所存であります。 

  

当企業グループは、役員への資金貸付及び借入などを行っておりますが、当該事項は当然ながらその
資金使途・内容等を精査した上で実行しているものであり、取引に関しては市場金利等を勘案し適切な
条件を設定しております。 
 しかしながら、当該事項は早期に解消することが望ましいと判断しており、解消に向け回収等を進め
ております。 

  

(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21年６月30日)

当連結会計年度
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 153,211 33,754

受取手形及び売掛金 30,854 9,228

商品 26,533 2,127

仕掛品 622 1,541

原材料及び貯蔵品 79,001 85,026

その他 39,488 58,696

貸倒引当金 △2,102 △14,385

流動資産合計 327,609 175,990

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 191,302 －

減価償却累計額 △95,336 －

建物及び構築物（純額） 95,966 －

建物 － 20,890

減価償却累計額 － △17,312

建物（純額） － 3,577

機械装置及び運搬具 17,025 11,340

減価償却累計額 △12,336 △7,965

機械装置及び運搬具（純額） 4,688 3,374

工具、器具及び備品 12,956 11,441

減価償却累計額 △11,431 △10,521

工具、器具及び備品（純額） 1,524 919

土地 36,858 －

有形固定資産合計 139,039 7,871

無形固定資産

のれん 20,216 －

その他 1,291 140

無形固定資産合計 21,508 140

投資その他の資産

投資有価証券 14,446 －

長期貸付金 221,846 213,755

長期未収入金 116,315 133,571

その他 31,201 40,326

貸倒引当金 △148,691 △164,991

投資その他の資産合計 235,118 222,662

固定資産合計 395,665 230,674

資産合計 723,274 406,665
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年６月30日)

当連結会計年度
(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 95,832 65,572

未払金 － 36,847

未払法人税等 3,710 4,023

その他 54,378 7,511

流動負債合計 153,921 113,955

固定負債

長期借入金 22,010 －

繰延税金負債 1,722 －

その他 372 789

固定負債合計 24,104 789

負債合計 178,026 114,744

純資産の部

株主資本

資本金 1,221,352 1,267,513

資本剰余金 347,896 394,056

利益剰余金 △1,009,856 △1,355,977

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 539,590 285,790

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,493 101

評価・換算差額等合計 2,493 101

新株予約権 － 6,028

少数株主持分 3,163 －

純資産合計 545,247 291,920

負債純資産合計 723,274 406,665
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

製品等売上高 1,287,215 176,935

売上高合計 1,287,215 176,935

売上原価

投資育成有価証券売上原価 24,054 861

製品等売上原価 829,680 176,716

売上原価合計 853,734 177,577

売上総利益又は売上総損失（△） 433,481 △642

販売費及び一般管理費 713,020 317,149

営業損失（△） △279,539 △317,791

営業外収益

受取利息 5,296 2,205

持分法による投資利益 － 16,623

受取手数料 3,095 －

保険返戻金 10,024 －

物品売却益 4,739 22,391

その他 2,611 3,249

営業外収益合計 25,767 44,469

営業外費用

支払利息 5,480 3,892

持分法による投資損失 228,830 －

株式交付費 － 7,969

支払手数料 － 5,550

その他 10,205 1,125

営業外費用合計 244,516 18,536

経常損失（△） △498,288 △291,859
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,996 19,390

退職給付引当金戻入額 141 －

固定資産売却益 － 1,896

投資育成有価証券売却益 － 35,474

その他 － 3,587

特別利益合計 2,137 60,348

特別損失

固定資産除却損 81 635

固定資産売却損 － 48,999

減損損失 18,831 －

投資育成有価証券売却損 81,066 －

貸倒引当金繰入額 － 47,717

訴訟損失引当金繰入額 － 16,873

前期損益修正損 23 －

その他 34,565 1,737

特別損失合計 134,568 115,963

税金等調整前当期純損失（△） △630,719 △347,474

法人税、住民税及び事業税 3,083 1,810

法人税等調整額 △893 －

法人税等合計 2,190 1,810

少数株主損失（△） △26,051 △3,163

当期純損失（△） △606,858 △346,120
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,221,352 1,221,352

当期変動額

新株の発行 － 46,160

当期変動額合計 － 46,160

当期末残高 1,221,352 1,267,513

資本剰余金

前期末残高 347,896 347,896

当期変動額

新株の発行 － 46,160

当期変動額合計 － 46,160

当期末残高 347,896 394,056

利益剰余金

前期末残高 △402,998 △1,009,856

当期変動額

当期純損失（△） △606,858 △346,120

当期変動額合計 △606,858 △346,120

当期末残高 △1,009,856 △1,355,977

自己株式

前期末残高 △19,801 △19,801

当期末残高 △19,801 △19,801

株主資本合計

前期末残高 1,146,449 539,590

当期変動額

新株の発行 － 92,321

当期純損失（△） △606,858 △346,120

当期変動額合計 △606,858 △253,799

当期末残高 539,590 285,790

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △802 2,493

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3,296 △2,392

当期変動額合計 3,296 △2,392

当期末残高 2,493 101

評価・換算差額等合計

前期末残高 △802 2,493

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3,296 △2,392

当期変動額合計 3,296 △2,392

当期末残高 2,493 101
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

新株予約権

前期末残高 2,536 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,536 6,028

当期変動額合計 △2,536 6,028

当期末残高 － 6,028

少数株主持分

前期末残高 167,010 3,163

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △163,847 △3,163

当期変動額合計 △163,847 △3,163

当期末残高 3,163 －

純資産合計

前期末残高 1,315,193 545,247

当期変動額

新株の発行 － 92,321

当期純損失（△） △606,858 △346,120

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △163,087 472

当期変動額合計 △769,945 △253,327

当期末残高 545,247 291,920
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30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損失（△） △630,719 △347,474

減価償却費 17,618 6,119

のれん償却額 26,304 2,875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 758 349

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,170 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,682 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,030 28,782

受取利息及び受取配当金 △5,868 △2,216

支払利息 5,480 3,892

持分法による投資損益（△は益） 228,830 △16,623

固定資産除売却損益（△は益） － 47,738

減損損失 42,886 －

たな卸資産評価損 8,975 －

物品売却益 － △22,391

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,062

投資育成有価証券売却損益 （△は益） 81,066 △35,474

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 6,907 17,433

支払手数料 － 5,550

為替差損益（△は益） 7,898 19

株式交付費 － 7,969

売上債権の増減額（△は増加） 409,725 28,528

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,241 12,857

仕入債務の増減額（△は減少） △80,529 △24,384

未払金の増減額（△は減少） － 23,419

未払又は未収消費税等の増減額 △4,591 8,109

未収入金の増減額（△は増加） △25,134 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） － △25,839

その他 △65,510 △476

小計 △151,066 △284,298

利息及び配当金の受取額 6,166 2,074

利息の支払額 △5,483 △3,859

法人税等の支払額 △13,356 △1,644

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,739 △287,728
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30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） 110,592 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△113,021 △6,952

有形固定資産の取得による支出 △24,743 △723

有形固定資産の売却による収入 － 75,844

のれんの取得による支出 △23,900 －

投資有価証券の取得による支出 △48,700 －

投資有価証券の売却による収入 － 12,281

出資金の払込による支出 － △2,100

貸付けによる支出 △224,010 △84,212

貸付金の回収による収入 20,126 96,825

保険積立金の解約による収入 16,492 －

長期前払費用の取得による支出 △5,566 △3,520

その他 △615 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △293,345 87,458

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） 10,000 △1,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △19,988 △3,510

株式の発行による収入 － 84,647

新株予約権の発行による収入 － 5,245

その他 － △4,550

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,011 80,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,098 △119,457

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期末残高 153,211 33,754
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

 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、当連結会計年度においても279百万円
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、当連結会計年度は163百万円のマイ
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。また現在、事業化が
スタートした「太陽電池用レーザースクライバー」装
置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。さらに当連結会計年度より新規設立した
連結子会社「ブランディング＆プロデューサーズ．株
式会社」は順調な売上を計上しており、セールスプロ
モーション事業も今後の収益に期待しております。 
 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。加えて貸付金の回収及び保有
株式や不動産などの売却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状況であります。 
 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、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
響を連結財務諸表に反映しておりません。

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、当連結会計年度においても317百万円
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、当連結会計年度は287百万円のマイ
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、既存事業の収支改善を
図ってまいります。具体的には、塑性加工事業を運営
する関連会社が当連結会計年度において、大幅な収支
改善を行い黒字化を達成いたしました。また、当連結
会計年度は第三者割当増資を実施し、事業資金の調達
を行っております。 
 当企業グループは、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、当連結会計年度に第三者割当増資を実施した
ほか、新株予約権の発行も行っており、事業の進捗に
伴って行使を促進することにより、今後1年間の資金は
十分に確保できる見込みであります。 
 しかしながら、上記の対応は新株予約権の行使状況
や新規事業の進捗度合い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、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
響を連結財務諸表に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】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数    6社
連結子会社の名称 

