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平成18年６月期        中間決算短信(非連結)  

平成18年2月14日 

上場会社名 株式会社ノア  上場取引所 名証セントレックス

コード番号 ３３８３  本社所在都道府県 東京都 
 

(URL http://www.noah-corp.com) 
 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 田平 博志 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 島田 零三 
  TEL (03) 5423－6711   
 
決算取締役会開催日 平成18年2月14日 中間配当制度の有無 有 
 
中間配当支払開始日 ― 単元株制度採用の有無 無 
  
 
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） 
(1) 経営成績                                                  (百万円未満切捨) 

 売上高 営業利益（△損失） 経常利益（△損失） 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 17年12月中間期 1,827 (  0.1) △209 ( － ) △254 ( － ) 

 16年12月中間期 1,826 ( － ) 60 ( － ) 41 ( － ) 

 17年 6月期 3,771  168  134  

 

 中間（当期）純利益（△損失）
１株当たり中間(当期) 
純利益（△損失） 

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 △254 ( － ) △30,530 11 － － 

 16年12月中間期 18 ( － ) 13,633 07 － － 

 17年 6月期 68  10,884 93 － － 
 
(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 8,326株 16年12月中間期 1,390株  17年6月期 6,334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（△損失）におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 ⑤ 平成16年12月中間期から中間財務諸表を作成しているため当該中間期の対前年中間期増減率は記載を省略しております。

 
(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 0 00 － － 

 16年12月中間期 0 00 － － 

 17年 6月期 － － 0 00 

 

 
(3) 財政状態                                (百万円未満切捨) 

 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 3,259 115 3.5 12,848 21 

 16年12月中間期 2,373 166 7.0 120,030 47 

 17年 6月期 3,013 239 7.9 32,526 13 
 
(注) ① 期末発行済株式数 17年12月中間期 9,144株 16年12月中間期 1,390株  17年6月期 7,360株

 ② 期末自己株式数 17年12月中間期 169株 16年12月中間期 0株  17年6月期 0株

 
(4) キャッシュ・フローの状況                        (百万円未満切捨) 

 
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 △577 3 872 883 

 16年12月中間期 △44 △130 51 406 

 17年 6月期 △250 △130 431 584 
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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） 

１株当たり年間配当金
 売上高 経常利益 当期純利益 

期末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通 期 7,009 △55 △60 0 00 0 00 

 (参考) １株当たり予想当期純損失（△）（通期）  △3,342円62銭 
    (注) 平成17年12月19日開催の取締役会決議により、平成18年1月31日現在の株主に対し平成18

年2月1日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割をいたしました。 
         なお、１株当たり予想当期純利益(通期)は、当該株式分割後の発行済株式により算出し

ております。 
※ 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさま

ざまな不確定要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関する事項につ
きましては、添付資料10頁をご参照ください。 
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１ 企業集団の状況 

 事業の内容 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、①中古半導体製造装置を査定して買い取り、リファービッシ

ュ(修理・再生)したうえで、顧客の生産ラインに合わせて据付け調整、動作確認、立ち上げまで実施して通常

３ヶ月間の品質保証付きで納入するリファブ装置の販売、②半導体製造装置メーカーとの代理店契約（平成17

年12月現在海外６件、国内２件）※ に基づいた新品装置の販売、③半導体製造装置のリファービッシュ(修

理・再生)・据付け・保守など技術サービス及び補修部品の販売―を行う半導体製造装置の専門商社でありま

す。 

※ Hypervision Inc.、Mattson Technology Inc.、Advanced Dicing Technologies Ltd.、Imago Scientific 

Instruments Inc.、ReVera Inc.、Xradia,Inc.、株式会社トプコン、ライカセミコンダクタシステムズ株

式会社 

 

当社の取り扱う半導体製造装置は、以下のとおりプロセス装置とメトロロジー装置とに区分されますが、い

ずれにおいてもリファブ装置、新品装置及び技術サービス等を一体的に提供していることから、事業の種類別

セグメントは単一であります。 

区    分 当社の主な取扱商品 

プロセス装置(注)1 

エミッション顕微鏡(注)3、アッシャー(注)4、ダイシングソー(注)5、

DUV/UV顕微鏡(注)6、三次元原子プローブ装置(注)7、全自動XPS装置(注)8

30nm高解像度３次元X線CT装置(注)9 

半

導

体

製

造

装

置 

メトロロジー装置(注)2 

異物検査装置(注)10、ウェーハ検査装置(注)11、重ね合せ精度測定装置

(注)12 

テクニカル 
リファービッシュ（修理・再生）、据付け調整・立上げ・保守など技術

サービス、補修部品の販売 
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［事業系統図］ 

 

 

 

 

 

（注） 1．半導体プロセス装置: シリコン基板などの表面にトランジスタや配線を形成する目的で、露光・エッチ

ング・成膜・洗浄・熱処理・イオン注入などの各工程で用いられる装置。 

 

2．半導体メトロロジー装置: 半導体の開発・製造に必要な欠陥検出、成分分析、微少寸法、電気的計測な

どを行う装置。 

 

3．エミッション顕微鏡：動作状態にある半導体デバイスの異常部から出る極微弱な光を、高感度センサー

で検出し、異常部を特定する顕微鏡。 

 

4．アッシャー：シリコン基板を食刻するために塗布・感光・現像したレジストを、エッチング工程で使用

した後に、レジストを洗浄装置で容易に除去できるようにプラズマなどを用いて灰化する

プロセス装置。 

 

5．ダイシングソー：シリコン基板を個々のICチップに分割するために、高速回転する刃により采の目状に

切り溝を入れる装置。 

 

6．DUV/UV顕微鏡：深紫外光や紫外光による観察に適した専用光学系を備え、通常の光学顕微鏡の2倍の分解

能が得られる。これにより微細化を続ける半導体パターンなどの観察に対応できる。 

 

