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１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）

 当社は平成17年12月に上場しており、前中間期にかかる開示を行っていないため、前中間期数値及び対前期増減率の記載

を行っておりません。

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 2,515 (　－　) 287 (　－　) 244 (　－　)
16年12月中間期 － (　－　) － (　－　) － (　－　)

17年６月期 3,109 210 212

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 177 ( －　) 8,529 52 8,218 61
16年12月中間期 － ( －　) － － － －

17年６月期 107 11,871 62 － －

（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円 16年12月中間期 －百万円 17年６月期 －百万円
②期中平均株式数 17年12月中間期 20,823株 16年12月中間期 －株 17年６月期 9,040株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 配当状況  

 
１株当たり

中間配当金

１株当たり

年間配当金

 円　　　　銭 円　　　　銭 

 17年12月中間期  － － 

 16年12月中間期  － － 

 17年６月期  －  － 

(3）財政状態                                 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 4,301 3,159 73.5 129,435 54
16年12月中間期 － － － － －

17年６月期 1,923 1,196 62.2 117,227 95

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 24,410株 16年12月中間期 －株 17年６月期 10,205株
②期末自己株式数 17年12月中間期 －株 16年12月中間期 －株 17年６月期 －株

(4)キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

17年12月中間期 △135 △527 1,774 1,378
16年12月中間期 － － － －

17年６月期 △142 △196 401 267
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２．平成18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

 百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭

通　期 5,088 547 357 － － － －
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14,625円32銭
※　上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

 

 

 当社は関係会社が無いため、記載すべき該当事項はありません。

 

 

２．経営方針

 

(1)経営の基本方針

　当社は“新しい価値を創造し具現化する企業となること”をカンパニーポリシーとし、もの作りの世界で独自開発の技

術に徹し、市場ニーズのある装置や設備を開発し、あらゆる業界の製造工程の革新を果たしてゆくことを経営理念として

おります。またこうした経営理念の実現を環境への配慮や会社としての健全性・コンプライアンス遵守など社会の公器と

しての当然の使命を併せて実現しながら会社の経営を進めていく所存です。

　この経営理念を実現するために、①市場動向、市場ニーズの徹底した把握、②自分たちの独自の思考と粘り強い開発に

よる新技術や新工法への拘り、③徹底した顧客志向をその行動指針にしております。

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務健全性を重要な政策として位置付けております。配当につきましては、積

極的な事業展開に備えた内部留保の充実とのバランスを図り、業績に応じて適正に実施してまいりたいと考えております。

 

(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図る観点から、株式市場での適切な株式投資単位に関して、「株式の

分割」等について必要に応じて見直していくことを基本方針とし、今後も当社の株価の動向や市場の要請等を勘案して慎

重に対処したいと考えております。

 

(4)目標とする経営指標

　当社は、売上高の伸長と営業利益率の向上を経営目標としております。具体的には高付加価値の無競争製品の開発を積

極的に進め、好調な業種・業界への製品投入を推進していくとともに、個別受注ごとの利益率の向上を図ってまいります。

財務的には資本の効率的な活用を実現するために、ROEの水準を高めていく事を意識した経営を行ってまいります。

 

(5)中長期的な会社の経営戦略

　これまで当社は３Ｄアプリケーション事業とファンクションアナライズ事業という二つの独自技術による事業を立ち上

げてきました。中長期的な経営戦略の第一は、この二つの既存事業をより深堀りし、またその対象市場の横展開を図って

いくことです。現在進めている具体的な取り組みとしては、３Ｄアプリケーション事業では従来製品の高付加価値化、新

しい分野での適用用途開発、ならびに超微細・超薄分野に対応した新しい工法の開発が挙げられます。またファンクショ

ンアナライズ事業では、より当社の装置の特徴を生かせる高性能・高品質が求められる自動車分野やセキュリティー機器

分野での市場開拓が挙げられます。

中長期的な戦略の第二は、新しい技術や工法による新製品や新規事業分野の継続的な開拓です。こうした取り組みとして

現在は液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等の平面基板の生産工程における非接触搬送装置や光源の輝度測定のプ

ロセスにおいての高精度輝度測定装置といった新たな装置開発を進めています。

 