株式会社 PCI
株式会社 フォトニクス・エンジニア
リング
株式会社 PCF
株式会社 フォトニクス・オプトメデ
ィカル
スクールドットコム 株式会社
ブランディング＆プロデューサーズ．
株式会社
スクールドットコム株式会社に対する
議決権の所有割合は100分の50以下であ
りますが、実質的に支配しているため
子会社としております。
ブランディング＆プロデューサーズ．
株式会社は当連結会計年度に設立した
ことにより、当連結会計年度より連結
の範囲に含めております。
前連結会計年度において連結子会社 
であった 株式会社オー・エヌ・シー  
は、株式の売却により連結の範囲から  
除外しております。なお、株式売却ま  
での期間の経営成績を連結財務諸表に  
含めております。
なお、連結の範囲には、投資育成関係
会社である子会社を含んでおります。 

(1)連結子会社の数    5社
連結子会社の名称 

株式会社 PCI
株式会社 フォトニクス・エンジニア
リング
株式会社 PCF
株式会社 フォトニクス・オプトメデ
ィカル
ブランディング＆プロデューサーズ．
株式会社
前連結会計年度において連結子会社 
であった スクールドットコム株式会社
は、株式の売却により連結の範囲から
除外しております。なお、株式売却ま
での期間の経営成績を連結財務諸表に
含めております。 
なお、連結の範囲には、投資育成関係
会社である子会社を含んでおります。 

(2)非連結子会社名  なし (2)非連結子会社名  なし

２ 持分法の適用に関する事
項

(1)持分法適用関連会社の数 1社 
持分法適用関連会社の名称 
株式会社 SPC 
なお、持分法を適用した関連会社に
は、投資育成関係会社である関連会社
を含んでおります。

(1)持分法適用関連会社の数 1社 
持分法適用関連会社の名称 
株式会社 SPC 
なお、持分法を適用した関連会社に
は、投資育成関係会社である関連会社
を含んでおります。

(2)持分法を適用しない非連結子会社の
名称 
なし

(2)持分法を適用しない非連結子会社の
名称
なし

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と
一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

４ 会計処理基準に関する事
項

(イ)重要な資産の評価基準
及び評価方法

(1) 有価証券
 その他有価証券(投資育成目的を含

む)
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)

(1) 有価証券
 その他有価証券(投資育成目的を含

む)
時価のあるもの
…     同左

時価のないもの
…移動平均法による原価法

時価のないもの
…     同左

(2) デリバティブ
時価法（ただし、金利スワップに

ついては特例処理によっておりま
す。）

(2) デリバティブ
同左

(3) たな卸資産
① 商品、製品、原材料及び貯蔵品

…総平均法による原価法（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より
算定）
（会計方針の変更） 
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）を適用しております。 これ
による営業損失、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。

(3) たな卸資産
① 商品、製品、原材料及び貯蔵品

…総平均法による原価法（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より
算定）

(ロ)重要な減価償却資産の
減価償却の方法

(1) 有形固定資産 
  (リース資産を除く)

① 建物（附属設備を除く）
平成19年4月1日以降に取得したもの

定額法
上記以外

旧定額法

(1) 有形固定資産 
  (リース資産を除く)

① 建物（附属設備を除く）
平成19年4月1日以降に取得したもの

定額法
上記以外

旧定額法

② その他の有形固定資産
平成19年4月1日以降に取得したもの

定率法
上記以外

旧定率法
主な耐用年数

建物      ３年～40年
機械及び装置  ２年～10年
工具、器具及び備品

２年～15年
(追加情報)

 当連結会計年度から、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。 
 当該変更に伴う損益に与える影響
はありません。

② その他の有形固定資産
平成19年4月1日以降に取得したもの

定率法
上記以外

旧定率法
主な耐用年数

建物      15年～40年
機械及び装置  ２年～10年
工具、器具及び備品

２年～15年

(2) 無形固定資産 
  (リース資産を除く)

定額法
自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間
(５年以内)に基づいております。

(2) 無形固定資産 
  (リース資産を除く)

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー 

ス取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

 なお、リース取引開始日が平成20

年６月30日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー 

ス取引に係るリース資産
同左

(4) 長期前払費用
定額法

(4) 長期前払費用
同左

(ハ)重要な引当金の計上基
準

(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

(1) 貸倒引当金
同左

(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、

退職金規程に基づく連結会計期間末
自己都合退職金要支給額より、中小
企業退職金共済制度から支給される
額を控除した額を計上しておりま
す。

(2) 退職給付引当金
同左

(3) 役員退職慰労引当金

連結子会社株式会社オー・エヌ・

シーの役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

(ニ)重要な収益及び費用の

計上基準

(1）投資育成有価証券の売上高及び売

上原価

投資育成目的の有価証券の売却金

額を投資育成有価証券売上高として

計上し、また、売却する投資育成有

価証券の帳簿価額及び評価損等を投

資育成有価証券売上原価として計上

しております。

(1）投資育成有価証券の売上高及び売

上原価

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

(2) 投資育成関係会社有価証券の売上

高及び売上原価

投資育成目的の関係会社有価証券

の売却金額を投資育成有価証券売上

高として計上し、また、売却する投

資育成関係会社有価証券の連結上の

簿価（連結子会社については純資産

及びのれん未償却残高のそれぞれの

持分減少相当額の合計額、持分法適

用会社については持分法適用会社の

純資産のうち売却した株式に対応す

る持分の減少額）等を投資育成有価

証券売上原価として計上しておりま

す。

(2) 投資育成関係会社有価証券の売上

高及び売上原価

同左

(ホ)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、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。

同左

(ヘ)その他連結財務諸表作
成のための基本となる
重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 繰延資産の処理方法

創立費

支出時に全額費用として処理して

おります。

なお、創立費については、連結損

益計算書の営業外費用のその他に含

めて表示しております。

(2) 繰延資産の処理方法

株式交付費、新株予約権発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。

なお、新株予約権発行費について

は、連結損益計算書の営業外費用の

その他に含めて表示しております。

５ 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、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６ のれんの償却に関する事

項

 のれんは５年間で均等償却しており

ます。 
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、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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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】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

当連結会計年度から、「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。 

―

（リース取引に関する会計基準）

 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、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（企業会計審議会第一部会）、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、通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。 
 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、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を適用し
ております。 
 これによる営業損失、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。

（収益の計上基準の変更 ）

 当連結会計年度から、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。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

(連結貸借対照表)

1.「財務諸表等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)が適用となることに伴い、前

連結会計年度において「たな卸資産」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「商品」、「仕掛

品」、「原材料及び貯蔵品」に区分して掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」、「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

77,043千円、3,811千円であります。

2.前連結会計年度まで、区分掲記していた「短期貸付

金」（当連結会計年度7,940千円）は、金額の重要性を勘

案し、流動資産の「その他」として表示いたしました。

3.前連結会計年度まで、区分掲記していた「短期借入

金」（当連結会計年度3,510千円）は、負債及び純資産の

合計額の100分の1以下となったため流動負債の「その

他」として表示いたしました。

4.前連結会計年度まで、区分掲記していた「未払金」

（当連結会計年度21,845千円）は、負債及び純資産の合

計額の100分の5以下となったため流動負債の「その他」

として表示いたしました。

5.前連結会計年度まで、区分掲記していた「退職給付引

当金」（当連結会計年度370千円）は、負債及び純資産の

合計額の100分の1以下となったため固定負債の「その

他」として表示いたしました。

(連結貸借対照表)

1.前連結会計年度まで、区分掲記していた「投資有価証

券」（当連結会計年度1,091千円）は、資産の総額の100

分の1以下となったため投資その他の資産の「その他」と

して表示いたしました。

2.前連結会計年度まで、流動負債の「その他」に含めて

表示していた「未払金」（前連結会計年度21,845千円）

は、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えたため区

分掲記しております。

3.前連結会計年度まで、区分掲記していた「繰延税金負

債」（当連結会計年度69千円）は、負債及び純資産の合

計額の100分の1以下となったため固定負債の「その他」

として表示いたしました。

(連結損益計算書)

1.前連結会計年度まで、区分掲記していた「為替差損」

（当連結会計年度7,874千円）は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため営業外費用の「その他」とし

て表示いたしました。

2.前連結会計年度まで、区分掲記していた「たな卸資産

評価損」（当連結会計年度8,975千円）は、特別損失の総

額の100分の10以下となったため特別損失の「その他」と

して表示いたしました。

3.前連結会計年度まで、区分掲記していた「貸倒引当金

繰入額」（当連結会計年度5,304千円）は、特別損失の総

額の100分の10以下となったため特別損失の「その他」と

して表示いたしました。

4.前連結会計年度において、「受取利息及び受取配当

金」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当連結会計年度より「受取利息」「受取配当金」に

区分掲記することといたしましたが、「受取配当金」

（当連結会計年度572千円）は営業外収益の総額の100分

の10以下であるため営業外収益の「その他」として表示

しております。なお、前連結会計年度に含まれる「受取

利息」「受取配当金」はそれぞれ6,527千円、1,230千円

であります。

(連結損益計算書)