7．三次元原子プローブ装置：非常に微小な針を用いて、試料の原子サイズレベルでの表面形状や物質の特

定を短時間で行う顕微鏡。 
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8．全自動XPS装置：Ｘ線をシリコン基板などの試料表面に照射することによって、そのエネルギーを受けて

飛び出して来た電子のエネルギーを全自動で測定することにより、表面分析を行う装置。 

固体表面の元素の定性・定量分析が容易に行えるうえ、二次元分布の測定も可能。 

 

    9. 30nm高解像度3次元X線CT装置：「X線のレンズ」と呼ばれるゾーンプレートを使うことによって従来不可

能であったシリコンチップ内部観察を30nmの高解像度で実現した画期的

な3次元X線CT装置。LSI内部解析において配線パターン欠陥やビアの充

填不良などを非破壊で観察でき、先端デバイスに使用されているCu配線

はもとより、従来のX線顕微鏡では不可能とされたアルミニウム配線も

高解像観察が可能。 

 

10．異物検査装置：シリコン基板の製造工程や半導体プロセス工程で、シリコン基板表面に付着する微小な

汚染異物の個数・分布を測定・検査する装置。 

 

11．ウェーハ検査装置：半導体製造の各工程におけるプロセス装置異常などにより発生する、シリコン基板 

上の微細な異物や配線の断線・ショートなどの欠陥を、光学顕微鏡や電子顕微鏡と 

画像処理ソフトウエアを組み合わせて自動的に検出し、欠陥の発生原因を究明する 

装置。製造ラインの歩留まりを維持・改善するために用いる。 

 

12．重ね合せ精度測定装置：現像したレジストパターンが、その下層のトランジスタや配線との位置関係にお

いて、水平方向にどれだけずれているかの距離と方向を測定する装置。露光装

置の光学系や露光条件の最適化に用いられる。 
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２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、常に新しい視点で経営を捉え、新しいビジネススキームを創造することにより企業としての持続的

な発展を遂げ、社会貢献する企業であり続けることを経営理念としており、品質・納期・コスト改善に関する

具体的な問題解決を求めている顧客ニーズに対応できるビジネスモデル「トライアングルユニット」をさらに

進化させていくことを経営方針としております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、創業して間もないことから財務体質の強化と積極的な事業展開に備えるため、設立以来現在に至る

まで利益配当は実施しておりません。しかしながら、株主の皆様に対する利益還元は最も重要な経営課題の一

つと認識しております。今後は、当社の事業拡大に努めるために内部留保を充実させることを勘案しながら、

各期の経営成績を考慮に入れて積極的に利益還元について検討してまいる所存であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、個人投資家の拡大及び株式の流動性の向上は重要な事項であると認識しております。個人投資家が

投資しやすい環境を整えるため、平成18年2月1日付にて１株を２株とする株式分割を実施いたしました。今後

も、株価並びに費用・効果を総合的に勘案し、実施の必要性及びその時期について慎重に検討してまいる所存

であります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、株主価値の最大化を実現すべく、積極的な事業展開によって高収益体制の構築を図っていく方針で

あります。このような観点から、当社は高収益企業であることを客観的に示す指標として、売上高営業利益率、

一人当たり営業利益を重視しており、その向上に努めてまいる所存であります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、リファブ装置事業やテクニカル事業の拡充によって、新品装置、リファブ装置、技術サービスによ

る三位一体（トライアングルユニット）体制の特色をより発展させながら、液晶、MEMS、デバイス設計等の新

規事業への展開を図っていく計画であります。これによってノアブランドの確立を図り、中国・アジア地域で

の拠点作りに活かしていく所存であります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

現在、半導体業界を取り巻く環境は、規模の面から見るとデジタル家電や薄型テレビの急速な普及により半

導体市場は拡大基調にあります。その一方、利益面では国際的な価格競争が益々激化し、大手デバイスメーカ

ーは収益確保のためにコスト削減以外にも、事業部門の統合や売却等のより踏み込んだ事業再構築ともいえる

大胆な経営を行うようになってきております。 

 このような情勢下における当社の喫緊の経営課題は、国内外の需要変動に大きく左右されない収益基盤の確

立と、機動的かつグローバルな事業展開の推進であると強く認識しており、これらを実現するために以下の施

策を着実に実施していくことが必要と考えております。 
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  ①テクニカル技術者のレベル向上と確保 

   継続的に安定した収益が見込めるテクニカル事業において、今後さらに広範な装置のリファービッシュや保

守業務を行い顧客へのサービス向上を図っていくためには、高い技術レベルを有するテクニカル技術者を多く

確保することが重要であります。そのために、現在当社に在籍している技術者のレベル向上を図るとともに、

高い能力を持った技術者の新規採用に注力しております。 

 

②海外販路の拡大（開拓） 

拡大基調にある半導体市場のメリットを生かし、さらなる収益を上げるためには、提案型の半導体装置提供

ビジネスの追求と海外販路の確立が重要であります。そのために海外装置メーカーの新規代理店契約獲得を目

指し、新品、中古装置にとらわれない取扱い装置種類の拡大を標榜しております。また、高い経済成長が見込

まれる中国・アジア地域での販路拡大のため現地代理店との契約を締結するとともに、社内的にも海外営業部

を新設してさらなる拡販に注力する予定であります。 

 

  ③仕入ルートの安定確保 

   当社にとって、中古半導体製造装置の最大の供給源であるアメリカで優良かつ売れ筋の中古装置を他社に先

んじて確保できる体制を確立することは極めて重要であります。そのために現在当社では、デバイスメーカー

やサードパーティとの関係強化や多様な情報入手ルートの確立を目指して、アメリカ現地法人の設立を計画し

ております。 

 

(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 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は企業価値の最大化がコーポレート・ガバナンスの基本目標であるとの認識のもと、「経営の透明性

