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平成18年６月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結) 
平成18年5月15日 

上場会社名 株式会社ノア  (コード番号：3383 名証ｾﾝﾄﾚｯｸｽ)

（URL http://www.noah-corp.com）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  田平 博志   

 責任者役職・氏名 取締役管理本部長 島田 零三  (TEL：(03) 5423－6711) 

     
 
1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ：有 

法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算してお
ります。 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：無 
 
2. 平成18年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日～平成18年3月31日） 
 (1) 経営成績（非連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 売上高 営業利益（△損失） 経常利益（△損失） 
四半期(当期)純利益

（△純損失） 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月期第３四半期 2,675 ( 6.7 ) △250 (  ― ) △309 (  ― ) △309 (  ― )

17年６月期第３四半期 2,507 (  ― ) 31 (  ― ) 7 (  ― ) 3 (  ― )

（参考） 17年６月期 3,771 168 134 68 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

18年６月期第３四半期 △18,110 70 － － 

17年６月期第３四半期 571 15 － － 

（参考） 17年６月期 10,884 93 － － 

(注)１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

(注)２ 期中平均株式数 平成18年６月期第３四半期 17,081株 

平成17年６月期第３四半期  5,993株 

平成17年６月期            6,334株 

(注)３ 前第３四半期貸借対照表、第３四半期損益計算書及び当第３四半期貸借対照表、第３四半期損益計算書に

つきましては、株式会社名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づき、あずさ

監査法人の手続きを受けております。 

 
［経営成績（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期（平成17年７月１日～平成18年３月31日）におけるわが国経済は、原油をはじめとす
る各種鉱物資源の価格高騰による景気への影響が懸念される局面もありましたが、企業収益の改善に
伴う民間設備投資の増加と個人消費の回復もあり、景気は堅調に拡大を続けました。 

このような状況のもと、当社は好調な半導体業界での存在意義を高めるべく、半導体検査・計測装
置メーカーとの協業を推し進める等、積極的な営業展開を行ってまいりました。この結果は新品装置
の売上高増大において顕著であります。 

しかし、高収益ビジネスである中古装置に係るビジネスの仕組み変更が、初動期特有の混乱等によ
り想定以上に遅々とした展開となったことで、好調な市場ニーズを的確に商機へと結びつけることが
できませんでした。また、最先端装置や新規進出の中古プロセス装置においては、活発な商談にも関
わらず、成約件数を思うように伸ばすことができませんでした。                        

以上のことから、当第３四半期における業績は、売上高2,675,528千円、営業損失250,414千円、経
常損失309,634千円、第３四半期純損失309,358千円となりました。 
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 (2) 財政状態（非連結）の変動状況 （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

18年６月期第３四半期 3,495 60 1.7 3,355 13

17年６月期第３四半期 2,596 173 6.7 23,617 67

（参考） 17年６月期 3,013 239 7.9 32,526 13

 
 
 【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

18年６月期第３四半期 △910 △3 867 537 

17年６月期第３四半期 △220 △132 340 522 

（参考） 17年６月期 △250 △130 431 584 

 
 
［財政状態（非連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

 ①資産、負債及び資本の状況 

（資産の変動について） 

  当第３四半期末の資産合計は前事業年度末と比較して481,870千円増加し、3,495,293千円となりました。

その主な要因は、現金及び預金の減少（前期末比43,572千円減）、売掛金の減少（前期末比392,561千円減）

及び前渡金の減少（前期末比84,285千円減）がある一方、商品・原材料等のたな卸資産の増加（前期末比

924,023千円増）及び未収消費税の増加（前期末比58,098千円増）によるものであります。商品・原材料等の

たな卸資産が増加した主たる要因は、当社の売上集中期にあたる第４四半期に向けて先行的に在庫確保を図

ったことによります。 

（負債の変動について） 

当第３四半期末の負債合計は前事業年度末と比較して660,957千円増加し、3,434,988千円となりました。

その主な要因は、短期借入金及び一年以内返済予定の長期借入金が増加（前期末比680,025千円増）する一方、

買掛金の減少（前期末比24,382千円減）、未払費用の減少（前期末比26,457千円減）及び未払法人税等が減

少（前期末比34,836千円減）したことによるものであります。 

（資本の変動について） 

当第３四半期末の資本合計は前事業年度末と比較して179,087千円減少し、60,305千円となり、株主資本比

率は1.7％となりました。その主な要因は、株式上場に伴う公募増資等により、資本金が68,725千円、資本準

備金が97,625千円増加したものの、当第３四半期に純損失が309,358千円発生し、また、自己株式の取得を

36,225千円行ったことによるものであります。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

    当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前第３四半期純損失が

305,380千円計上され、さらにたな卸資産の増加、仕入債務の減少等の資金減少があったことにより、売上債

権の減少等の資金増加や公募増資及び金融機関からの資金調達もありましたが、前事業年度末に比べ46,274

千円減少し、当第３四半期末には537,736千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果支出した資金は910,125千円となりました。これは売上債権の減少に伴う資金増加396,511