1.前連結会計年度まで、区分掲記していた「受取手数

料」（当連結会計年度2,200千円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため営業外収益の「その他」と

して表示いたしました。
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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21年６月30日)

当連結会計年度 
(平成22年６月30日)

１ 保証債務

保証先 保証債務金額

㈱SPC 131,550千円

１ 保証債務

保証先 保証債務金額

㈱SPC 116,150千円

主に金融機関からの運転資金借入に対する保証で

あります。

主に金融機関からの運転資金借入に対する保証で

あります。

 ２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。

 ２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。

※３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表

示しております。

※３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表

示しております。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

 １ ―

 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額

売上原価 35,000千円

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 166,453千円

給与手当 168,698千円

顧問料 68,672千円

旅費交通費 42,243千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,170千円

貸倒引当金繰入額 3,327千円

のれんの当期償却額 26,304千円

 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 96,824千円

給与手当 16,991千円

顧問料 75,604千円

支払手数料 34,232千円

のれんの当期償却額 2,875千円

※３ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は、次のとおりであります。

一般管理費 420千円

 ３ ―

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。

工具、器具及び備品 81千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。

建物 559千円

工具、器具及び備品 76千円

計 635千円
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前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。
(1)減損損失を認識した資産

場所 用途 種類 減損損失 

(千円)

新潟県長岡市
賃貸用資

産

建物 3,399

機械装置 5,012

東京都新宿区

光計測機

器

建設仮勘定 1,841

精密計測

装置

建設仮勘定 8,578

合計 18,831

 ５ ―

(2)減損損失を認識するに至った経緯

賃貸用資産につきましては、機械加工事業の稼働率

低下により、光計測機器及び精密計測装置につきまし

ては、将来の収益計画が見込めないため、減損損失と

して特別損失に計上しております。

(3)資産のグルーピングの方法

当社グループは減損会計の適用にあたり、キャッシ

ュ・フローを生み出す 小単位として事業ごとに分類

しております。

(4)回収可能価額の算定方法

当社グループの回収可能価額は使用価値を使用して

おり、将来キャッシュ・フローを３％で割り引いて算

定しております。

※６ 前期損益修正損の内容は、次のとおりでありま

す。

過年度費用計上等 23千円

計 23千円

 ６ ―
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前連結会計年度(自平成20年7月1日 至平成21年6月30日) 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２. 自己株式に関する事項 

 
  

３. 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成21年7月1日 至平成22年6月30日) 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加は、新株の発行による増加であります。 

   

２. 自己株式に関する事項 

 
  

３. 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １  目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

２  目的となる株式の数の変動事由の概要 

第3回有償新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

第4回有償新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 52,776 ― ― 52,776

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 982 ― ― 982

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）（注） 52,776 8,300 ― 61,076

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 982 ― ― 982

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(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回有償新株予約権 普通株式 ― 15,400 ― 15,400 1,316

第4回有償新株予約権 普通株式 ― 38,000 ― 38,000 4,712

合計 ― 53,400 ― 53,400 6,028
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成21年６月30日)

現金及び預金 153,211千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 153,211千円

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成22年６月30日)

現金及び預金 33,754千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 33,754千円

 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の売却により株式会社オー・エヌ・シーを連

結の範囲から除外したことに伴い除外された資産及

び負債の内訳並びに株式会社オー・エヌ・シー株式

の売却価額と株式売却による収入(純額)との関係は

次のとおりであります。

㈱オー・エヌ・シー（平成21年6月30日現在）

流動資産 576,439千円

固定資産 185,776〃

資産合計 762,215千円

流動負債 340,106〃

固定負債 164,775〃

負債合計 504,882千円

㈱オー・エヌ・シー株式の売却

価額 37,398千円

㈱オー・エヌ・シーの現金及び現
金同等物 △150,419千円

差引：㈱オー・エヌ・シー売却に
よる収入 △113,021千円

 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の売却によりスクールドットコム株式会社を

連結の範囲から除外したことに伴い除外された資産

及び負債の内訳並びにスクールドットコム株式会社

株式の売却価額と株式売却による収入(純額)との関

係は次のとおりであります。

スクールドットコム㈱（平成22年6月30日現在）

流動資産 16,754千円

固定資産 4,496〃

資産合計 21,250千円

流動負債 20,143〃

固定負債 36,281〃

負債合計 56,424千円

スクールドットコム㈱株式の売

却価額 300千円

株式の売却価額のうち未収金額 300千円

スクールドットコム㈱の現金及び
現金同等物 △6,952千円

差引：スクールドットコム㈱売却
による収入 △6,952千円

 

※３ 事業の譲受により増加した資産及び負債の主な内

訳

連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．

株式会社は株式会社ヘッドワークス及び株式会社エ

ニィービィ・サウンズより事業の一部を譲り受けて

おります。当該譲受により増加した資産の内訳は次

のとおりであります。

固定資産 1,000千円

のれん 23,900〃

資産合計 24,900千円
 

※３ 事業の譲渡により減少した資産及び負債の主な内

訳

連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．

株式会社は株式会社ヘッドワークス及び株式会社エ

ニィービィ・サウンズへ事業の一部を譲渡しており

ます。当該譲渡により減少した資産の内訳は次のと

おりであります。

固定資産 878千円

のれん 16,480〃

資産合計 17,358千円
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前連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30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、半導体及び液晶等製造関連機器 

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 

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、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 

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（160,945千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

精密機器 

及び装置 

事業

光計測装 

置事業

電子機

器 

事業

電子材料 

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

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

775 4,072 ― 1,235,969 46,399 ― 1,287,215 1,287,215

(2) セグメ

ント間の内

部売上高又

は振替高

― 4,587 ― 1,203 ― ― 5,791 （5,791) ―

計 775 8,659 ― 1,237,172 46,399 ― 1,293,007 (5,791) 1,287,215

営業費用 993 9,533 ― 1,245,623 88,763 64,643 1,409,558 157,197 1,566,755

営業損失 218 874 ― 8,450 42,364 64,643 116,551 (162,988) 279,539

Ⅱ資産、減

価 償 却

費、減損

損失及び

資本的支

出

 資産 83,195 5,470 ― 155,869 145,302 215,380 605,218 118,055 723,274

 減価償却
費

98 439 ― 16,538 234 ― 17,310 307 17,618

 減損損失 11,277 1,841 ― 8,411 ― ― 21,530 (2,698) 18,831

 資本的支
出

8,562 270 ― 40,566 28,210 ― 77,609 ― 77,609
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4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（190,775千円）の主なものは、全セグメント共通で使用す

る有形固定資産及び親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

にかかる資産等であります。 

5.事業区分の変更 

従来、ASPサービス等は、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、ま

た当連結会計年度より新たにセールスプロモーションを展開しており今後さらに増加が予想されるため、当連

結会計年度より「セールスプロモーション及び広告関連事業」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、46,399千円減少し、営業損失は42,364千

円減少しております。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、それぞれ同額増加してお

ります。 

6.収益の計上基準の変更  

当連結会計年度から、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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当連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30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…精密機器、半導体及び液晶等製造関連機器、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…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（154,117千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。 

4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（88,681千円）の主なものは、全セグメント共通で使用す

る有形固定資産及び親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

にかかる資産等であります。 

5.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、

当連結会計年度より「その他事業」として表示することに変更いたしました。 

  

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

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

― 2,140 15,493 159,301 ― 176,935 176,935

(2)セグメン

ト間の内部売

上高又は振替

高

― 660 1,200 ― ― 1,860 （1,860) ―

計 ― 2,800 16,693 159,301 ― 178,795 (1,860) 176,935

営業費用 37,714 5,835 16,432 240,443 42,199 342,625 152,101 494,727

営業利益又は

営 業 損 失

（△）

△37,714 △3,035 260 △81,141 △42,199 △163,830 (153,961) △317,791

Ⅱ資産、減価

償却費、減

損損失及び

資本的支出

 資産 86,556 1,506 9,576 47,867 172,465 317,972 88,692 406,665

 減価償却費 98 347 3,930 1,326 ― 5,703 415 6,119

 資本的支出 ― ― ― 4,243 ― 4,243 ― 4,243
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前連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 
  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 

―

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

―

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

―

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 3,080千円

リース資産減損勘定の取崩額 4,267千円

減価償却費相当額 2,747千円

支払利息相当額 328千円

減損損失 ―千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。
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前連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30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

企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。 

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、玉谷英二、森本勝己、中馬啓介、㈱ヘッドワークス、プレジデ

ンツ・データ・バンク㈱、㈱グリーンアイランドが開示対象に追加されております。 

  

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子会社及び関連会社等 

  

 
記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には長期貸付金を除いて消費税等が含

まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 当社が貸付を行ったものであります。貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な