を高めること」、「コンプライアンス遵守の経営を徹底すること」、「効率的な経営を行うこと」により基

本目標の実現を目指しております。 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

イ．取締役会 

当社では、取締役会を月に１回の頻度で開催し、会社の迅速な意思決定を行うとともに、３名の社外取

締役が独立性・中立性を持った外部の視点から業務執行状況を監督しております。 

    ロ．監査役 

当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名、非常勤監査役１名の２名体制で構成されており、

月に１回の頻度で監査役会を開催するとともに、取締役会にもすべて出席し、更には社内の各種会議にも

積極的に参加しております。これにより経営監視が有効に機能しているものと考えております。 

    ハ．内部監査 

内部統制につきましては、内部監査業務を経営企画室が代表取締役社長の直属部署として、期初に策定

する計画に基づき、定期的に内部監査を実施しております。 

    ニ．その他のコーポレート・ガバナンス体制 

   株式上場を果たした今日、大幅に増加した外部株主を念頭におき、今まで以上にステークホルダーとの

関係を重視していきたいと考えております。具体的には株主、取引先、従業員等の社内外のステークホ
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ルダーに向けて、明確な経営目標や経営方針を公表し、その達成状況や実績をできるだけ早くまた高い

透明性をもって開示していく所存であります。これによって経営陣の責任を明確にし、ひいてはコーポ

レート・ガバナンスの充実に資するものと考えております。 

 

③リスク管理体制の整備状況 

月２回、各部責任者と役員により実施されるＧＭ会議において、業務執行上の問題点や進行状況の報告、

討議を行い、更に、社内倫理や行動基準についても討議しております。この会議を通じて情報の共有化を図

るとともに、意思決定の迅速化に取り組んでおります。 

人材育成面でも専門知識や技術を身につけるだけでなく、幅広い知識と人格形成を目指した社員教育の充 

実を図り、想定される様々な経営リスクに対応するために体制の整備を図っております。 

 

④内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携 

当社では内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を重視し、当該事業年度の内部監査計画・監査基

本計画を、相互に協議のうえで策定しております。その計画に基づき実施した監査の方法や結果についても、

互いにそれぞれ適宜報告を求めております。このほか、主として常勤監査役が定期的に内部監査担当者なら

びに監査法人と個別に情報や意見交換を行うなど、緊密に連携しております。 

 

⑤社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

〔社外取締役〕 

百合本安彦・・・代表取締役を勤めるグローバル・ブレイン㈱は当社株主の投資事業組合ＧＶ－Ⅰの業務

執行組合員であります。また同社とはコンサルティング契約を締結しておりますが、取

引条件は他の取引先と均一であります。 

大石恭一 ・・・当社との取引関係等の利害関係は一切ありません。 

舘野壽男  ・・・当社との取引関係等の利害関係は一切ありません。 

 

〔社外監査役〕 

笹尾彰彦  ・・・当社との取引関係等の利害関係は一切ありません。 

河野通雄  ・・・当社との取引関係等の利害関係は一切ありません。 

 

⑥会計監査の状況 

当社の業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び当社に係る継続監査の年数及び監査業務

に係る補助者は次のとおりであります。 

資格 氏名 所属する公認会計士事務所 継続監査年数(注)1 

公認会計士 長澤正浩 あずさ監査法人 ― 

公認会計士 原田清朗 あずさ監査法人 ― 

      （注）1.継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

         2.監査業務に係る補助者の構成は監査法人の監査計画に基づき決定されております。 

          具体的には、公認会計士及び会計士補を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助
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者も加えて構成されております。 

 

   ⑦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 

     取締役会は毎月１回開催される定時取締役会に加え、臨時取締役会も必要に応じて開催されており、迅

速かつ効率的な経営監視体制がとられております。監査役会は定時取締役会と連動して毎月１回以上開催

されており、公平な監視体制がとられております。また常勤監査役を中心とした計画的な監査が実施され

ていることに加え、業務の適正な運営、改善並びに法令遵守等を目的とした計画的な内部監査が実施され

ております。 

 

(8) 親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

(9) 関連当事者との関係に関する基本方針 

関連当事者との取引につきましては、取引の必要性、取引条件等について検討を行い、重要性が高いと判断

される取引につきましては、取締役会の承認を経たうえで実行する方針であります。 
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３ 経営成績及び財政状態 

(1) 当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油高を原因とする原材料価格の高騰など一部に不安要素はあるも

のの、企業収益の改善を背景に、雇用情勢の改善や民間設備投資の増加に加え、個人消費も回復する等、景気

は踊り場から脱却して拡大基調となってまいりました。 

当社が属する半導体関連業界におきましては、トリノオリンピックやドイツワールドカップの大型イベント

を控え薄型テレビの普及に弾みがついたほか、デジタル携帯音楽プレーヤーの売上は好調に推移しましたが、

既存のＡＶ機器や携帯電話等に対する需要は不振が続き、民生機器市場はまだら模様となりました。 

このような市場環境の中、当中間会計期間の売上高は1,827,825千円（前年前期比0.1％増）を計上いたしま

したが、当社事業の中で従来高い利益率を獲得してまいりました中古装置（リファブ装置）販売の売上高が

379,616千円（前年同期比44.7％減）にとどまり、全社の売上総利益率を押し下げるに至りました。一方、売上

総利益率の下落に対し、販売費及び一般管理費は前期よりの人員並びに組織の拡充に伴い386,384千円（前年前

期比22.9％増）発生したことにより、営業利益は△209,810千円（前年同期60,890千円）、経常利益は△

254,470千円（前年同期41,599千円）、中間純利益は△254,201千円（前年同期18,949千円）となりました。 

部門別業績は次のとおりであります。 

 