千円はあったものの、税引前第３四半期純損失が305,380千円になるとともに、たな卸資産の増加924,023千



 

― 3 ― 

円、仕入債務の減少24,382千円等の資金減少があったことが主たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果支出した資金は3,654千円となりました。これは関係会社出資金の払戻しによる収入が

14,361千円あったものの、有形固定資産の取得13,316千円、無形固定資産の取得1,074千円による支出と、定

期預金の預入による支出2,701千円等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） 

    財務活動の結果得られた資金は867,425千円となりました。これは株式上場時に実施いたしました公募増資

による収入158,423千円及び金融機関からの長期・短期借入による収入745,227千円が主たるものであります。 

 
 
[参考] 
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 経常損失 当期純損失 

 百万円 百万円 百万円 

通期 4,818 △351 △356 

(参考) １株当たり予想当期純損失（△）(通期)  △19,780円24銭 
    １株当たり予想当期純利益は、当第３四半期末の発行済株式数18,312株より自己株式338株を除

いた17,974株より算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
  上記予想値は平成18年２月14日に発表の業績予想を変更しております。なお、変更内容につきまし

ては、別途同時発表しております「平成18年６月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照
ください。 

 
※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、為替変動

等の潜在的なリスクや不確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が記載の見通しと
は異なる可能性があります。 

 
以 上 

 
 
○添付資料 

第３四半期貸借対照表、第３四半期損益計算書、第３四半期キャッシュ・フロー計算書 
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1. 第３四半期貸借対照表 
（単位：千円、％） 

  
当第３四半期会計期間末
(平成18年３月31日) 

前第３四半期会計期間末
(平成17年３月31日) 

増  減 
（参 考） 

平成17年６月期 

区分 
注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 1. 現金及び預金  546,139 527,701 18,437 3.5 589,711

 2. 受取手形  2,656 38,223 △35,567 △93.1 6,605

 3. 売掛金  963,548 1,060,341 △96,793 △9.1 1,356,110

 4. たな卸資産  1,590,316 626,883 963,433 153.7 666,293

 5. その他       ※2 221,019 155,302 65,717 42.3 216,636

   貸倒引当金  △9,354 △10,812 1,457 △13.5 △13,608

   流動資産合計  3,314,325 94.8 2,397,640 92.3 916,684 38.2 2,821,749 93.6

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産    ※1   

  (1) 建物  18,901 19,485 △583 △3.0 18,713

  (2) 工具器具及び備品  11,524 7,101 4,422 62.3 8,625

   有形固定資産合計  30,426 0.9 26,586 1.0 3,839 14.4 27,339 0.9

 2. 無形固定資産  3,148 0.1 2,872 0.1 276 9.6 2,703 0.1

 3. 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  828 536 292 54.5 581

  (2) 出資金  104,499 127,183 △22,683 △17.8 118,861

  (3) その他  42,065 41,800 264 0.6 42,187

   投資その他の資産合計  147,392 4.2 169,519 6.6 △22,127 △13.1 161,630 5.4

   固定資産合計  180,967 5.2 198,979 7.7 △18,011 △9.1 191,673 6.4

   資産合計  3,495,293 100.0 2,596,620 100.0 898,672 34.6 3,013,422 100.0
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（単位：千円、％） 

  
当第３四半期会計期間末
(平成18年３月31日) 

前第３四半期会計期間末
(平成17年３月31日) 

増  減 
（参 考） 

平成17年６月期 

区分 
注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 1. 買掛金  794,713 597,111 197,602 33.1 819,096