お、担保の徴収は行っておりません。 

(注２) 借入金について債務保証を行っているものであります。なお、保証料の受取及び担保の徴収は行っておりま

せん。 

(注３) 機械設備等の賃貸を行っているものであります。賃貸料につきましては一般的な市場価格を勘案し、取引価

格を決定しております。 

(注４) 諸費用の立替を行ったものであります。 

(注５) 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

(注６) 残高には総額522,169千円の貸倒引当金を計上しております。 

(注７) 形式的・名目的にⅥ-2号投資事業任意組合を経由して行われた取引であり、実質的には㈱オー・エヌ・シー

との取引であります。 

  

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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

㈱SPC
新潟県長
岡市

30,975
塑性加工事
業等

（所有）
直接38.4

資金援助 
設備賃貸 
役員の兼任

資金の貸付 
（注1）

201,500 長期貸付金
348,353
（注6）

利息の受取 
（注1）

1,607 ― ―

債務保証 
（注2）

131,550 ― ―

賃貸料等の
受取 
（注3）

6,650
長期未収入
金

287,836
（注6）その他費用

等の立替 
（注4）

2,263

顧問料の支
払（注5）

9,498 ― ―

―
Ⅵ-2号投資事
業 任 意 組 合
（注7）

― ― ― ― 株式の売却
株式の売却
（注5）

37,398 ― ―

㈱フォトニクス(7708)　平成22年６月期決算短信

- 35 -



(イ) 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 

 
記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 当社が貸付を行ったものであります。貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な

お、不動産を担保として徴収しております。また、柄澤憲彦は平成21年6月3日付で当社取締役を辞任し、関

連当事者に該当しないことになったため、上記表の金額は関連当事者であった期間について、期末残高その

他の記載は関連当事者でなくなった時点について記載しております。 

(注２) 当社が貸付を行ったものであります。貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な

お、担保の徴収は行っておりません。 

(注３) 当社が貸付を行ったものであります。貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な

お、担保の徴収は行っておりません。また、玉谷英二は平成21年6月29日付で当社が㈱オー・エヌ・シー株式

を譲渡し同社が連結除外となったことにより、関連当事者に該当しないことになったため、上記表の金額は

関連当事者であった期間について、期末残高その他の記載は関連当事者でなくなった時点について記載して

おります。 

(注４) 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

(注５) 残高には全額貸倒引当金を計上しております。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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 柄澤憲彦 ― ― 当社取締役
（被所
有）

直接0.7
資金の貸付

資金の貸付 
利息の受取 
（注1）

― 
1,145 

 

長期貸付金 
その他の流
動資産

49,703
78
 

役員 森本勝己 ― ―

ブランディ
ング＆プロ
デューサー
ズ．㈱代表
取締役

（被所
有）

直接1.9
 

資金の貸付
資金の貸付 
（注2）

15,000 ― ―

役員 玉谷英二 ― ―
㈱オー・エ
ヌ・シー代
表取締役

―
 

資金の貸付
資金の貸付 
（注3）

― 長期貸付金
20,000

（注5）

主要株
主

中馬啓介 ― ―

(有)ケー・
エイチ・キ
ャピタル代
表取締役

（被所
有）

直接13.9
 

顧問料の支
払

顧問料の支
払 
（注4）

10,008 ― ―
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(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 

 
記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 当社連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．㈱代表取締役森本勝己が議決権の50.0％を所有してお

ります。 

(注２) 当社連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．㈱取締役高橋匠の近親者が議決権の72.6％を所有して

おります。 

(注３) 当社連結子会社スクールドットコム㈱取締役清水浩が議決権の90.0％を所有しております。 

(注４) 当社連結子会社であった㈱オー・エヌ・シーが貸付を行ったものであります。貸付利率は市場金利を勘案し

て利率を合理的に決定しております。なお、担保の徴収は行っておりません。また、玉谷英二は平成21年6月

29日付で当社が㈱オー・エヌ・シー株式を譲渡し同社が連結除外となったことにより、関連当事者に該当し

ないことになったため、上記表の金額は関連当事者であった期間について、期末残高その他の記載は関連当

事者でなくなった時点について記載しております。 

(注５) 当社連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．㈱が街頭ビジョンの事業を譲受けたものであり、第三

者の算定した価格により、取引価格を決定しております。 

(注６) 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

  

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。 
  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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 玉谷英二 ― ―
㈱オー・エ
ヌ・シー代
表取締役

―
 

資金の貸付
資金の貸付 
（注4）

4,607 長期貸付金 25,567

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 (当
該会社の
子会社を
含む)

㈱ヘッドワーク
ス（注1）

東京都太田
区

10,000

音楽録音物・
映像 物の 企
画・制作・販
売

―

事業の譲受 
賃貸料等の
支払い 
広告料の請
求

事業の譲受 
（注5） 
賃貸料等の支
払い（注6） 
広告料の請求
（注6）

19,900
5,719

 
500
 

―
―
 

売掛金

―
―
 

525

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 (当
該会社の
子会社を
含む)

プレジデンツ・
データ・バンク
㈱（注2）

東京都中央
区

43,925
情報提供サー
ビス、広告及
び宣伝

―

広告費の支
払 
事務代行費
の支払 
制作費の請
求

広告費の支払
（注6） 
事務代行費の
支払（注6） 
制作費の請求
（注6）

12,038
 

160
 

350
 

買掛金
 

未払金
 

売掛金
 

6,930
 

168
 

367
 

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
( 当 該
会社の
子会社
を 含
む)

㈱グリーンア
イ ラ ン ド（注
3）

東京都台
東区

17,000
印刷物の企
画・製 作・
販売

―
資材の購入 
賃貸料等の
支払い

資材の購入 
（注6） 
賃貸料等の
支払い（注
6）

10,714 
  

450 
 

― 
  
― 
 

―
 

―
 

㈱フォトニクス(7708)　平成22年６月期決算短信

- 37 -



(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、重要な関連会社は㈱SPCであり、その要約財務情報は以下のとおりであり

ます。 

  

流動資産合計   72,115千円 

固定資産合計   191,098千円 

  

流動負債合計   77,190千円 

固定負債合計   721,691千円 

  

純資産合計   △535,669千円 

  

売上高      223,919千円 

税引前当期純損失 241,379千円 

当期純損失       242,329千円 
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当連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日) 

  

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子会社及び関連会社等 

  

 
記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には長期貸付金を除いて消費税等が含

まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 当社が貸付を行ったものであります。貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な

お、担保の徴収は行っておりません。 

(注２) 借入金について債務保証を行っているものであります。なお、保証料の受取及び担保の徴収は行っておりま

せん。 

(注３) 機械設備等の賃貸を行っているものであります。賃貸料につきましては一般的な市場価格を勘案し、取引価

格を決定しております。 

(注４) 諸費用の立替を行ったものであります。 

(注５) 残高には総額503,733千円の貸倒引当金を計上しております。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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

㈱SPC
新潟県長
岡市

30,975
塑性加工事
業等

（所有）
直接38.4

資金援助 
設備賃貸 
役員の兼任

資金の貸付 
（注1）

― 長期貸付金
348,353
（注5）

債務保証 
（注2）

116,150 ― ―

賃貸料等の
受取 
（注3）

9,817
売掛金
長期未収入
金

1,811
291,500
（注5）

その他費用
等の立替 
（注4）

57
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(イ) 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 

  

 
記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 個人主要株主である中馬啓介氏が議決権の100.0％を所有する会社であります。 

(注２) 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

  

(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 

 
記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 当社連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．㈱取締役小田島睦子が議決権の71.4％を所有しており

ます。 

(注２) 当社連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．㈱が貸付を行ったものであります。貸付利率は市場金

利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の徴収は行っておりません。 

(注３) 当社連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．㈱が借入を行ったものであります。借入利率は市場金

利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の差入れは行っておりません。 

(注４) 当社連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．㈱が番組制作事業を譲渡したものであります。 

(注５) 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

(注６) 残高には総額4,172千円の貸倒引当金を計上しております。 

  

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。 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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)

主要株
主が議
決権の
過半数
を所有
してい
る会社
( 当 該
会社の
子会社
を 含
む)

(有)ケー・エイ
チ・キャピタル
（注1）

東京都新宿
区

265,000
不 動 産 賃
貸・音楽出
版

―
顧問料の支
払

顧問料の支
払 
（注2）

10,008 ― ―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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 高橋匠 ― ―

ブランディ
ング＆プロ
デューサー
ズ．㈱代表
取締役

―

商品の販売 
  
資金の貸付 
  
資金の借入 
 

商品の販売 
（注5）
資金の貸付 
（注2）
資金の借入 
（注3）

1,465
 

9,212
 

14,219
 

―
 
―
 

―
 

―
 

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 (当
該会社の
子会社を
含む)

㈱ エ ニ ィ ー ビ
ィ・サ ウ ン ズ
（注1）

東京都港区 10,000
音楽番組の制
作・企画・販
売

―

事業の譲渡 
  
賃貸料等の
支払 
番組制作費
の請求 
番組制作費
の支払 
 

事業の譲渡 
（注4） 
賃貸料等の支
払（注5） 
番組制作費の
請求（注5） 
番組制作費の
支払(注5）

3,250
 

6,200
 

7,743
 

7,307
 
 