① 半導体プロセス事業 

半導体プロセス装置事業におきましては、従来からの主要な取扱商品であるMattson Technology Inc.(マト

ソン社)のアッシャーが客先の投資動向により停滞しましたが、Imago Scientific Instruments Inc.(イマーゴ

社)の三次元原子プローブ装置やHypervision Inc.(ハイパービジョン社)のエミッション顕微鏡は、順調な営業

活動を展開いたしました。一方、当社が拡販に注力しているReVera Inc.(リベラ社)の全自動XPS装置は、活発

な商談にも関わらず、最先端装置ゆえに客先における購入の意思決定に想定外の時間を要しており、納期が後

ずれいたしました。また中古装置におきましても、販売は順調に推移しているものの、競合による値引きや滞

留在庫の評価減等により、当中間会計期間におきましては予定していた利益が計上できない状況となっており

ます。その結果、売上高は742,618千円（前年同期比20.0％減）となりました。 

 

② 半導体メトロロジー事業 

半導体メトロロジー装置事業におきましては、㈱トプコン製の異物検査装置や東レエンジニアリング㈱製の

ウェーハ検査装置等の新品装置を中心に国内販売・アジア向け輸出ともに大幅に増加し、好調に推移いたしま

した。一方、従来から当社が得意とする中古装置（リファブ装置）の販売におきましては、装置メーカーとの

協業に基づく販売スキームの変更をにらみ、営業を抑制いたしました。その結果、売上高は809,200千円（前年

同期比23.4％増）となりました。 

 

③ テクニカル事業 

テクニカル事業におきましては、半導体検査装置及びウェーハ搬送ロボット等の各種メンテナンス受託をは

じめ、液晶・半導体関連へのアウトソーシング取扱い案件が増加いたしました。また、半導体プロセス装置・

半導体メトロロジー装置の販売に関わる立上げ及びリファブ（再生）等の取扱い、さらに部品販売におきまし

ても各種技術サービスの拡大に伴い売上を伸ばしました。その結果、売上高は276,007千円（前年同期比13.6％
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増）となりました。 

 

(2) 財政状態 

  ①資産・負債・資本の状況 

（流動資産） 

   当中間会計期間末における流動資産の残高は、3,077,943千円（前事業年度末比256,194千円増）となりまし

た。その主な要因は、売上債権（前事業年度末比271,106千円減）及びたな卸資産（前事業年度末比20,667千円

減）が減少する一方、現金及び預金（前事業年度末比301,177千円増）と前渡金（前事業年度末比93,455千円

増）が増加すると同時に、その他の流動資産（前事業年度末比149,115千円増）が増加したことによるものであ

ります。売上債権減少の主たる理由は、当社の販売計画が上期に比べ大きく下期に偏重しているによるもので

あり、またその他の流動資産の増加は、輸入時に破損した商品に係る保険手続きを行っていることによる保険

未決算勘定が主要因であります。なお、現金及び預金の増加理由につきましては、後述の「キャッシュ・フロ

ーの状況」をご参照ください。 

 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産の残高は、181,624千円（前事業年度末比10,049千円減）となりました。

その主な要因は、米国におけるL.L.C形態の有限責任事業会社に対する関係会社出資金の減少（前事業年度末比

14,361千円減）によるものであり、これは、当該事業会社の販売実績に伴い、出資者に対する配当が実施され

たことに起因するものであります。 

 

（流動負債） 

   当中間会計期間末における流動負債の残高は、2,670,569千円（前事業年度末比217,402千円増）となりまし

た。その主な要因は、買掛金（前事業年度末比335,956千円減）、未払法人税等（前事業年度末比33,573千円

減）が減少する一方、短期借入金及び一年以内返済予定の長期借入金の増加（前事業年度末比592,318千円増）

によるものであります。買掛金減少の主たる要因は、当社の販売計画が下期に大きく依存することによる仕入

高の減少にあります。また借入金の増加は、下期の事業拡大に備え取引銀行数を増やし、借入与信枠を拡大さ

せる方策に沿って一部資金を前倒しで手配したことによるものであります。 

 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債の残高は、473,685千円（前事業年度末比152,822千円増）となりました。

その主な要因は、長期借入金が増加（前事業年度末比156,769千円増）したことによるものであります。 

 

（資本） 

当中間会計期間末における資本の残高は、115,312千円（前事業年度末比124,079千円減）となり、株主資本

比率は3.5％（前事業年度末比4.4％減）となりました。その主な要因は、株式上場に伴う公募増資、さらに新

株予約権の権利行使に伴い、資本金が68,650千円、資本準備金が97,550千円増加したものの、当中間会計期間

に純損失が254,201千円発生したことによるものであります。 
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  ②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純損失が250,250千

円計上され、さらに仕入債務の減少、その他資産の増加等の資金減少があったものの、公募増資及び金融機関

からの資金調達の増加により、前事業年度末に比べ299,375千円増加し、当中間会計期間末には883,386千円と

なりました。 

 なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（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、営業活動の結果支出した資金は577,036千円（前中間期比532,384千円の増加）と

なりました。これは、税引前中間純損失が250,250千円になるとともに仕入債務の減少335,956千円、その他資

産の増加243,532千円等の資金減少があり、売上債権の減少271,106千円に伴う資金増加の相殺を上回る資金減

少があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において、投資活動の結果得られた資金は3,339千円（前中間期比133,848千円の増加）とな

りました。これは有形固定資産の取得7,238千円、無形固定資産の取得1,074千円により資金の支出がありまし

たが、米国のＬ.Ｌ.Ｃ形態の有限責任事業会社からの出資金の払戻しによる収入14,361千円があったことによ

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、財務活動の結果得られた資金は872,816千円（前中間期比821,754千円の増加）と

なりました。これは株式上場時に実施いたしました公募増資等による株式発行による収入159,954千円及び金融

機関からの借入による収支749,087千円と自己株式の取得による支出36,225千円があったことによるものであり

ます。 

    