(6)会社の対処すべき課題

　当社は、創造的な技術を開発する企業として、製品開発力の更なる強化を図ることを方針としております。そのために、

開発活動において既存技術の延長線ではなく、新しい技術へ挑戦することを会社の風土として定着を図るとともに、現在

在籍している技術者の技術レベルの向上と高い能力を有する技術者の新規採用に取り組んでまいります。また、このよう

な製品開発力の強化とともに、開発した技術の知的財産化も重要な課題と認識しており、知的財産権の確保および管理強

化を推進してまいります。

 

(7)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　当社は、株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有
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効に機能させるために、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制および株主重視の経営を維持できる仕組み作りが重

要であると認識しております。

ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　当社は監査役制度採用会社であり、監査役1名は常勤監査役、2名は非常勤社外監査役であります。取締役会には原則的

にすべての監査役が出席し、常勤監査役はさらに社内の重要な会議への出席や、会計監査人による監査ならびに内部監査

室による監査にも随時立会い取締役の職務執行に対し、十分に監視することができる体制となっております。

　また、内部監査室において、主要な事業部門を中心に業務監査を計画的に実施しております。被監査部門に対して具体

的な助言・勧告・業務改善状況の確認をおこなうとともに、監査役および会計監査人との意見交換により、内部統制組織

の監視および牽制をおこなっております。

ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外監査役である田井康孝は、当社株式72株を所有しておりますが、実質的な独立性が確保されております。他の社外

取締役および社外監査役については特記すべき事項はありません。

ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当社では定時取締役会として、毎月１回原則取締役６名および監査役３名が出席し、経営全般にわたる意思決定を行う

とともに、月次業績および市場動向・顧客情報等の報告のほか各取締役の業務執行報告を行っております。また臨時取締

役会も必要に応じて開催し、重要事項の決定を行っております。

また経営会議として毎週１回各部門にて会議を行っておりますが、その会議とは別に取締役および関連する部門長が出席

した経営会議を毎月１回の定時取締役会の後に開催し、特に重要なテーマの状況把握と課題の抽出・検討を行ない、経営

環境の変化に迅速かつ的確な対応を図っております。

経営の透明性という観点では、迅速な情報開示を目指し、ホームページの拡充やＩＲ活動の強化にも注力しております。

 

(8)親会社に関する事項

　該当する事項はありません。

 

(9)その他、会社の重要な経営上重要な事項

　該当する事項はありません。

３．経営成績及び財政状態

 

（１） 経営成績

　当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高騰に伴う原材料価格上昇等の影響があったものの、企業業績の回復によ

る設備投資の増加や雇用情勢の好転により個人消費にも回復の動きが見え始め、景気は全体的に緩やかな回復基調で推移

いたしました。

当社が大きく依存する電気機器業界においては、デジタル家電の普及とともに電子部品・電子デバイスの生産が引き続き

堅調に推移し、設備投資意欲も非常に強く、当社の受注環境も良好な状態で推移しました。

このような状況の中、当社は創造的な独自技術による無競争装置の先行開発・販売と顧客ニーズに対するコンサルティン

グ業務を戦略とし、これまでも電子デバイスの製造プロセスにおいて大きなブレークスルーの役割を果たす各種装置開発

を行ってきましたが、当中間期におきましては、「３Ｄアプリケーション事業」や「ファンクションアナライズ事業」で

これまで開発の各種装置の量産化ラインへの組込みが始まり、順調に販売を伸張させることができました。また当社にと

りましては、アンテナ事業の位置づけにあるカスタマイズ事業でも液晶・ＰＤＰ業界・その他業界への搬送関連装置受託

が拡大し、売上の増加に寄与しております。この結果、当中間期の売上高は2,515百万円となりました。

一方、利益面では、原価率の低減に努めた結果、経常利益244百万円、中間純利益177百万円となりました。

 

（２）財政状態

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は当中間会計期間末において1,378百万円となり

ました。これは主にジャスダック市場への上場に伴う公募増資による資金の増加があったことによるものであります。

（営業活動によるキャッシュフロー）

　当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は135百万円となりました。これは主に、税引前中間純利益の計

上300百万円、減価償却費の計上59百万円、売上債権の増加による支出256百万円、たな卸資産の増加による支出492百万円、

仕入債務の増加による支出減344百万円等によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュフロー）
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　当中間会計期間において投資活動による資金の減少は527百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券の取得による支出60百万円、有形固定資産の取得による支出470百万円、無形固定資産の取得