未収入金 
売掛金

6,176
2,169

（注6）
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(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、重要な関連会社は㈱SPCであり、その要約財務情報は以下のとおりであり

ます。 

  

流動資産合計   157,294千円 

固定資産合計   177,723千円 

  

流動負債合計   492,539千円 

固定負債合計   371,372千円 

  

純資産合計   △528,894千円 

  

売上高      331,001千円 

税引前当期純利益  7,724千円 

当期純利益        6,774千円 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(税効果会計関係)
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当連結会計年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日) 

１  金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、主に設備投資を含めた事業計画遂行のための、必要な資金(主に銀行等借入や新株

式の発行)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転

資金を銀行等借入により調達しております。デリバティブについては、借入金利や為替変動リスクを回

避する目的以外での投機的な取引は行わない方針であります。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資育成有価証券

は、主に投資育成目的であり、国内の未上場企業等の株式であり、投資先企業の事業リスク等に晒され

ております。投資有価証券については、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関連会社や

取引先企業等に対し長期貸付や長期未収入金があります。 

営業債務である買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。 

  

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 

当社は、営業債権及び長期貸付金について、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリン

グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。また連結子会社についても、当社と同様の管理を行っております。 

当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照

表価額により表わされています。 

②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 

当社は、投資有価証券や投資育成有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務

状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直ししております。 

③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 

当社は、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、

流動性リスクを管理しております。 

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

(金融商品関係)
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２  金融商品の時価等に関する事項 

平成22年6月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注

２)を参照ください。)。 
(単位：千円) 

 
(※１)  長期貸付金及び長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

  

(注１)金融商品の時価等に関する事項 

資  産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

  

(3) 投資有価証券 

これらの時価について、上場株式等は取引所の価格によっております。 

  

(4) 長期貸付金、(5) 長期未収入金 

長期貸付金及び長期未収入金は回収状況に問題のある取引先に対して、個別に状況を精査し貸倒見積

り高を算定しているため、時価は貸借対照表額から貸倒見積り高を控除した金額に近似しており、当該

価額をもって時価としております。 

  

負  債 

(1) 買掛金、(2)未払金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

  

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
(単位：千円) 

 
  

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 33,754 33,754 ―

(2) 受取手形及び売掛金 9,228 9,228 ―

(3) 投資有価証券 1,091 1,091 ―

(4) 長期貸付金 213,755 174,793 ―

    貸倒引当金(※１) △38,962

(5) 長期未収入金 133,571 7,542 ―

    貸倒引当金(※１) △126,029

資産計 226,410 226,410 ―

(1) 買掛金 65,572 65,572 ―

(2) 未払金 36,847 36,847 ―

負債計 102,420 102,420 ―

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 20,000
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投資有価証券」には含めておりません。 

  

(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
(単位：千円) 

 
  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号  平成20年３月10日)及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号  平成20年３月10日)を適用してお

ります。 

  

１年以内
１年超
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 33,754 ― ― ―

受取手形及び売掛金 9,228 ― ― ―

長期貸付金 ― 28,854 183,634 1,266

長期未収入金 ― 13,015 120,556 ―

合計 42,982 41,870 304,190 1,266
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前連結会計年度(平成21年６月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 当連結会計年度において、有価証券について11,583千円（その他有価証券で時価のある株式）減損処理を行っ

ております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には時価まで取得

価額を減損処理しております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

当連結会計年度(平成22年６月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

(有価証券関係)

種類 取得原価(千円)
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
得価額を超え
るもの

①  株式 10,230 14,446 4,216

合計 10,230 14,446 4,216

種類 連結貸借対照表計上額(千円)

（1）子会社及び関連会社株式 ―

（2）その他有価証券
①非上場株式

20,000

合計 20,000

売却額(千円) 売却益の合計額(千円)

― ―

種類 取得原価(千円)
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
得価額を超え
るもの

①  株式 920 1,091 171

合計 920 1,091 171

売却額(千円) 売却益の合計額(千円)

12,372 3,062
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前連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成21年６月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 通貨関連 

  

 
(注) 時価の算定方法 

  為替予約取引………取引銀行より提示された価格によっております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

(1) 取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で取引を行っており、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行っております。

(3) 取引の利用目的

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

(4) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。

なお、当該取引先は高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクは殆どな

いと判断しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

為替予約取引の実施にあたっては、各社の業務管理部で決定された範囲内で、代表取締役

社長の決裁により、業務管理部長が実行しております。

種類 契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円) 評価損益(千円)

為替予約取引

 買建

  米ドル 73,850 31,650 66,455 △7,069

合計 73,850 31,650 66,455 △7,069
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けて

おり、また、中小企業退職共済制度に加入しておりま

す。

１ 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けて

おり、また、中小企業退職共済制度に加入しておりま

す。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年６月30日)

イ 退職金規程に基づく 
  期末自己都合要支給額

1,252千円

ロ 中小企業退職共済制度から 
  支給される額

882千円

ハ 退職給付引当金 370千円

退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基

づく期末自己都合要支給額より中小企業退職共済制度

から支給される額を控除した額を計上しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年６月30日)

イ 退職金規程に基づく
  期末自己都合要支給額

1,601千円

ロ 中小企業退職共済制度から 
  支給される額

882千円

ハ 退職給付引当金 719千円

退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基

づく期末自己都合要支給額より中小企業退職共済制度

から支給される額を控除した額を計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年７月１日

至 平成21年６月30日）

イ 期末自己都合要支給額に基づく 
  繰入額

2,947千円

ロ 中小企業退職共済制度への 
  拠出額

60千円

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 3,007千円

中小企業退職共済制度については、拠出額を退職給

付費用として処理しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成21年７月１日

至 平成22年６月30日）

イ 期末自己都合要支給額に基づく 
  繰入額

349千円

ロ 中小企業退職共済制度への 
  拠出額

60千円

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 409千円

中小企業退職共済制度については、拠出額を退職給

付費用として処理しております。
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前連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
(注) 上記表に記載された株式数は、平成13年10月15日付株式分割(株式1株につき2株)及び平成14年8月20日付株式分割

(株式1株につき4株)による分割後の株式数に換算して記載しております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

 
(注) 上記表に記載された株式数は、平成13年10月15日付株式分割(株式1株につき2株)及び平成14年8月20日付株式分割

(株式1株につき4株)による分割後の株式数に換算して記載しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成12年11月27日 平成16年12月22日 平成18年2月15日

付与対象者の区分及び人

数(名)

当社取締役    2名 

当社従業員    2名 

当社子会社取締役 4名 

当社子会社監査役 1名 

当社子会社従業員 5名

当社取締役    3名 

当社監査役    1名 

当社従業員    2名 

当社子会社取締役 1名 

当社子会社監査役 1名

当社取締役    4名 

当社従業員    4名 

当社子会社取締役 1名

株式の種類及び付与数 

(数)

普通株式 2,480株 普通株式 1,300株 普通株式 4,400株

付与日 平成12年12月1日 平成17年1月17日 平成18年2月24日

権利確定条件 付与日(平成12年12月1日)

以降、権利確定日(平成14

年12月1日～平成20年8月

31日)まで継続して勤務し

ていること。

付与日(平成17年1月17日)

以降、権利確定日(平成18

年12月23日～平成23年12

月22日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成18年2月24日)

以降、権利確定日(平成20

年2月17日～平成25年2月

16日)まで継続して勤務し

ていること。

対象勤務期間 平成12年12月1日～平成14

年12月1日

平成17年1月17日～平成18

年12月23日

平成18年2月24日～平成20

年2月17日

権利行使期間 平成14年12月１日から 

平成20年８月31日まで

平成18年12月23日から 

平成23年12月22日まで

平成20年２月17日から 

平成25年２月16日まで

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成12年11月27日 平成16年12月22日 平成18年2月15日

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 776 1,190 3,750

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 776 620 1,600

 未行使残 ― 570 2,150
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②単価情報                                (単位：円) 

 
(注) 権利行使価格については、平成13年10月15日付株式分割(株式1株につき2株)及び平成14年8月20日付株式分割(株

式1株につき4株)の調整を行っており、また、平成17年7月13日付及び平成17年10月6日付の第三者割当増資による

調整後の1株当たりの価格を記載しております。 

  

(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 

該当事項はありません。 

  

(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。 

  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成12年11月27日 平成16年12月22日 平成18年2月15日

権利行使価格 ― 69,787 82,553

行使時平均株価 ― ― ―

付与時における公正な評価 

単価

― ― ―
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当連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(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その変動状況 

①ストック・オプションの数            (単位：株) 

 
  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年12月22日 平成18年2月15日

付与対象者の区分及び人

数(名)

当社取締役    3名 

当社監査役    1名 

当社従業員    2名 

当社子会社取締役 1名 

当社子会社監査役 1名

当社取締役    4名 

当社従業員    4名 

当社子会社取締役 1名

株式の種類及び付与数 

(数)