なお、当社のキャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりです。 

 平成16年6月期 平成17年6月期 平成17年12月中間期 

自己資本比率（％） 7.2 7.9 3.5

時価ベースの自己資本比率（％）(注)1 ― ― 80.8

債務償還年数（年） ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ―

 

(注)1. 各指標の算出は、以下の算式を使用しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

  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 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
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3. 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。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すべての負債を対象としております。また利払いについては、(中

間)キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

4. 当社株式は平成17年9月7日に株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に上場いたしました。従いま

して、平成16年6月期及び平成17年6月期の時価ベースの株主資本比率を記載しておりません。 

5. 平成16年6月期及び平成17年6月期は営業キャッシュ・フローはマイナスであるため、債務償還年数並びに

インタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

 

(3) 通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、わが国経済は、原油価格の高止まり等の不透明要因が一部には残るものの、設

備投資と個人消費に支えられ堅調に推移するものと予想されます。 

当社を取り巻く半導体関連業界におきましても、薄型テレビやデジタル携帯音楽プレーヤー等に加え、一段と

高機能化が進む自動車の車載機器の普及も大きく進むことが見込まれ、順調に推移するものと思われます。 

当社の事業領域につきましては、ユーザーの積極的な設備投資の影響もあり、新品半導体製造装置及び中古半

導体製造装置ともに販売金額を大きく伸ばすものと想定しております。 

とりわけ半導体検査・計測装置の有力メーカーとの中古装置に関する販売提携に伴い、中古メトロロジー装置

の販売金額は大幅に伸張して市場における当社の存在感を確立させるとともに、今後の技術サービスへの波及効

果も期待されております。 

また、新規取扱商品である東レエンジニアリング㈱製ウェーハ検査装置や、以前より実績のある㈱トプコン製

異物検査装置の販売も大幅な増加が見込まれております。当該商品はアジア戦略の要ともなる商品群であり、ア

ジア地域からの受注も堅調に推移するものと思われます。 

しかしながら、前述の半導体検査・計測装置メーカーとの販売提携に伴い、従来の高収益事業であります中古

装置ビジネスの収益率が下落すること、さらに取扱商品の拡大により他社と競合するケースも増加傾向にあり、

競争激化による売上総利益率の低下も一部商品において発生しております。 

このような認識のもと、平成18年6月期の通期業績見通しは、前回平成17年11月11日発表の予想から、売上高は

1,178百万円増の7,009百万円といたします。また、経常利益につきましては、前回予想から233百万円減の△55百

万円、当期純利益も158百万円減の△60百万円とそれぞれ修正いたします。 
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4. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

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   410,227 890,889  589,711

 ２ 受取手形   1,813 161,239  6,605

 ３ 売掛金   1,307,381 930,369  1,356,110

 ４ たな卸資産   332,908 645,626  666,293

 ５ 前渡金   81,888 264,602  171,146

 ６ その他 ※2  49,834 194,605  45,490

   貸倒引当金   △12,964 △9,388  △13,608

   流動資産合計   2,171,087 91.5 3,077,943 94.4  2,821,749 93.6

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物  19,457 17,691 18,713 

  (2) 工具器具及び備品  4,019 23,476 1.0 12,920 30,611 1.0 8,625 27,339 0.9

 ２ 無形固定資産   3,042 0.1 3,372 0.1  2,703 0.1

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  473 830 581 

  (2) 出資金  127,183 104,499 118,861 

  (3) 繰延税金資産  92 － 51 

  (4) その他  47,860 175,609 7.4 42,310 147,640 4.5 42,135 161,630 5.4

   固定資産合計   202,128 8.5 181,624 5.6  191,673 6.4

   資産合計   2,373,216 100.0 3,259,568 100.0  3,013,422 100.0
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前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

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   609,565 483,139  819,096

 ２ 短期借入金   836,705 1,803,250  1,222,956

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

  233,200 274,365  262,340

 ４ 未払法人税等   19,458 2,014  35,587

 ５ その他   125,524 107,800  113,186

   流動負債合計   1,824,453 76.9 2,670,569 81.9  2,453,167 81.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   369,951 469,658  312,889

 ２ 繰延税金負債   － 49  －

 ３ その他   11,970 3,978  7,974

   固定負債合計   381,921 16.1 473,685 14.6  320,863 10.7

   負債合計   2,206,374 93.0 3,144,255 96.5  2,774,030 92.1

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   64,400 2.7 144,300 4.4  75,650 2.5

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  29,400 138,200 40,650 

   資本剰余金合計   29,400 1.2 138,200 4.2  40,650 1.3

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 中間(当期) 
      未処分利益又は未 

処理損失（△） 
 73,169 △131,034 123,167 

   利益剰余金合計   73,169 3.1 △131,034 △4.0  123,167 4.1

Ⅳ その他有価証券 
    評価差額金 

  △127 △0.0 71 0.0  △75 △0.0

Ⅴ 自己株式   － － △36,225 △1.1  － －

   資本合計   166,842 7.0 115,312 3.5  239,392 7.9

   負債及び資本合計   2,373,216 100.0 3,259,568 100.0  3,013,422 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,826,566 100.0 1,827,825 100.0  3,771,298 100.0

Ⅱ 売上原価  1,451,307 79.5 1,651,251 90.3  2,987,970 79.2

   売上総利益  375,258 20.5 176,574 9.7  783,328 20.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  314,367 17.2 386,384 21.2  614,422 16.3

   営業利益又は営業損 
   失（△） 

 60,890 3.3 △209,810 △11.5  168,906 4.5

Ⅳ 営業外収益 ※1  845 0.0 14,157 0.8  8,948 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※2  20,135 1.0 58,817 3.2  43,527 1.1