による支出5百万円等により資金が減少したことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュフロー）

　当中間会計期間において財務活動による資金の増加は1,774百万円となりました。

　これは主に、株式の発行による資金の増加1,771百万円並びに短期借入金の借入による30百万円の増加、及び長期借入金

の返済による資金の減少27百万円によるものであります。

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。

 

 平成17年６月期 平成17年12月期

  中間 期末  中間

 自己資本比率（％） － 62.1 73.4

 時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 817.23

 債務償還年数（年） － － －

 インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － －

（注）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

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※ 有利子負債は、貸借対照表に計上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おります。

※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成17年６月期、平成17年12月中間期の債務償却年数、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。
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（３）通期の業績見通し

　通期の見通しといたしましては、下半期についても設備投資の勢いが継続されるとの見通しの中で、各種既存装置の順

調な受注を見込んでおります。加えて３Ｄアプリケーション技術を展開した新たな装置開発・受注の開始や光源の輝度測

定のプロセスにおいての高精度輝度測定装置など新製品の投入も順調に進む見込みであります。ただし納期・検収に関し

て不確定な要素もあることから、現時点では従来の業績見通しの変更はいたしません。　

（４）事業等のリスク

　当社の事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項およ

びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能

　性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、

本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上でおこわれる必要があると考えております。なお、

以下の記載のうち将来に関する事項は、当中間期末現在において当社が判断したものであります。

①開発型企業として開発重視の事業展開について

　当社の製品は、創造的な技術に基づくもので、今後も継続して魅力のある製品開発をおこなう方針であります。しかし

ながら、研究開発と販売のプロセスは不確実なものであり、長期的な人材、資源の投入が新技術の創造へ必ずしもつなが

るものではなく、またユーザーから支持される新製品、新技術につながるものであるという保証もありません。

　当社では、ユーザーからの要求に応じて最先端かつ高度の技術力を提供し、「新しい価値を創造し具現化する企業とな

ること」を目標とし、製品開発をおこなっていく方針ではありますが、当社が魅力ある製品を開発できない場合には、当

社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②当社の事業の基礎となる技術と当社製品のユーザーについて

　当社の営む３Ｄアプリケーション事業およびファンクションアナライズ事業では、それぞれ当社が独自に開発した「３

Ｄアプリケーションの技術」および「機能分析の技術」を基礎として開発・製造された製品を国内および海外のユーザー

に販売しております。これらの技術は、幅広い分野で活用可能なものであり、その用途も今後拡大していくものと期待し

ております。

　しかしながら、現時点において当社の主力製品はおもに電子部品・デバイス業界に属するユーザー向けの製造・制御装

置および検査装置となっており、当該業界の設備投資の動向によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社製品は従来の技術により開発・製造された他社製品に替わるものとしてユーザーに導入されておりますが、

当社の技術的優位性が発揮されなくなった場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③技術者の確保について

　当社が、今後事業推進をしていくためには、現在在籍している技術者の技術レベルを向上させるとともに、高い能力を

有する技術者を新規採用していくことが重要であります。今後、当社が想定する技術レベルに達している人員を確保でき

ない場合、または優秀な技術者の流出が生じた場合には、当社の事業および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④生産体制について

・外注先への依存について

　当社では、製造工程の一部を積極的に協力外注先へ外注しており、当中間期の総製造費用に占める外注加工費の割合は

58．7％と高くなっております。協力外注先とは、継続的に良好な取引関係を維持しておりますが、何らかの事情によって

協力外注先との取引に支障をきたすこととなった場合には、当社の事業および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

・新工場の建設について

　３Ｄアプリケーション事業等における受注高の増加に伴い生産能力の不足が見込まれることから、当社は新潟県見附市

に今年９月稼動の予定で新工場の建設を計画しております。新工場の立上げが計画通りに進まなかった場合、または当社

の計画通りに受注高が増加しなかった場合等においては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤知的財産権について

　当社は、３Ｄアプリケーション事業に関連する「チップへの電極塗布」にかかる特許権を登録済みである他、複数の特

許権を出願しております。これらの登録済または出願中の特許権は、事業遂行にあたり、競合他社等から当社の知的財産

権を保護するために必要不可欠なものであります。当社は、製品開発にあたって、今後新たに研究開発をおこなったもの

について特許権等の知的財産権を出願していく方針でありますが、当社が出願する特許権等の知的財産権の全てが登録さ

れる保証はありません。当社が知的財産権を十分に保全できない場合には、当社の事業および経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