普通株式 1,300株 普通株式 4,400株

付与日 平成17年1月17日 平成18年2月24日

権利確定条件 付与日(平成17年1月17日)

以降、権利確定日(平成18

年12月23日～平成23年12

月22日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成18年2月24日)

以降、権利確定日(平成20

年2月17日～平成25年2月

16日)まで継続して勤務し

ていること。

対象勤務期間 平成17年1月17日～平成18

年12月23日

平成18年2月24日～平成20

年2月17日

権利行使期間 平成18年12月23日から 

平成23年12月22日まで

平成20年２月17日から 

平成25年２月16日まで

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年12月22日 平成18年2月15日

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 570 2,150

 権利確定 ― ―

 権利行使 ― ―

 失効 70 150

 未行使残 500 2,000
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②単価情報                       (単位：円) 

 
(注) 権利行使価格については、平成17年7月13日付、平成17年10月6日付、平成21年10月23日付及び平成22年5月31日付

第三者割当増資による調整後の1株当たりの価格を記載しております。 

  

(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 

該当事項はありません。 

  

(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。 

  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年12月22日 平成18年2月15日

権利行使価格 66,756 78,969

行使時平均株価 ― ―

付与時における公正な評価 

単価

― ―
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前連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

当社は、平成21年４月28日に当社100％出資の連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．株式会社を設立

し、平成21年５月１日付けで２件の事業譲渡契約を締結いたしました。 

 事業の譲受けに伴う企業結合に関する事項の概要は以下の通りです。 

  

対象事業 株式会社ヘッドワークス シリンダーサイドエルビジョン事業 

事業内容 渋谷区道玄坂のスクランブル交差点に面したビル屋上のフルカラーLED放映枠販売 

有力顧客を獲得するための手段として有効であると判断したため、事業譲受を行っております。 

  

平成21年５月１日から平成21年６月30日 

事業譲受けの取得原価 19,900千円 

  

今後の事業活動によって生み出される将来の超過収益力から発生したものであります。 

のれんの償却は５年間の定額法によっております。 

固定資産 1,000千円 

       ― 

  

売上高及び損益状況 

 
  

概算額の計上については、企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定して算出された売上高及び損益

情報を記載しております。また、企業結合時に認識されたのれんが当期首に発生したものとし、償却額を算定し

ております。 

 なお、当該注記は、かがやき監査法人の監査証明を受けておりません。 

対象事業 株式会社エニィービィ・サウンズ エニィービィ・サウンズ事業 

事業内容 自社製作FMラジオ番組の提供枠販売事業 

(企業結合等関係)

（事業譲受)

１-１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合の法的形式並びに結合後の名

称

（1）結合対象事業及びその内容

（2）事業譲受を行った主な理由

（3）事業譲受日 平成21年５月１日

（4）企業結合の法的形式 事業の譲受

（5）事業譲受企業の名称 ブランディング＆プロデューサーズ．株式会社

１-２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間

１-３．取得した事業の取得原価等

１-４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法、償却期間

（1）のれんの金額   18,900千円

（2）発生原因

（3）償却方法及び償却期間

１-５．事業譲受日に受け入れた資産及び受け入れた負債の額

（1）資産の額

（2）負債の額

１-６．事業譲受が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

売上高 31,756千円

営業利益 8,378千円

（概算額の算定方法及び重要な前提条件）

２-１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合の法的形式並びに結合後の名

称

（1）結合対象事業及びその内容
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地方など幅広く有力顧客を獲得するための手段として有効であると判断したため、事業譲受を行っておりま

す。 

  

平成21年５月１日から平成21年６月30日 

事業譲受けの取得原価 5,000千円 

  

今後の事業活動によって生み出される将来の超過収益力から発生したものであります。 

のれんの償却は５年間の定額法によっております。 

       ― 

       ― 

  

売上高及び損益状況 

 
  

概算額の計上については、企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定して算出された売上高及び損益

情報を記載しております。また、企業結合時に認識されたのれんが当期首に発生したものとし、償却額を算定し

ております。 

 なお、当該注記は、かがやき監査法人の監査証明を受けておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日) 

(事業分離) 

１  分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の

概要 

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

分離先企業の名称：株式会社ヘッドワークス 

分離した事業の内容：連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．株式会社のシリンダーサイドエルビジョ

ン事業 

(2) 事業分離を行つた主な理由 

連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．株式会社では、有力顧客獲得の有効な手段として、シリンダー

サイドエルビジョン事業を開始いたしましたが、当事業そのものの利益貢献が当初見込みと比較して遅れており、

当事業の資産を固定化させておくよりも、資金化することで、他の事業へ振り向けることが事業展開において有利

であると判断し、売却することと致しました。 

(3) 事業分離日 

平成21年12月31日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

（2）事業譲受を行った主な理由

（3）事業譲受日 平成21年５月１日

（4）企業結合の法的形式 事業の譲受

（5）事業譲受企業の名称 ブランディング＆プロデューサーズ．株式会社

２-２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間

２-３．取得した事業の取得原価等

２-４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法、償却期間

（1）のれんの金額   5,000千円

（2）発生原因

（3）償却方法及び償却期間

２-５．事業譲受日に受け入れた資産及び受け入れた負債の額

（1）資産の額

（2）負債の額

２-６．事業譲受が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

売上高 60,280千円

営業利益 870千円

（概算額の算定方法及び重要な前提条件）
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受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡 

  

２  実施した会計処理の概要 

 
  

３  当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

 営業損失 5,047千円 

  

 

(1) 移転損益の金額

1,891千円

(2) 移転した事業に係る資産の適正な帳簿価格並びに

その主な内訳

固定資産 14,108千円
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(注) 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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

１株当たり純資産額 10,466円16銭 4,757円42銭

１株当たり当期純損失 11,716円77銭 6,570円25銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失であるため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失であるため記載しており

ません。

前連結会計年度末 

平成21年６月30日

当連結会計年度末 

平成22年６月30日

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額

545,247千円 291,920千円

普通株式に係る純資産額 542,084千円 285,892千円

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額と１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式に係る連結会計年

度末の純資産額との差額の主な内訳

 新株予約権 ― 6,028千円

 少数株主持分 3,163千円 ―

普通株式の発行済株式数 52,776株 61,076株

普通株式の自己株式数 982株 982株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

 

51,794株

 

60,094株

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

連結損益計算書上の当期純損失 606,858千円 346,120千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純損失 606,858千円 346,120千円

普通株式の期中平均株式数 51,794株 52,680株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

 

 

①新株引受権(ストック・オ

プション)

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 570株

②第2回新株予約権(ストッ

ク・オプション)

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 2,150株

 

 

 

①第1回新株予約権(ストッ

ク・オプション)

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 500株

②第2回新株予約権(ストッ

ク・オプション)

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 2,000株

③第3回新株予約権

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 15,400株

④第4回新株予約権

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 38,000株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当社は、平成21年７月21日開催の取締役会において、

㈱レイテックスと「太陽電池用レーザースクライバー事

業」を共同で推進することで業務提携基本契約を締結す

ることを決議いたしました。

(1) 目的

有望な市場である太陽電池業界への参入により収益

拡大が見込めるため

(2) 契約の相手会社の名称

㈱レイテックス

(3) 締結の時期

平成21年７月21日

(4) 契約の内容

①当社及び㈱フォトニクス・エンジニアリングはレ

ーザースクライバーの製造を行い、レイテックス社

が販売及び保守を行う。展開地域は日本及びアジア

地域とする。 

②レイテックス社の代表取締役高村氏及び取締役芳

賀氏はフォトニクス・エンジニアリングの取締役に

就任する。 

③当該業務を遂行するにあたり、レイテックス社は

当社及びフォトニクス・エンジニアリングに技術を

供与し、必要がある場合はレイテックスの機器及び

人材を当該業務に充当する。

(5) 契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響

新規事業であり、従来の事業への影響はありませ

ん。

 平成22年7月26日開催の取締役会において、当社は持

分法適用関連会社である株式会社SPCの株式を一部取得

し、連結子会社とすることを決議いたしました。 ま

た、平成22年8月12日付で払込を完了し、当該株式を取

得いたしました。 

 １ 株式取得の理由  

 同社の業績向上推進のため、継続的な黒字化を達成で

きるよう新規顧客開拓や管理部門強化など積極的な支援

を行うことを目的として株式を取得いたしました。  

２ 株式の取得方法  

 第三者割当増資の引受  

３ 買収する会社の名称、事業内容、規模  

 会社の名称   株式会社SPC  

 事業内容    精密塑性加工及びエッチングによ

るガラスの精密加工事業  

 従業員数    12名  

 資本金の額   30,975千円  

 発行済株式総数 20,650株  

４ 株式取得の時期  

 平成22年8月12日 

５ 取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比

率  

 株式数     4,850株  

 取得価額    499千円  

 持分比率    50.1％ 

６ 支払資金の調達及び方法  

 支払資金の調達 自己資金  

 支払方法    銀行振込 

７ その他の重要な特約等  

 該当事項はありません。 
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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21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 97,887 22,229