   経常利益又は経常損 
   失（△） 

 41,599 2.3 △254,470 △13.9  134,327 3.6

Ⅵ 特別利益   － － 4,220 0.2  － －

Ⅶ 特別損失 ※3  303 0.0 － －  287 0.0

   税引前中間(当期) 
   純利益又は純損失 
   （△） 

 41,296 2.3 △250,250 △13.7  134,039 3.6

   法人税、住民税 
   及び事業税 

19,000 961 63,000 

   法人税等調整額 3,346 22,346 1.3 2,990 3,951 0.2 2,091 65,091 1.8

   中間(当期)純利益 
   又は純損失（△） 

 18,949 1.0 △254,201 △13.9  68,947 1.8

   前期繰越利益   54,219 123,167  54,219

   中間(当期) 
   未処分利益又は未処 
   理損失（△） 

  73,169 △131,034  123,167
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(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況) 

前中間会計期間（自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

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） 

   該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日） 

   該当事項はありません。 
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③ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日
至 平成16年12月31日)

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)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 税引前中間(当期)純利益 
   又は純損失（△） 

 41,296 △250,250 134,039

 ２ 減価償却費  2,701 3,764 6,396

 ３ 長期前払費用償却  57 56 113

 ４ 貸倒引当金の増加額又は
減少額（△） 

 2,369 △4,220 3,013

 ５ 受取利息及び受取配当金  △11 △12,533 △4,357

 ６ 支払利息  13,406 15,025 26,624

 ７ 為替差損益  2,227 △255 △585

 ８ 投資有価証券評価損  303 － 287

 ９ 売上債権の増加額（△）
又は減少額 

 △91,113 271,106 △144,635

 10 たな卸資産の増加額（△）
又は減少額 

 △137,013 20,667 △470,398

 11 その他資産の増加額（△）
又は減少額 

 △61,484 △243,532 △143,104

 12 仕入債務の増加額又は 
減少額（△） 

 248,788 △335,956 458,319

 13 未払費用の増加額又は 
減少額（△） 

 △14,572 △19,330 15,647

 14 その他負債の増加額又は 
減少額（△） 

 15,833 12,767 △29,881

 15 その他  － 6,245 △48

    小計  22,789 △536,446 △148,568

 16 利息及び配当金の受取額  11 12,534 4,356

 17 利息の支払額  △12,827 △18,589 △23,328

 18 法人税等の支払額  △54,625 △34,534 △82,496

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △44,652 △577,036 △250,037

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 定期預金の預入 
      による支出 

 △1,800 △1,801 △3,600

 ２ 有形固定資産の取得 
      による支出 

 △5,216 △7,238 △15,701

 ３ 有形固定資産の売却 
      による収入 

 － － 206

 ４ 無形固定資産の取得 
      による支出 

 △2,650 △1,074 △2,650

 ５ 出資金の取得による支出  △127,173 － △127,173

 ６ 出資金の払戻し 
による収入 

 － 14,361 8,321

 ７ 差入保証金の支出  △564 △150 △564

 ８ 差入保証金の返還 
による収入 

 7,185 － 12,062

 ９ 長期前払費用の支出  △288 △757 △1,784

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △130,508 3,339 △130,883
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前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日
至 平成16年12月31日)

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)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

 １ 短期借入金による収支  △28,649 580,293 357,602

 ２ 長期借入金による収入  200,000 300,000 300,000

 ３ 長期借入金の返済 
による支出 

 △120,288 △131,206 △248,210

 ４ 株式の発行による収入  － 159,954 22,500

 ５ 自己株式の取得・売却 
   による収支 

 － △36,225 －

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 51,062 872,816 431,892

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △2,029 255 585

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額 

 △126,127 299,375 51,556

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 

 532,454 584,010 532,454

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高 

※1 406,326 883,386 584,010
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日 

至 平成16年12月31日) 

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）有価証券 

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

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定）によ

っております。 

（１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

 

 

同左 

 

（１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

 

 

同左 

 

（２）デリバティブ （２）デリバティブ （２）デリバティブ 

   時価法によっておりま

す。 
同左 同左 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

（３）たな卸資産 

商品（装置） 

個別法による原価法

によっております。

商品（部品）、原材料 

総平均法による原価

法によっておりま

す。 

貯蔵品 

最終仕入原価法によ

っております。 

（３）たな卸資産 

商品（装置）、仕掛品 

個別法による原価法

によっております。

商品（部品）、原材料 

 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

（３）たな卸資産 

商品（装置）、仕掛品 

同左 

 

商品（部品）、原材料 

 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

（１）有形固定資産 （１）有形固定資産 （１）有形固定資産 

定率法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 15年 

工具器具 

及び備品 
3～10年 

 

同左 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 15年 

工具器具 

及び備品 
3～10年 

 

同左 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 15年 

工具器具 

及び備品 
3～10年 

 
（２）無形固定資産 （２）無形固定資産 （２）無形固定資産 

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）

に基づく定額法によって

おります。 

同左 同左 

（３）長期前払費用 （３）長期前払費用 （３）長期前払費用 

２．固定資産の減価償却の

方法 

定額法によっておりま

す。 
同左 同左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権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

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

貸倒引当金 

 

 

 

同左 

貸倒引当金 

 

 

 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日 

至 平成16年12月31日) 

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) 

４．リース取引の処理方法 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－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。 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

５．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為

替予約については、振当

処理の要件を満たしてい

る場合には、振当処理を

採用しており、金利スワ

ップについては、特例処

理の要件を満たしている

場合には特例処理を採用

しております。 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭

債権債務等

金利スワップ 借入金の利

息 

  
 

（１）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

 

同左 

（１）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

 

同左 

 （３）ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場

の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引を行

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。金利スワッ

プ取引については、将来

の金利の変動によるリス

クをヘッジしており、投

機的な取引は行わない方

針であります。 

 

（３）ヘッジ方針 

 