 2. 短期借入金  1,874,950 1,163,200 711,750 61.2 1,222,956

 3. 一年以内返済予定の長
期借入金 

   290,372 239,200 51,172 21.4 262,340

 4. 賞与引当金  14,793 11,882 2,911 24.5 ―

 5. その他  80,039 96,249 △16,210 △16.8 148,773

   流動負債合計  3,054,868 87.4 2,107,643 81.2 947,225 44.9 2,453,167 81.4

Ⅱ 固定負債    

 1. 長期借入金  378,091 305,179 72,912 23.9 312,889

 2. その他  2,028 9,972 △7,943 △79.7 7,974

   固定負債合計  380,119 10.9 315,151 12.1 64,968 20.6 320,863 10.7

   負債合計  3,434,988 98.3 2,422,794 93.3 1,012,193 41.8 2,774,030 92.1

    

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  144,375 4.1 75,650 2.9 68,725 90.8 75,650 2.5

Ⅱ 資本剰余金    

 1. 資本準備金  138,275 40,650 97,625 240.2 40,650

   資本剰余金合計  138,275 3.9 40,650 1.6 97,625 240.2 40,650 1.3

Ⅲ 利益剰余金    

 1. 第３四半期(当期)未処
分利益又は第３四半期
未処理損失(△） 

   △186,190 57,643 △243,833 △423.0 123,167

   利益剰余金合計  △186,190 △5.3 57,643 2.2 △243,833 △423.0 123,167 4.1

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  70 0.0 △116 △0.0 187 △160.5 △75 △0.0

Ⅴ 自己株式  △36,225 △1.0 ― ― △36,225 ― ― ―

  資本合計  60,305 1.7 173,826 6.7 △113,520 △65.3 239,392 7.9

  負債及び資本合計   3,495,293 100.0 2,596,620 100.0 898,672 34.6 3,013,422 100.0
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2. 第３四半期損益計算書 
（単位：千円、％） 

  
当第３四半期会計期間
(自 平成17年7月 1日）
(至 平成18年3月31日)

前第３四半期会計期間
(自 平成16年7月 1日）
(至 平成17年3月31日)

増  減 
（参 考） 

平成17年６月期 

区分 
注記
番号

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ 売上高  2,675,528 100.0 2,507,099 100.0 168,428 6.7 3,771,298 100.0

Ⅱ 売上原価  2,378,156 88.9 2,018,458 80.5 359,697 17.8 2,987,970 79.2

   売上総利益  297,371 11.1 488,640 19.5 △191,268 △39.1 783,328 20.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  547,786 20.5 457,033 18.2 90,752 19.9 614,422 16.3

   営業利益  △250,414 △9.4 31,607 1.3 △282,021 △892.3 168,906 4.5

Ⅳ 営業外収益      ※1 15,087 0.6 5,439 0.2 9,647 177.3 8,948 0.2

Ⅴ 営業外費用      ※2 74,307 2.8 29,866 1.2 44,441 148.8 43,527 1.1

   経常利益  △309,634 △11.6 7,180 0.3 △316,815 △4412.0 134,327 3.6

Ⅵ 特別利益       ※3 4,254 0.2 ― ― 4,254 100.0 ― ―

Ⅶ 特別損失       ※4 ― 258 0.0 △258 △100.0 287 0.0

税引前第３四半期(当
期)純利益又は税引前第
３四半期純損失(△) 

 △305,380 △11.4 6,922 0.3 △312,303 △4511.3 134,039 3.6

法人税、住民税及び事
業税 

   
※6 

3,977 0.1 3,499 0.2 478 13.7 65,091 1.8

第３四半期(当期)純利 
益又は第３四半期純損
失(△) 

 △309,358 △11.5 3,423 0.1 △312,781 △9137.0 68,947 1.8

   前期繰越利益  123,167 54,219 68,947 127.2 54,219

第３四半期(当期)未処
分利益又は第３四半期
未処理損失(△) 

 △186,190 57,643 △243,833 △423.0 123,167
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3. 第３四半期キャッシュ・フロー計算書                   （単位：円、％） 

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年7月 1日）
(至 平成18年3月31日)

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年7月 1日） 
(至 平成17年3月31日) 

（参 考） 
平成17年６月期 

区分 
注記 
番号 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税引前第３四半期(当期)純利益又は税
引前第３四半期純損失(△) 