売掛金 － 1,811

貯蔵品 9,001 26

前払費用 3,021 2,902

短期貸付金 9,897 11,530

預け金 － 10,000

その他 4,598 3,593

貸倒引当金 △194 △2,617

流動資産合計 124,212 49,475

固定資産

有形固定資産

建物 20,890 20,890

減価償却累計額 △16,832 △17,312

建物（純額） 4,057 3,577

機械及び装置 11,340 11,340

減価償却累計額 △6,840 △7,965

機械及び装置（純額） 4,499 3,374

工具、器具及び備品 6,151 5,713

減価償却累計額 △5,697 △5,551

工具、器具及び備品（純額） 453 162

有形固定資産合計 9,010 7,114

無形固定資産

電話加入権 689 －

その他 － 0

無形固定資産合計 689 0

投資その他の資産

投資有価証券 1,356 1,091

関係会社株式 0 0

投資育成関係会社有価証券 57,109 2,347

投資育成有価証券 20,000 20,000

長期貸付金 1,081,449 1,072,570

役員に対する長期貸付金 20,471 18,346

長期前払費用 101 16

長期未収入金 319,928 323,556

敷金及び保証金 8,492 8,492

貸倒引当金 △1,081,374 △1,201,852

投資その他の資産合計 427,533 244,568

固定資産合計 437,233 251,683

資産合計 561,445 301,158
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

未払金 4,755 6,988

未払費用 6 13

未払法人税等 3,015 3,343

預り金 2,628 1,146

前受金 － 210

流動負債合計 10,406 11,701

固定負債

繰延税金負債 177 69

退職給付引当金 370 719

固定負債合計 547 789

負債合計 10,953 12,490

純資産の部

株主資本

資本金 1,221,352 1,267,513

資本剰余金

資本準備金 － 46,160

その他資本剰余金 347,896 347,896

資本剰余金合計 347,896 394,056

利益剰余金

利益準備金 1,000 1,000

その他利益剰余金

別途積立金 100,000 100,000

繰越利益剰余金 △1,100,214 △1,460,230

利益剰余金合計 △999,214 △1,359,230

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 550,233 282,537

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 258 101

評価・換算差額等合計 258 101

新株予約権 － 6,028

純資産合計 550,491 288,667

負債純資産合計 561,445 301,158
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

経営管理料 7,850 8,100

売上高合計 7,850 8,100

売上原価

投資育成有価証券売上原価 287,037 93,208

賃貸原価 2,602 1,584

売上原価合計 289,640 94,793

売上総損失（△） △281,790 △86,693

販売費及び一般管理費 208,673 200,916

営業損失（△） △490,463 △287,610

営業外収益

受取利息 10,506 5,876

受取手数料 3,333 －

物品売却益 4,853 22,376

その他 92 2,280

営業外収益合計 18,786 30,534

営業外費用

支払利息 － 3,023

株式交付費 － 7,969

自己株式取得費用 45 －

貸倒引当金繰入額 256 －

支払手数料 － 5,550

その他 1 1,038

営業外費用合計 302 17,580

経常損失（△） △471,980 △274,657

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 32,068

退職給付引当金戻入額 141 －

固定資産売却益 － 5

投資育成関係会社有価証券売却益 － 300

特別利益合計 141 32,373

特別損失

固定資産除却損 81 －

投資育成関係会社有価証券売却損 105,602 －

貸倒引当金繰入額 9,400 116,092

減損損失 19,689 －

その他 10,770 689

特別損失合計 145,543 116,782

税引前当期純損失（△） △617,382 △359,066

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等調整額 △192 －

法人税等合計 757 950

当期純損失（△） △618,140 △360,016
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,221,352 1,221,352

当期変動額

新株の発行 － 46,160

当期変動額合計 － 46,160

当期末残高 1,221,352 1,267,513

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 － －

当期変動額

新株の発行 － 46,160

当期変動額合計 － 46,160

当期末残高 － 46,160

その他資本剰余金

前期末残高 347,896 347,896

当期末残高 347,896 347,896

資本剰余金合計

前期末残高 347,896 347,896

当期変動額

新株の発行 － 46,160

当期変動額合計 － 46,160

当期末残高 347,896 394,056

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,000 1,000

当期末残高 1,000 1,000

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 100,000 100,000

当期末残高 100,000 100,000

繰越利益剰余金

前期末残高 △482,073 △1,100,214

当期変動額

当期純損失（△） △618,140 △360,016

当期変動額合計 △618,140 △360,016

当期末残高 △1,100,214 △1,460,230

利益剰余金合計

前期末残高 △381,073 △999,214

当期変動額

当期純損失（△） △618,140 △360,016

当期変動額合計 △618,140 △360,016

当期末残高 △999,214 △1,359,230
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

自己株式

前期末残高 △19,801 △19,801

当期末残高 △19,801 △19,801

株主資本合計

前期末残高 1,168,374 550,233

当期変動額

新株の発行 － 92,321

当期純損失（△） △618,140 △360,016

当期変動額合計 △618,140 △267,695

当期末残高 550,233 282,537

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 421 258

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△162 △157

当期変動額合計 △162 △157

当期末残高 258 101

評価・換算差額等合計

前期末残高 421 258

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△162 △157

当期変動額合計 △162 △157

当期末残高 258 101

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6,028

当期変動額合計 － 6,028

当期末残高 － 6,028

純資産合計

前期末残高 1,168,795 550,491

当期変動額

新株の発行 － 92,321

当期純損失（△） △618,140 △360,016

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162 5,870

当期変動額合計 △618,303 △261,824

当期末残高 550,491 288,667
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

 当社は、前事業年度に222百万円の営業損失を計上
し、当事業年度においても490百万円の営業損失を計上
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。 
 当社は当該状況を解消し又は改善すべく、前事業年
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。また現在、事業化がスタートした「太
陽電池用レーザースクライバー」装置を本格的に収益
化させ、早期の収益獲得を目指してまいります。さら
に当事業年度より新規設立した連結子会社「ブランデ
ィング＆プロデューサーズ．株式会社」は順調な売上
を計上しており、セールスプロモーション事業も今後
の収益に期待しております。 
 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。加えて貸付金の回収及び保有
株式や不動産などの売却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状況であります。 
 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、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
財務諸表に反映しておりません。

当社は、前事業年度に490百万円の営業損失を計上
し、当事業年度においても287百万円の営業損失を計上
しております。当該状況により、継続企業の前提に関
する重要な疑義が存在しております。  
 当社は当該状況を解消すべく、前事業年度より推し
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。具体的には、塑性加工事業を運営する関連会社が
当事業年度において、大幅な収支改善を行い黒字化を
達成いたしました。また、当事業年度は第三者割当増
資を実施し、事業資金の調達を行っております。 
 当社は、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、
当事業年度に第三者割当増資を実施したほか、新株予
約権の発行も行っており、事業の進捗に伴って行使を
促進することにより、今後1年間の資金は十分に確保で
きる見込みであります。  
 しかしながら、上記の対応は新株予約権の行使状況
や新規事業の進捗度合い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、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
財務諸表に反映しておりません。 
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(投資育成目的を含む)

その他有価証券：時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

(投資育成目的を含む)

その他有価証券：時価のあるもの

同 左

時価のないもの 

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

時価のないもの

同 左

子会社株式及び関連会社株式

同 左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品

総平均法による原価法（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より算定）

貯蔵品

同 左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

① 建物（附属設備を除く）

平成19年4月1日以降に取得したも

の

定額法

上記以外

旧定額法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

① 建物（附属設備を除く）

平成19年4月1日以降に取得したも

の

定額法

上記以外

旧定額法

② その他の有形固定資産

平成19年4月1日以降に取得したも

の

定率法

上記以外

旧定率法

② その他の有形固定資産

平成19年4月1日以降に取得したも

の

定率法

上記以外

旧定率法

主な耐用年数

建物     15年～ 40年

機械及び装置     10年

工具、器具

及び備品  2年～ 15年

(追加情報)
 当事業年度から、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。
 当該変更に伴う損益に与える影響
はありません。

主な耐用年数

建物     15年～ 40年

機械及び装置     10年

工具、器具

及び備品  2年～ 15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年以内)に基づく定額法によって減

価償却を実施しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同 左

(3) リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

 なお、リース取引開始日が平成20

年６月30日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

(3) リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

同 左

 