 

 

 

 
 

同左 

（３）ヘッジ方針 

 

 

 

 

 
 

同左 

 （４）ヘッジの有効性評価の方

法 

為替予約については、

為替予約の締結時に、リ

スク管理方針に従って、

同一通貨による同一金額

で同一期日の為替予約を

それぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の

変動による相関関係は完

全に確保されているので

決算日における有効性の

評価を省略しておりま

す。 

また、金利スワップに

ついては、金利スワップ

の特例処理の要件を満た

しているので決算日にお

ける有効性の評価を省略

しております。 

（４）ヘッジの有効性評価の方

法 

 

 

 

 

 

 

 
 

同左 

（４）ヘッジの有効性評価の方

法 

 

 

 

 

 

 

 
 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日 

至 平成16年12月31日) 

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) 

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 

中間キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現

金同等物）は、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か月以内

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 

 

 

キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同

等物）は、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か月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 

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 

消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

 

同左 

消費税等の会計処理 

 

同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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） 
 「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
計基準委員会 平成15年10月31日
企業会計基準適用指針第6号）を当
中間会計期間から適用しておりま
す。 
 これによる損益に与える影響は
ありません。 

 
 

－ 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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) 

－ 

（中間貸借対照表） 
 前中間会計期間において流動資産
の「その他」に含めておりました
「前渡金」（前中間会計期間81,888
千円）については。資産総額の100
分の5超となったため、当中間会計
期間より区分掲記しております。 

 
 

－ 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

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) 

※１．有形固定資産の減価償却累計 

   額 

            6,142千円 
 

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 

            12,366千円

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 

            9,454千円

※２．消費税等の取扱い 

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、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 
 

※２．消費税等の取扱い 

 

 

同左 

※２． 

 

 

－ 

 ３．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６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。当中間会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入金未実行残高

等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 

 1,600,000千円

貸出実行残高 336,995千円

差 引 額 1,263,005千円
 

 ３．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６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。当中間会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入金未実行残高

等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 

 2,800,000千円

貸出実行残高 1,374,000千円

差 引 額 1,426,000千円
 

 ３．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４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。当事業年度末における当座

貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入金未実行残高等は

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 

 1,800,000千円

貸出実行残高 1,160,000千円

差  引  額 640,000千円
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日) 
至 平成16年12月31日) 

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．営業外収益の主なもの 

受取利息 9千円

受取配当金 2千円

仕入割引 98千円

事業所賃貸料 660千円
 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 78千円

受取配当金 12,455千円

仕入割引 470千円

 
 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 52千円

受取配当金 4,304千円

仕入割引 151千円

事業所賃貸料 1,320千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 13,406千円

債権売却損 1,769千円

支払手数料 1,050千円

為替差損 3,791千円

 

 
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 15,025千円

債権売却損 1,723千円

支払手数料 12,231千円

為替差損 3,154千円

新株発行費 6,245千円

上場関連手数料 20,326千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 26,624千円

債権売却損 3,620千円

支払手数料 11,594千円

 

新株発行費 712千円

 
 

※３．特別損失の主なもの 

投資有価証券評価損 303千円
 

※３． 

      － 
 

※３．特別損失の主なもの 

投資有価証券評価損 287千円
 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 2,442千円

無形固定資産 259千円

計 2,701千円
 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 3,357千円

無形固定資産 406千円

計 3,764千円
 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 5,797千円

無形固定資産 598千円

計 6,396千円
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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．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16年12月31日現在) 

現金及び 
預金勘定 410,227千円

預入期間が3ケ
月を越える定期
預金 

3,900千円

現金及び現金 
同等物 406,326千円

  

※１．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 890,889千円

預入期間が3ケ
月を越える定期
預金 

7,502千円

現金及び現金
同等物 883,386千円

  

※１．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 589,711千円

預入期間が3ケ
月を越える定期
預金 

5,700千円

現金及び現金 
同等物 584,010千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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) 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

工具器具
及び備品 

7,420 1,012 6,407 

ソフト 
ウェア 

5,900 1,278 4,621 

合計 13,320 2,290 11,029 
 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

7,420 2,362 5,057

ソフト
ウェア

5,900 2,458 3,441

合計 13,320 4,820 8,499
 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品 

7,420 1,687 5,732

ソフト
ウェア

5,900 1,868 4,031

合計 13,320 3,555 9,764
 

 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 2,322千円

１年超 9,011千円

合計 11,334千円
 

 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 2,458千円

１年超 6,553千円

合計 9,011千円
 

 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,389千円

１年超 7,799千円

合計 10,189千円
 

 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,468千円

減価償却費 
相当額 

1,265千円

支払利息相当額 355千円
 

 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,468千円

減価償却費 
相当額 

1,265千円

支払利息相当額 290千円
 

 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 2,936千円

減価償却費 
相当額 

2,530千円

支払利息相当額 678千円
 

 

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。 

 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

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

得価額相当額との差額を利息相

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。 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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有価証券関係 

前中間会計期間末(平成16年12月31日) 

時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 
株式 693

 
 

473 △220

計 
693

 
473 △220

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 

 

当中間会計期間末(平成17年12月31日) 

時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 
株式 708

 
 

830 121

計 
708

 
830 121

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 

 

前事業年度末(平成17年 6月30日) 

時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 
株式 708

 
 

581 △127

計 
708

 
581 △127

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末（平成16年12月31日） 

当社は為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、

取引の時価等に関する事項は開示の対象から除いております。 

 

当中間会計期間末（平成17年12月31日） 

   当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、取引の時価等に関

する事項は開示の対象から除いております。 

 

前事業年度末（平成17年6月30日） 

   当社は為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、

取引の時価等に関する事項は開示の対象から除いております。 
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(持分法損益等) 

前中間会計期間（自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日） 

   利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しておりま

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） 

   利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しておりま

す。 

 