 △305,380 6,922 134,039

   減価償却費  6,042 4,361 6,396

   長期前払費用償却  84 85 113

   賞与引当金の増減額  14,793 11,882 ―

   貸倒引当金の増減額  △4,254 216 3,013

   受取利息及び受取配当金  △12,664 △53 △4,357

   為替差損益  △79 △2,754 △585

   支払利息  24,272 19,231 26,624

   投資有価証券評価損  ― 258 287

   売上債権の増減額  396,511 119,515 △144,635

   たな卸資産の増減額  △924,023 △430,988 △470,398

   その他資産の増減額  △5,006 △57,008 △143,104

   仕入債務の増減額  △24,382 236,334 458,319

   未払費用の増減額  △25,107 △14,951 15,647

   その他負債の増減額  △8,617 △14,101 △29,881

   その他  7,926 712 △48

    小計  △859,885 △120,337 △148,568

   利息及び配当金の受取額  12,664 53 4,356

   利息の支払額  △27,080 △17,857 △23,328

   法人税等の支払額  △35,824 △82,496 △82,496

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △910,125 △220,638 △250,037

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   定期預金の預入による支出  △2,701 △6,300 △3,600

   定期預金の払戻による収入  ― 3,600 ―

   有形固定資産の取得による支出  △13,316 △10,927 △15,701

   有形固定資産の売却による収入  ― ― 206

   無形固定資産の取得による支出  △1,074 △2,650 △2,650

   関係会社出資金の取得による支出  ― △127,173 △127,173

   関係会社出資金の払戻しによる収入  14,361 ― 8,321

   差入保証金の支出  △150 △564 △564

   差入保証金の返還による収入  ― 12,062 12,062

   長期前払費用の支出  △772 △288 △1,784

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,654 △132,242 △130,883

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金による収支  651,993 297,845 357,602

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

   長期借入金の返済による支出  △206,766 △179,060 △248,210

   株式の発行による収入  158,423 21,787 22,500

   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  867,425 340,573 431,892

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  79 2,754 585

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △46,274 △9,553 51,556

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  584,010 532,454 532,454

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末) 
残高 

   
※1 

537,736 522,901 584,010
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第３四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年7月 1日 

至 平成18年3月31日) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年7月 1日 

至 平成17年3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）、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 

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） 

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 

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 

（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．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用としてお

ります。 

新株発行費 

 

同左 

新株発行費 

 

同左 

４．引当金の計上基準 （１）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。 

（１）貸倒引当金 

 

 

 

同左 

（１）貸倒引当金 

 

 

 

同左 
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項目 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年7月 1日 

至 平成18年3月31日) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年7月 1日 

至 平成17年3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）賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

賞与支給見込額の当第３四

半期会計期間負担額を計上

しております。 

（２）賞与引当金 

 

 

同左 

（２）賞与引当金 

 

 

― 

５．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 

 

６．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 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年7月 1日 

至 平成18年3月31日) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年7月 1日 

至 平成17年3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) 

７．第３四半期キャッシ

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 

第３四半期キャッシュ・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。 

８．その他第３四半期財務

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 

 

 

 

会計処理の変更 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 3月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
  至 平成17年 3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
第３四半期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。 
 

― 

 
 

 
― 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



― 11 ― 

注記事項 

(第３四半期貸借対照表関係) 
 

当第３四半期会計期間末 
(平成18年3月31日) 

前第３四半期会計期間末 
(平成17年3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 

           14,421千円 
 

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 

             7,633千円

※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。 
 

３．     ― 
売掛金譲渡担保高    

149,950千円 

※２．消費税等の取扱い 

 

 

同左 

 

 

 

３．受取手形割引高 100,000千円
 

 

※２． 

 

 

― 

 

 

 

３．受取手形割引高 40,000千円
売掛金譲渡担保高 

62,956千円
 

 ４．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行７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。当第３四半期会計期間末に

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 1,654,000千円

差 引 額 1,146,000千円
 

 ４．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。当第３四半期会計期間末に

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 

 1,800,000千円

貸出実行残高 996,200千円

差 引 額 803,800千円
 

 ４．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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(第３四半期損益計算書関係) 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年 7月 1日) 
至 平成18年 3月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年 7月 1日) 
至 平成17年 3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 208千円

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 51千円

受取配当金 2千円

仕入割引 151千円

事業所賃貸料 1,100千円

為替差益 3,864千円
 

※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

為替差益 2,790千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 24,272千円

債権売却損 2,340千円

支払手数料 17,879千円

新株発行費 7,926千円

為替差損 1,394千円

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 19,231千円

債権売却損 3,088千円

支払手数料 6,221千円

新株発行費 712千円

  