　また、当社は、第三者に対する知的財産権の侵害をおこなっていないものと認識しておりますが、当社の事業分野にお

ける知的財産権の現状を完全に把握することは困難であります。従いまして、万が一当社が第三者の知的財産権を侵害し

た場合には、損害賠償または使用差止等の請求等を受ける可能性があり、当社の事業および経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

⑥会社組織について

　当社は、平成17年12月31日現在、取締役6名、監査役3名、従業員66名と比較的小規模な組織であり、内部の管理体制も

このような規模に応じたものとなっております。

　当社では、今後の急激な業務拡大に備え、既存従業員の育成、採用活動による人員増強などの施策を講じるとともに、

管理業務の効率化を図り、組織的効率を維持・向上させることが重要な課題と認識しておりますが、当社の想定以上に急

激な業務拡大が生じた場合、既存従業員の育成、人員増強等が順調に進まなかった場合には、当社の事業拡大及び事業運

営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、小規模な組織であるため、一部の業務について複数の担当者により業務遂行されていない場合等があります。今

後事業拡大に伴い、代替人員の確保など進める予定でありますが、特定の役職員の社外流出などにより、一時的に当社の

業務運営に支障をきたすこととなる恐れがあります。このような場合には、当社の事業および経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２ 1,390,044   288,964   

２．受取手形  137,569   84,270   

３．売掛金  857,215   654,029   

４．たな卸資産  744,811   252,654   

５．繰延税金資産  8,993   5,300   

６．未収消費税等  11,342   －   

７．その他  46,024   7,795   

貸倒引当金  △2,800   △2,300   

流動資産合計   3,193,201 74.2  1,290,715 67.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１，２ 240,326   232,649   

(2）機械及び装置 ※１ 309,462   180,246   

(3）土地 ※２ 347,538   123,453   

(4）その他 　※１ 119,043   66,050   

有形固定資産合計  1,016,371  23.6 602,399  31.3

２．無形固定資産  27,797   25,846   

３．投資その他の資産  63,809   4,526   

固定資産合計   1,107,977 25.8  632,772 32.9

資産合計   4,301,178 100.0  1,923,487 100.0
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当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  653,396   308,600   

２．短期借入金　  90,000   60,000   

３.１年以内返済予定の長期
　  借入金

 55,300   55,300   

４．未払法人税等  109,680   69,375   

５．その他 ※５ 66,856   61,605   

流動負債合計   975,233 22.7  554,881 28.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  138,333   165,983   

２．役員退職慰労引当金  9,454   6,312   

３．繰延税金負債  18,636   －   

固定負債合計   166,423 3.8  172,295 9.0

負債合計   1,141,657 26.5  727,176 37.8

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   1,235,529 28.7  504,529 26.2

Ⅱ　資本剰余金        

　　資本準備金  1,513,828   459,228   

資本剰余金合計   1,513,828 35.2  459,228 23.9

Ⅲ　利益剰余金        

　　中間（当期）未処分利益  410,162   232,552   

利益剰余金合計   410,162 9.5  232,552 12.1

資本合計   3,159,521 73.5  1,196,311 62.2

負債資本合計   4,301,178 100.0  1,923,487 100.0
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(2）中間損益計算書

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年７月1日
至　平成17年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,515,102 100.0  3,109,763 100.0

Ⅱ　売上原価   1,995,927 79.4  2,550,350 82.0

売上総利益   519,174 20.6  559,413 18.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   231,531 9.2  348,830 11.2

営業利益   287,642 11.4  210,582 6.8

Ⅳ　営業外収益   3,932 0.2  14,590 0.4

Ⅴ　営業外費用   47,029 1.9  13,053 0.4

経常利益   244,545 9.7  212,119 6.8

Ⅵ　特別利益   55,607 2.2   　　　－ ー 

Ⅶ　特別損失    　　　－ ー  21,000 0.7

税引前中間（当期）純利益   300,152 11.9  191,119 6.1

法人税、住民税及び事業税  105,000   88,500   

法人税等調整額  17,542 122,542 4.8 △4,700 83,800 2.6

中間（当期）純利益   177,610 7.1  107,319 3.5

前期繰越利益   232,552   125,233  

中間（当期）未処分利益   410,162   232,552  
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純利益  300,152 191,119