前事業年度（自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日） 

   利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しておりま

す。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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 120,030.47円 

１株当たり 
中間純利益 13,633.07円 

 

１株当たり 
純資産額 12,848.21円 

１株当たり 
中間純損失金額 30,530.11円 

 

１株当たり 
純資産額 32,526.13円 

１株当たり 
当期純利益金額 10,884.93円 

 
潜在株式調整後１株当たり中間純利
益については、新株予約権の残高は
ありますが、当社株式は非上場であ
るため、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。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利
益については、潜在株式が存在する
ものの１株当たり中間純損失である
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
非上場であるため、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。 
また、当社は、平成17年１月17日付
で株式１株につき４株の株式分割を
行っております。 
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事業年度に
おける１株当たり情報については、
以下のとおりとなります。 
１株当たり 
純資産額 26,726.69円 

１株当たり 
当期純利益金額 10,250.28円 

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日
 至 平成16年12月31日)

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)

中間純利益（純損失）又は当期純
利益(千円) 

18,949 △254,201 68,947 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式に係る中間純利益（純損

失）又は当期純利益(千円) 
18,949 △254,201 68,947 

期中平均株式数(株) 1,390 8,326 6,334 

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)

純利益又は中間（当期）純損失の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権4種類 

 （新株予約権の数 

1,250個)

第１回新株予約権 
450個

第２回新株予約権 
731個

第３回新株予約権 
43個

第４回新株予約権 
26個

新株予約権3種類 

 （新株予約権の数 

2,260個)

 

 
 
第２回新株予約権 

2,056個
第３回新株予約権 

120個
第４回新株予約権 

84個

新株予約権3種類 

 （新株予約権の数 

3,144個)

 
 
第２回新株予約権 

2,880個
第３回新株予約権 

160個
第４回新株予約権 

104個
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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．平成16年11月20日開催の取締役

会決議に基づき、株式分割が行わ

れました。その概要は次のとおり

であります。 

平成17年1月17日付をもって普通

株式１株を４株に分割します。 

① 分割により増加する株式数 

4,170株 

② 分割方法 

平成17年1月17日現在の株主名

簿に記載された株主の所有株

式数を１株につき４株の割合

をもって分割する。 

③ 配当起算日 

平成17年1月1日 

これにより発行済株式総数は

5,560株となりました。また

当該株式分割が第4期事業年

度期首に行われたと仮定した

場合の第5期中間会計期間及

び第4期事業年度における１

株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなりま

す。 

第5期中間会計

期間 

第4期事業年度 

１株当たり純資

産額 

30,007.62円 

1株当たり純資

産額 

26,726.69円 

1株当たり中間

純利益 

3,408.27円 

1株当たり当期

純利益 

10,250.28円 

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益金額につきまし

ては、新株予約権

の残高があります

が、当社株式が非

上場で店頭登録も

していないことか

ら、期中平均株価

の把握が困難なた

め記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額につきまし

ては、新株予約権

の残高があります

が、当社株式が非

上場で店頭登録も

していないことか

ら、期中平均株価

の把握が困難なた

め記載しておりま

せん。 

 

 

 

平成17年12月19日開催の取締役

会決議に基づき、株式分割が行わ

れました。その概要は次のとおり

であります。 

平成18年2月1日付をもって普通株

式１株を２株に分割します。 

① 分割により増加する株式数

9,144株 

② 分割方法 

平成18年1月31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

合をもって分割する。 

③ 配当起算日 

平成18年1月1日 

これにより発行済株式総数は

18,288株となりました。また

当該株式分割が第5期事業年

度期首に行われたと仮定した

場合の第6期中間会計期間及

び第5期事業年度における１

株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなりま

す。 

第6期中間会計

期間 

第5期事業年度 

１株当たり純資

産額 

6,424.11円 

1株当たり純資

産額 

16,263.07円 

1株当たり中間

純利益（損失） 

△15,265.06円 

1株当たり当期

純利益 

5,442.47円 

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益金額につきまし

ては、潜在株式が

存在するものの１

株当たり中間純損

失であるため記載

しておりません。

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額につきまし

ては、新株予約権

の残高があります

が、当社株式が非

上場で店頭登録も

していないことか

ら、期中平均株価

の把握が困難なた

め記載しておりま

せん。 

 
 

当社株式は、平成17年9月7日に株式

会社名古屋証券取引所の承認を得て

セントレックス市場に上場いたしま

した。株式上場にあたり、平成17年

8月4日及び平成17年8月17日開催の

取締役会において、次のとおり新株

式の発行を決議し、平成17年9月6日

に払込が完了いたしました。その概

要は、次のとおりであります。 

 

発行株式数    普通株式 1,000株 

募集の方法    ブックビルディング

方式による一般公募

発行価額     １株につき127,500円

発行価額の総額  127,500千円 

引受価額      １株につき156,400円

引受価額の総額   156,400千円 

発行価格       １株につき170,000円

資本組入額     １株につき63,750円 

資本組入額の総額  63,750千円 

払込期日       平成17年9月6日 

配当起算日      平成17年7月1日 

資金使途     横浜テクニカルセン

ターの拡充及び米国

拠点の整備資金並び

に運転資金に充当す

る予定であります。
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前中間会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日) 

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．新株予約権の行使による増資 

第5期中間会計期間終了後、平成17

年1月25日に第１回新株予約権に係

る新株予約権について行使を受けま

した。 

当該新株予約権の権利行使の概要は

次のとおりです。 

①増加した株式の種類及び数 

          普通株式 1,800株 

②増加した資本金  

                 11,250千円 

③増加した資本準備金 

          11,250千円 

 

 これにより平成17年1月25日現在の

発行済株式総数は7,360株、資本金

は75,650千円、資本準備金は40,650

千円となりました。 

 

  

 

 

─ 34 ─




