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平成１８年６月期    決算短信（非連結） 平成18年8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8月14日 配当支払開始予定日    ― 
定時株主総会開催日 平成18年9月28日 単元株制度採用の有無   無 
１．平成18年６月期の業績（平成17年7月1日～平成18年6月30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） 
 
平成18年6月期 
平成17年6月期 

百万円   ％
4,607       (22.2)
3,771       (37.7)

百万円   ％
△264     (－) 

            168     (30.8)

百万円   ％
△360      (－) 
134       (23.8)

 

 当期純利益（△純損失） 
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
経常利益率

 
平成18年6月期 
平成17年6月期 

百万円  ％ 
   △348     － 
      68     (24.3)  

円  銭
△20,063 07 
10,884 93 

円  銭
－  － 
－  － 

％
－ 

35.5 

％ 
－  
5.3  

％
－ 
3.6 

(注)①持分法投資損益     平成18年6月期     ― 百万円   平成17年6月期     ― 百万円 
②期中平均株式数     平成18年6月期   17,350 株     平成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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

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

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 

平成18年6月期 
平成17年6月期 

百万円 
3,964 
3,013 

百万円
300 
239 

％ 
7.6 
7.9 

円   銭
11,729      57  
32,526      13  

(注)①期末発行済株式数   平成18年6月期     25,973株   平成17年6月期      7,360株 

②期末自己株式数    平成18年6月期      338株   平成17年6月期       －株 

(3) 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 

 
平成18年6月期 
平成17年6月期 

百万円 
△981     
△250       

百万円
△10   
△130   

百万円 
1,112     
431       

百万円
705      
584      

２．平成19年6月期の業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通 期 

百万円
5,281 
9,879 

百万円
△53 
48 

百万円 
△56  
  42    

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 1,638円 39銭 
※ １株当たり予想当期純利益は、期末発行済株式数から期末自己株式数を除いた25,635株により算出しており

ます。 
３．配当状況 

１株当たり配当金(円) 
 

中間 期末 年間 
配当金総額 
(百万円) 

配当性向 
(％) 

純資産配当率
(％) 

平成18年6月期 － － － － － －

平成17年6月期 － － － － － －

平成19年6月期 
(予想) 

－ － －    

※ 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９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18年６月現在

海外７件、国内３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.、Credence Systems Corporation、株式会社トプコン、

ヴィステックセミコンダクタシステムズ株式会社（旧 ライカセミコンダクタシステムズ㈱）、ノードソ

ンアシムテック株式会社 

 

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 

 

［事業系統図］ 
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（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。 

 

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

アの充填不良等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もあり、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、投資単位の引下げは、個人投資家を中心とした投資家層の拡大及び株式の流動性の向上を図るうえ

で重要な施策の一つであると認識しており、業績、株価水準、市況の状況、株式の流動性等を総合的に勘案し

たうえで決定することとしております。 

 

(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しております。 

 

  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おります。 

 