(4) 長期前払費用
定額法

(4) 長期前払費用

同 左
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項目
前事業年度

(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

４ 繰延資産の処理方法 ― 株式交付費、新株予約権発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。 

 なお、新株予約権発行費について

は、損益計算書の営業外費用のその

他に含めて表示しております。

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(1) 貸倒引当金

同 左

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当社退職金規程に基づく期末自己都

合退職金要支給額より、中小企業退

職金共済制度から支給される額を控

除した額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

同 左

６ 重要な収益及び費用の計

上基準

(1) 投資育成有価証券の売上高及び売
上原価

投資育成目的の有価証券の売却金額

を投資育成有価証券売上高として計上

し、また、売却する投資育成有価証券

の帳簿価額及び評価損等を投資育成有

価証券売上原価として計上しておりま

す。

(1) 投資育成有価証券の売上高及び売
上原価

同 左

(2) 投資育成関係会社有価証券の売上

高及び売上原価

投資育成目的の関係会社有価証券の

売却金額を投資育成有価証券売上高と

して計上し、また、売却する投資育成

関係会社有価証券の帳簿価額及び評価

損等を投資育成有価証券売上原価とし

て計上しております。

(2) 投資育成関係会社有価証券の売上

高及び売上原価

同 左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式に

よっております。

 

同 左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

 当事業年度から、「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。 

―

（リース取引に関する会計基準）

 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、当事業年度より「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（企業会計審議会第一部会）、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、通常の売買取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。 
 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、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を
適用しております。 
 これによる営業損失、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。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

(貸借対照表)

前事業年度まで区分掲記していた「未収収益」（当事
業年度110千円）は、資産の総額の100分の1以下となっ
たため流動資産の「その他」として表示いたしまし
た。
(損益計算書)
1.前事業年度において営業外収益「その他」としてい
た「受取手数料」（前事業年度384千円）は、営業外収
益の総額の100分の10以上となったため区分掲記してお
ります。
2.前事業年度まで区分掲記していた「たな卸資産評価
損」（当事業年度8,975千円）は、特別損失の総額の
100分の10以下となったため特別損失の「その他」とし
て表示いたしました。
3.前事業年度において、「受取利息及び受取配当金」
として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢ
ＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するた
め、当事業年度より「受取利息」「受取配当金」に区
分掲記することといたしましたが、「受取配当金」
（当事業年度10千円）は営業外収益の総額の100分の10
以下であるため営業外収益の「その他」として表示し
ております。なお、前事業年度に含まれる「受取利
息」「受取配当金」はそれぞれ11,192千円、5,825千円
であります。

(貸借対照表)

前事業年度まで区分掲記していた「電話加入権」（当
事業年度0千円）は、金額の重要性を勘案し、無形固定
資産資産の「その他」として表示いたしました。 
 
(損益計算書)
前事業年度まで区分掲記していた「受取手数料」（当
事業年度2,200千円）は、営業外収益の総額の100分の
10以下となったため営業外収益の「その他」として表
示いたしました。
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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21年６月30日)

当事業年度 
(平成22年６月30日)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりです。
 

短期貸付金 6,367千円

長期未収入金 317,187千円

長期貸付金 1,000,229千円

※１ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりです。

短期貸付金 360千円

長期未収入金 320,160千円

長期貸付金 1,014,281千円

 

 ２ 偶発債務(保証債務)

保証先 保証債務金額

㈱SPC 131,550千円

計 131,550千円

主に金融機関からの運転資金借入に対する保証で

あります。

 

 ２ 偶発債務(保証債務)

保証先 保証債務金額

㈱SPC 116,150千円

計 116,150千円

主に金融機関からの運転資金借入に対する保証で

あります。

※３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表
示しております。

※３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表
示しております。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりです。

経営管理料 7,850千円

受取利息 7,951千円

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりです。

経営管理料 8,100千円

受取利息 3,909千円

受取手数料 2,200千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は23％であり、一般管理費に属す

る費用のおおよその割合は77％であります。

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

の通りであります。

役員報酬 70,749千円

給与手当 14,726千円

支払手数料 15,042千円

顧問料 64,976千円

地代家賃 14,427千円

減価償却費 196千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は23％であり、一般管理費に属す

る費用のおおよその割合は77％であります。

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

の通りであります。

役員報酬 56,349千円

給与手当 11,993千円

支払手数料 15,035千円

顧問料 73,339千円

地代家賃 14,600千円

減価償却費 310千円

※３ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

工具、器具及び備品 81千円

※３ ―

※４ 貸倒引当金繰入額は長期貸付金（関係会社等）に

対するものであります。

※４ 貸倒引当金繰入額は長期貸付金（関係会社等）に

対するものであります。

 

※５ 減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失
を計上しました。

(1)減損損失を認識した資産

場所 用途 種類 減損損失 

(千円)

新潟県長岡市
賃貸用資

産

建物 3,399

機械装置 5,012

東京都新宿区
精密計測

装置

建設仮勘定 11,277

合計 19,689

(2)減損損失を認識するに至った経緯
 賃貸用資産につきましては、機械加工事業の稼働率
低下により、精密計測装置につきましは、将来の収益
計画が見込めないため、減損損失として特別損失を計
上しております。

(3)資産のグルーピングの方法
 当社グループは減損会計の適用にあたり、キャッシ
ュ・フローを生み出す 小単位として事業ごとに分類
しております。

(4)回収可能価額の算定方法
 当社グループの回収可能価額は使用価値を使用して
おり、将来キャッシュ・フローを３％で割り引いて算
定しております。

※５ ―
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前事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

自己株式に関する事項 

  

 
  

当事業年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日) 

自己株式に関する事項 

  

 
  

前事業年度(平成21年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度(平成22年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

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) 982 ― ― 982

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) 982 ― ― 982

(有価証券関係)
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

該当事項はありません。 

(税効果会計関係)

(企業結合等関係)
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(注) 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 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

１株当たり純資産額 10,628円49銭 4,703円29銭

１株当たり当期純損失 11,934円60銭 6,834円02銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、１株当たり当
期純損失を計上しているため記載し
ておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、１株当たり当
期純損失を計上しているため記載し
ておりません。 
 

前事業年度末 

平成21年６月30日

当事業年度末 

平成22年６月30日

貸借対照表の純資産の部の合計額 550,491千円 288,667千円

普通株式に係る純資産額 550,491千円 282,639千円

貸借対照表の純資産の部の合計額と

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式に係る事業年度末の純

資産額との差額
 新株予約権 ― 6,028千円

普通株式の発行済株式数 52,776株 61,076株

普通株式の自己株式数 982株 982株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数 51,794株 60,094株

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

損益計算書上の当期純損失 618,140千円 360,016千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純損失 618,140千円 360,016千円

普通株式の期中平均株式数 51,794株 52,680株

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり当期純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要

 

 

①第１回新株予約権（ストック・

オプション）

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 570株

 

②第２回新株予約権（ストック・

オプション）

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 2,150株

 

 

 

①第１回新株予約権（ストック・オ

プション）

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 500株

 

②第２回新株予約権（ストック・オ

プション）

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 2,000株

③第３回新株予約権

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 15,400株

④第４回新株予約権

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 38,000株
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当社は、平成21年７月21日開催の取締役会において、

㈱レイテックスと「太陽電池用レーザースクライバー事

業」を共同で推進することで業務提携基本契約を締結す

ることを決議いたしました。

(1) 目的

有望な市場である太陽電池業界への参入により収益

拡大が見込めるため

(2) 契約の相手会社の名称

㈱レイテックス

(3) 締結の時期

平成21年７月21日

(4) 契約の内容

①当社及び㈱フォトニクス・エンジニアリングはレ

ーザースクライバーの製造を行い、レイテックス社

が販売及び保守を行う。展開地域は日本及びアジア

地域とする。 

②レイテックス社の代表取締役高村氏及び取締役芳

賀氏はフォトニクス・エンジニアリングの取締役に

就任する。 

③当該業務を遂行するにあたり、レイテックス社は

当社及びフォトニクス・エンジニアリングに技術を

供与し、必要がある場合はレイテックスの機器及び

人材を当該業務に充当する。

(5) 契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響

新規事業であり、従来の事業への影響はありませ

ん。

平成22年7月26日開催の取締役会において、当社は持

分法適用関連会社である株式会社SPCの株式を一部取得

し、連結子会社とすることを決議いたしました。 ま

た、平成22年8月12日付で払込を完了し、当該株式を取

得いたしました。 

１ 株式取得の理由  

 同社の業績向上推進のため、継続的な黒字化を達成で

きるよう新規顧客開拓や管理部門強化など積極的な支援

を行うことを目的として株式を取得いたしました。  

２ 株式の取得方法  

 第三者割当増資の引受  

３ 買収する会社の名称、事業内容、規模  

 会社の名称   株式会社SPC  

 事業内容    精密塑性加工及びエッチングによ

るガラスの精密加工事業  

 従業員数    12名  

 資本金の額   30,975千円  

 発行済株式総数 20,650株  

４ 株式取得の時期  

 平成22年8月12日  

５ 取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比

率  

 株式数     4,850株  

 取得価額    499千円  

 持分比率    50.1％  

６ 支払資金の調達及び方法  

 支払資金の調達 自己資金  

 支払方法    銀行振込  

７ その他の重要な特約等  

 該当事項はありません。
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・新任取締役候補 

    取締役    高原 浩三 

    取締役    福地 英 

 ・新任監査役候補 

    社外監査役  馬場 弘人 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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