 
 

※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．特別利益の主なもの 

貸倒引当金戻入   4,254千円 

※４． 

      ― 
 

※３． 

       ― 

※４．特別損失の主なもの 

投資有価証券評価損 258千円
 

※３． 

       ― 

※４．特別損失の主なもの 

投資有価証券評価損 287千円
 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 5,412千円

無形固定資産 629千円

計 6,042千円

※６．税効果会計の適用に当たり「 

簡便法」を採用しておりますの 

で、法人税等調整額を含めた金 

額で、一括掲記しております。 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 3,932千円

無形固定資産 429千円

計 4,361千円

※６． 

同左 

 

５．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

※６． 

― 

 

 

 

(第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 当第３四半期会計期間 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 3月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 3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第３四

半期末残高と第３四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成18年3月31日現在) 

現金及び預金勘定 546,139千円

預入期間が3ケ月を
越える定期預金 8,402千円

現金及び現金同等物 537,736千円
  

※１．現金及び現金同等物の第３四

半期末残高と第３四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成17年3月31日現在)

現金及び預金勘定 527,701千円

預入期間が3ケ月を
越える定期預金 4,800千円

現金及び現金同等物 522,901千円
  

※ 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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 3月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 3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第３四

半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具
及び備品 

7,420 2,700 4,720 

ソフト 
ウェア 

5,900 2,753 3,146 

合計 13,320 5,453 7,866 
 

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第３四

半期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

第３四半
期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

7,420 1,350 6,070

ソフト
ウェア

5,900 1,573 4,326

合計 13,320 2,923 10,396
 

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．未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 2,493千円

１年超 5,916千円

合計 8,410千円
 

 

２．未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 2,356千円

１年超 8,410千円

合計 10,766千円
 

 

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 2,202千円

減価償却費 
相当額 

1,897千円

支払利息相当額 422千円
 

 

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 2,202千円

減価償却費 
相当額 

1,897千円

支払利息相当額 520千円
 

 

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 

当第３四半期会計期間末(平成18年3月31日) 

時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

第３四半期貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 
株式 708

 
 

828 119

計 
708

 
828 119

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 

 

前第３四半期会計期間末(平成17年3月31日) 

時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

第３四半期貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 
株式 738

 
 

536 △202

計 
738

 
536 △202

（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) 

当第３四半期会計期間末（平成18年3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。 

 

前第３四半期会計期間末（平成17年3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。 

 

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。 

 

 

 

 

(持分法損益等) 

当第３四半期会計期間（自 平成17年7月1日 至 平成18年3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。 

 

前第３四半期会計期間（自 平成16年7月1日 至 平成17年3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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 3月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 3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 3,355.13円 

１株当たり 
第３四半期 
純損失金額 

18,110.70円 

 

１株当たり 
純資産額 23,617.67円 

１株当たり 
第３四半期 
純利益金額 

571.15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株当たり第３四

半期純利益額については、潜在株式
が存在するものの１株当たり第３四
半期純損失であるため、記載してお
りません。 
当社は、平成18年2月1日付で株式

１株につき２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 16,263.07円 

１株当たり 
当期純利益金額 5,442.47円 

 
また、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前第３四半
期会計期間における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 11,808.84円 

１株当たり 
当期純利益金額 285.58円 

 

潜在株式調整後１株当たり第３四
半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。 
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 

 

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。 
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株当たり第３四半期純利益(純損失)金額又は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。 

 
当第３四半期会計期間
(自 平成17年 7月 1日
 至 平成18年 3月31日)

前第３四半期会計期間
(自 平成16年 7月 1日
 至 平成17年 3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)

第３四半期(当期)純利益又は第３
四半期純損失(△)(千円) 

△309,358 3,423 68,947 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式に係る第３四半期(当期)

純利益又は第３四半期純損失

(△)(千円) 

△309,358 3,423 68,947 

期中平均株式数(株) 17,081 5,993 6,334 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

(当期)純利益又は第３四半期純損

失の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

新株予約権3種類 

 （新株予約権の数 

4,496個)

 
第２回新株予約権 

4,088個
第３回新株予約権 

240個
第４回新株予約権 

168個

新株予約権3種類 

 （新株予約権の数 

3,172個)

 
第２回新株予約権 

2,900個
第３回新株予約権 

168個
第４回新株予約権 

104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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 3月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 3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。

 

 

 