減価償却費  59,958 57,916

新株発行費  13,670 －

役員退職慰労引当金の増加額  3,142 5,938

貸倒引当金の増加額  500 300

受取利息及び受取配当金  △2 △9

支払利息  1,605 3,946

為替差損  18 －

売上債権の増減額（増加：△）  △256,484 34,876

たな卸資産増加額  △492,156 △214,788

未収消費税の増減額（増加：△）  △11,342 5,874

仕入債務の増減額（減少：△）  344,796 △192,101

未払消費税等の増減額（減少：△）  △7,128 7,128

未払金の増加額  1,398 3,252

未払費用の増加額  2,725 2,016

その他  △25,341 10,930

小計  △64,489 △83,599

利息及び配当金の受取額  2 9

利息の支払額  △1,556 △3,791

法人税等の支払額  △69,375 △55,387

営業活動によるキャッシュ・フロー  △135,418 △142,769
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当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

 　　 定期預金の払戻による収入　  10,000 △2

投資有価証券の取得
による支出

 △60,000 △8,500

有形固定資産の取得
による支出

 △470,377 △185,304

無形固定資産の取得
による支出

 △5,400 △1,869

その他  △1,986 △517

投資活動によるキャッシュ・フロー  △527,763 △196,193

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額  30,000 60,000

長期借入金の借入による収入  － 110,000

長期借入金の返済による支出  △27,650 △228,982

株式の発行による収入  1,771,929 460,958

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,774,279 401,976

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △18 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  1,111,097 63,013

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  267,252 204,239

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 1,378,331 267,252
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

１．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

　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

(1）　　　　　　　　－

　　

(2）たな卸資産

原材料

　移動平均法による原価法

仕掛品

　個別法による原価法

(2）たな卸資産

原材料

　　同左

仕掛品

　　同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法

主な耐用年数は以下のとおりです。

　建物及び構築物　　７年～40年

　工具器具及び備品　３年～12年

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額法を採用

しております。

　また、取得価額が10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については、法人税法の規定に

基づく３年均等償却を行っています。

(1）有形固定資産

 　 同左

(2）無形固定資産

　　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

(2）無形固定資産

    同左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒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勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

 (2) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。

(1)貸倒引当金

 　　　　同左 

 

 

(2) 役員退職慰労引当金

  　　　　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、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

　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。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借り主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処

理によっております。

　　　　　同左

６．中間キャッシュ・フロー計算書

（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

７．その他中間財務諸表（財務諸表）

作成のための基本となる重要な事

項

　消費税等の会計処理

　　消費税等は税抜方式により処理しております。

　消費税等の会計処理

　　　　　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 

項目

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

　固定資産の減損に係る会計基準  　当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。

 　　　　　　　　ー
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追加情報

項目

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

 　当中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調

整額は、当期において予定している利益処分によ

る固定資産圧縮積立金の積立を前提として当中間

会計期間に係る金額を計算しております。

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年

法律第９号)が平成15年３月31日に公布され、平

成16年４月１日以後に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年

度から「法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については販売費及び一般管理費に計

上しております。この結果、販売費及び一般管理

費が3,900千円増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が3,900千円減少しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

166,774千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

110,368千円

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 建物 59,175千円

 土地 79,325千円

計 138,500千円

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 110,027千円

土地 123,453千円

現金及び預金 10,000千円

計 243,481千円

担保付債務は次のとおりであります。

 一年以内返済予定

の長期借入金
38,200千円

 長期借入金　 104,500千円

  計 142,700千円

　　　担保付債務は次のとおりであります。

 一年以内返済予定

の長期借入金
38,200千円

 長期借入金　 123,600千円

  計 161,800千円

　３　受取手形裏書高

67,920千円

　３　受取手形裏書高

142,509千円

　 ４　受取手形割引高

68,892千円

　 ４　受取手形割引高

85,100千円

※５　　　－ ※５　消費税の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示してあります。

 

　６　　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため

取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当

該事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　６　　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため

取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当

該事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　　当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 600,000千円

借入実行残高 90,000千円 

差引額 510,000千円 

　　当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 600,000千円

借入実行残高 60,000千円 

差引額 540,000千円 
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当中間期中の発行済株式数の増減

 

発行年月日 発行形態 発行株式数 (株) 発行価格 (円) 資本組入額 (円)

平成17年８月27日 株式分割（１：２） 10,205 － －

平成17年12月13日 公募増資 4,000 480,000 182,750

 

 