(9) 親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

(10) 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) 経営成績 

当期におけるわが国経済は、原油価格動向が世界経済に及ぼす影響が懸念されましたが、企業収益の回復や

雇用情勢の改善を背景に、民間設備投資や個人消費の増加が見られ、また、米国や中国をはじめとするアジア

地域の景気拡大により北米地域、アジア地域向け輸出が増加する等、概ね着実な回復基調で推移いたしました。 

当社が関連しております半導体業界や半導体製造装置業界におきましては、期前半まではＩＴ関連分野の在

庫調整が長引いたことにより低迷いたしましたが、期後半には薄型テレビや携帯型音楽プレーヤー等のデジタ

ル家電に用いられる半導体の需要増加に伴い、半導体メーカーの増産に向けた設備投資が拡大し、業況の回復

が鮮明となりました。 

このような経営環境のもと、当社は平成17年９月７日に株式を名古屋証券取引所セントレックスに上場し、

企業価値の向上を目指すとともに、経営基盤の強化を図るべく営業活動の拡大に努めてまいりました。 

しかし、主要事業の１つである半導体検査装置（メトロロジー装置）の中古（リファブ）装置販売において、

従来の販売方式（当社が中古装置を独自に査定して買い取り、修理・再生したうえで顧客の生産ラインに合わ

せて据付調整、動作確認、立上げまで実施して、通常３ヶ月の品質保証付で納入する自社再生のリファブ装置

販売）から、有力装置メーカーとの販売提携へと移行したことに伴い、前期までの高収益事業が中古装置の代

理店ビジネスへと変化いたしました。当社は収益率の低減を販売台数及び販売金額の伸張で補い、さらに業界

内での知名度向上が他商品群の販売機会を創出すると想定しておりましたが、初年度においては販売経路等に

関わる初動期特有の混乱が発生したために想定した売上・利益がともに計上できませんでした。 

また、商品の市場動向や顧客投資時期に関する予測の誤りが一部に発生したことにより、販売拡大予測に基

づき先行投資的に進めた人員増に係る販売費及び一般管理費を吸収することができず、売上総利益率の低下と

経費の増大という悪循環に陥り大幅な損失計上を招くに至りました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は4,607,423千円（前期比22.2％増）、営業損失は264,816千円（前期は営

業利益168,906千円）、経常損失は360,356千円（前期は経常利益134,327千円）となり、増収ながら大幅な減益

となりました。 

部門別業績は次のとおりであります。 

半導体プロセス装置事業におきましては、海外装置メーカーの代理店ビジネスの拡充に伴い、Mattson社のア

ッシャー、Imago社の三次元原子プローブ装置やＡＤＴ社のダイサー等が堅調に推移する一方、当社の注力商品

であるReVera社の全自動ＸＰＳ装置が最先端装置ゆえに客先における評価に予想以上の時間を費やし、前事業

年度に３台の納入実績がありながら当事業年度は販売実績を上げるに至りませんでした。同じく当社が注力す

る中古プロセス装置販売につきましても、売上高が順調に拡大する一方で、競争激化等により収益的には厳し

い状況が続いております。その結果、売上高は2,184,278千円（前期比5.0％増）にとどまりました。 

半導体メトロロジー装置事業におきましては、国内装置メーカーである東レエンジニアリング社のウェーハ

外観検査装置やトプコン社のウェーハ表面検査装置の拡販が新規顧客に対して順調に進み、日本国内はもとよ

りアジア地区への輸出も大幅な伸張を果たしました。一方で、前事業年度までにおいて、半導体メトロロジー

装置事業売上の３分の２以上を占めていた中古（リファブ）装置は、販売スキームの変更に伴う混乱等により

大幅な減収を余儀なくされております。その結果、売上高は1,826,454千円（前期比66.0％増）となりました。 

また、テクニカル事業におきましては、液晶、半導体製造・検査装置、ウェーハ搬送ロボット等の各種メン

テナンス受託が順調に推移する一方、当社の中古装置販売の仕組み変更に伴い、装置の立上げ及び再生の売上
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は停滞いたしました。その結果、売上高は596,690千円（前期比1.0％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） 

   当期末における流動資産の残高は、3,785,461千円（前期末比963,712千円増）となりました。その主な要因

は、売上債権が増加（前期末比313,625千円増）すると同時に、たな卸資産の増加（前期末比611,250千円増）、

さらに現金及び預金が増加（前期末比126,950千円増）する一方、前渡金の減少（前期末比114,041千円減）に

よるものであります。売上債権増加の主な要因は、事業拡大に伴う売上高の増大によるものであり、たな卸資

産の増加は、新品装置の代理店ビジネス拡大に伴うデモ機能を兼ねた売上途上在庫の増加と中古（リファブ）

装置事業拡大に備えて営業戦略的に中古装置の在庫を積上げたことによります。 

 

（固定資産） 

当期末における固定資産の残高は、179,370千円（前期末比12,302千円減）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の事業である中古（リファブ）装置の販売が進み、関係会社出資金