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの　　　

 　　　仕入割引　　　　　　　　　　　　　1,416千円

※１　営業外収益のうち主要なもの　　　

　 　　助成金収入　　　　　　　　　　　　8,152千円

 　　　仕入割引　　　　　　　　　　　　　2,134千円

  

※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　新株発行費　　　　　　　　　　　 13,670千円

       公開関連費用　　　　　　　　　　 27,990千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　支払利息　　　　　　　　　　　　　3,946千円

　　　 支払手数料　　　　　　　　　　　　5,348千円

　 　　新株発行費　　　　　　　　　　　　2,959千円

 

※３　特別利益のうち主要なもの

助成金収入　　　　　　　　　　　 55,607千円

 

 ※４　特別損失のうち主要なもの

 　　　　　　　　　　　－　

　　 

 　５　減価償却実施額

　　　 有形固定資産　　　　　　　　　　 56,406千円

　　   無形固定資産 　　　　　　　　　　 3,449千円

※３　特別利益のうち主要なもの

　　　　　　　　　　－

 

 ※４　特別損失のうち主要なもの

　　　 投資有価証券権利放棄損　　　　　 21,000千円 

 

 　５　減価償却実施額

　　　 有形固定資産　　　　　　　　　　 52,229千円

　　   無形固定資産 　　　　　　　　　　 5,687千円

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※　　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

                            （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,390,044千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△11,712千円

現金及び現金同等物 1,378,331千円

※　　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

 （平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 288,964千円

預入期間が３か月

を超える定期預金
△21,712千円

現金及び現金同等

物
267,252千円
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①　リース取引

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 

　　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少

額な取引のため、中間財務諸表等規則第５条の３の

規定により記載を省略しております。

 

　　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少

額な取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。

 

 

②　有価証券

当中間会計期間末
 （平成17年12月31日) 

前事業年度末
 （平成17年６月30日) 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券   

　非上場株式（店頭売買株式を除く） 60,000 －

 

③　デリバティブ取引

 

 

　当中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）及び前事業年度末（自　平成16年７月１日　至　平

成17年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

 

④　持分法損益等

 

　当中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）及び前事業年度末（自　平成16年７月１日　至　平

成17年６月30日）

　当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 129,435.54円

１株当たり中間純利益金額

　　
8,529.52円

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額
8,128.61円 

１株当たり純資産額 117,227.95円

１株当たり中間純利益金額 11,871.62円

　当社は、平成17年８月27日付で株式１株につき２株の割

合をもって分割しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たりの情報は、以下のとおりとなり

ます。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場で

あり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把

握できませんので記載しておりません。

 前事業年度

１株当たり純資産額 58,613.98 円

１株当たり当期純利益金額　　 5,935.15 円

 

　  

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

当中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前事業年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（百万円） 177,610 107,319

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 177,610 107,319

期中平均株式数（株） 20,823 9,040

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額
  

中間（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 1,027 －

（うち新株予約権） 　　　　　　　 (1,027) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－  新株予約権１種類(新株予約権の

数244個)

 

 

（重要な後発事象）
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当中間会計期間
（自　平成17年 7月 1日
至  平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　１．当社は、平成17年11月10日及び平成17年11月24日開

催の取締役会において、オーバーアロットメントによる当

社株式の売出し（大和証券エスエムビーシー株式会社が当

社株主から借用する当社普通株式500株の売出し）に関連し

て、第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしまし

た。

　その内容は下記のとおりであります。

　(1)発行する株式の種類及び数

　　　普通株式　　　　　　　　　500株

　(2)発行価額

　　　１株につき　　　　　　365,500円

　(3)発行価額の総額

　　　　　　　　　　　　　182,750千円

　(4)資本組入額

　　　１株につき　　　　　　182,750円

　(5)資本組入額の総額

　　　　　　　　　　　　　 91,375千円

　(6)割当先及び割当株式数

　　　大和証券エスエムビーシー株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　500株

　(7)払込期日

　　　平成18年１月16日

　(8)配当起算日

　　　平成18年１月１日

　(9)資金使途

　　　運転資金

 

 

 

 １.平成17年８月30日開催の臨時株主総会および平成17年

８月30日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年８月30

日付で当社取締役および従業員に対して、商法第280条ノ20

および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権の付与（ス

トックオプション）を致しております。

　その内容は下記のとおりであります。

　(1)新株予約権の数（個)　　　　 　　180個

　(2)新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式

　(3)新株予約権の目的となる株式の数(株)

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　180株

　当社が株式分割または株式併合をおこなう場合には、新

株式の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されてい

ない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、

調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切捨

てるものとします。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予

約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸

収分割をおこなう場合、当社は必要と認める株式数の調整

をおこなうことができるものとします。

各新株予約権の発行価額は無償で発行するものとします。

　(4)新株予約権の行使時の払込金額(円)

　　　　　　　　 　　　１株当たり200,000円

　当社が株式分割または株式併合をおこなう場合、それぞ

れの効力発生の時をもって次の算式により払込価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものと

します。

調整後払込価額  ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

　また、会社が時価を下回る価額で新株式を発行（新株予

約権および新株引受権の行使によるものを除く。）または

自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・

プライス方式）により払込価額を調整し、１円未満の端数

は切り上げるものとします。

調整後払込

価額 
＝ 

既発行株式数 × 調整前払込価額
＋

 
新発行株式数 × 

１株当たり払

込金額 

 既発行株式数 
＋

 
新発行株式数  

　なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社

の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「発

行済株式数」を「処分する株式数」に読替えるものとする。

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本

件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割をおこなう場合、当社は必要と認める払込

価額の調整をおこなうことができることとします。
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当中間会計期間
（自　平成17年 7月 1日
至  平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 ３　新株予約権行使の条件（払込価額、行使期間は除く）

① 被割当者は、権利行使時においても会社および会社の関

係会社の取締役、監査役、顧問または従業員であること。

② １年間に権利行使できる新株予約権の個数は、以下のと

おりとする。

（ａ）平成17年７月１日から平成20年６月30日まで

上記期間において１年間に権利行使できる新株予約権の個数

は、当初割当個数の３分の１を上限とする。ただし、新株予

約権の行使個数に1個未満の端数が生じる場合には、これを

繰り上げるものとする。

（ｂ）平成20年７月１日から平成21年６月30日まで

上記期間において１年間に権利行使できる新株予約権の個数

は、当初割当個数の２分の１を上限とする。ただし、新株予

約権の行使個数に1個未満の端数が生じる場合には、これを

繰り上げるものとする。

（ｃ）平成21年７月１日から平成22年６月30日まで

上記期間において１年間に権利行使できる新株予約権の個数

は、当初割当個数を上限とする。

③ 被割当者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

４　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するもの

とします。

５　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数

は、取締役会決議から退職による権利喪失者の当該数を減じ

たものであります。

６　平成17年７月23日開催の取締役会決議により、平成17年

８月27日付で１株を２株とする株式分割をおこなっておりま

す。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新

株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入

額」が調整されております。
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当中間会計期間
（自　平成17年 7月 1日
至  平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

  ２.平成17年７月23日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

　①平成17年８月27日付をもって普通株式１株につき２株に

分割しております。

　②分割方法　　

　平成17年８月27日最終の株主名簿に記載された株主の所有

株式数を、１株につき２株の割合をもって分割しております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期に

おける１株当たりの情報および当期首に行われたと仮定した

場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

36,873.72円  58,613.98円

１株当たり純利益金額 １株当たり中間純利益金額

 4,300.11円 5,935.15円

　なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純利

益金額については、当

社株式は非上場であり、

かつ店頭登録もしてい

ないため、期中平均株

価が把握できませんの

で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

金額については、当社株

式は非上場であり、かつ

店頭登録もしていないた

め、期中平均株価が把握

できませんので記載して

おりません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1)　生産実績

　　当中間会計期間における生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分
当中間会計期間

（自　平成17年７月１日
   至　平成17年12月31日)

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション事業（千円） 1,006,796 －

ファンクションアナライズ事業（千円） 934,361 －

カスタマイズ事業（千円） 573,943 －

合計（千円） 2,515,102 －

　（注）１．金額は、販売価格によっております

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません

 (2)　受注実績

　　　当中間会計期間における受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション事業 1,055,972 － 204,428 －

ファンクションアナライズ事業 914,488 － 246,128 －

カスタマイズ事業 897,778 － 521,193 －

合計 2,868,238 － 971,749 －

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

 (3)　販売実績

 　　当中間会計期間における販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分
当中間会計期間

（自　平成17年７月１日
   至　平成17年12月31日)

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション事業（千円） 1,006,796 －

ファンクションアナライズ事業（千円） 934,361 －

カスタマイズ事業（千円） 573,943 －

合計（千円） 2,515,102 －

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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