が減少（前期末比14,361千円減）したことによるものであります。 

 

（流動負債） 

   当期末における流動負債の残高は、3,367,324千円（前期末比914,157千円増）となりました。その主な要因

は、買掛金の増加（前期末比203,290千円増）と短期借入金及び一年以内返済予定の長期借入金の増加（前期末

比731,231千円増）によるものであります。買掛金増加の主たる要因は、売上拡大に伴う仕入高の増加であり、

また、借入金の増加は事業拡大に伴う資金需要の増大によるものであります。 

 

（固定負債） 

当期末における固定負債の残高は、296,820千円（前期末比24,042千円減）となりました。その主な要因は、

長期借入金の減少（前期末比16,585千円減）と長期未払金の減少（前期末比7,479千円減）によるものでありま

す。 

 

（純資産） 

当期末における純資産の残高は、300,687千円（前期末比61,295千円増）となり、自己資本比率は7.6％とな

っております。その主な要因は、当期純損失が348,114千円発生したことに伴い、繰越利益剰余金が△224,946

千円（前期末比348,114千円減）となったことと自己株式の取得36,225千円があったものの、平成17年９月の株

式上場に伴う公募増資並びに平成18年６月の第三者割当増資等の結果、資本金が207,952千円、資本準備金が

236,852千円増加したことよるものであります。 

 

  ②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失を343,430千円（前

期は純利益134,039千円）計上すると同時に、売上債権、たな卸資産が増加し、自己株式の取得も行う等、資金
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の減少が顕著でありましたが、株式の発行や金融機関からの資金調達も行われた結果、前事業年度に比べ

121,348千円増加し、当事業年度末には705,359千円となりました。 

 当事業年度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） 

    営業活動の結果支出した資金は981,353千円（前期比731,316千円の増加）となりました。これは仕入債務の

増加を203,290千円計上したものの、税引前当期純損失が343,430千円になるとともに、売上債権の増加313,625

千円、たな卸資産の増加611,250千円等の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） 

 投資活動の結果支出した資金は10,464千円（前期比120,418千円の減少）となりました。これは主に米国の

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14,361千円があったものの、有形固定資産の取

得による支出16,491千円と定期預金の預入による支出が5,601千円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1,112,883千円（前期比680,991千円の増加）となりました。これは金融機関

からの借入による収入714,646千円と株式の発行に伴う収入434,461千円から、自己株式の取得による支出

36,225千円を差し引いたものであります。 

    

なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりです。 

 キャッシュ・フロー指標の推移 

 平成17年6月期 平成18年6月期 

自己資本比率（％） 7.9 7.6

時価ベースの自己資本比率（％）(注)1 ― 33.8

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。 

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、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。 
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5. 平成17年６月期及び平成18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) 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、わが国経済は、原油価格や素材価格の高騰、長期金利の上昇並びに米国景気の

減速による影響などが懸念されるものの、民間設備投資や個人消費は拡大基調にあり、引き続き堅調に推移する

ものと見込んでおります。半導体業界や半導体製造装置業界におきましては、携帯電話での地上デジタル放送受

信サービス開始や車載ＩＣ搭載率の増加など好材料がある反面、デジタル家電製品の市場価格の下落などのマイ

ナス材料が錯綜している状況となっております。 

当社におきましては、デバイスメーカーの設備投資に合わせて戦略的な営業展開を推進すると同時に、順調に

推移している新品装置の代理店事業のさらなる躍進を図るため、新規の代理店権を獲得していく所存です。また、

テクニカル事業におきましても、当該事業を電子部品業界における当社戦略事業と定め、新たにエンジニアリン

グ・ステーション事業（保守業務受託事業、装置延命・改造事業、パーツ事業）構築のために子会社アークステ

ーションを平成18年８月１日付で設立しております。今後は当該子会社と協調して、半導体製造・検査装置メー

カーの保守業務支援及び半導体メーカーでの設備保全コンサルティング、製造ライン立上げ支援等技術者の派遣

ニーズに対応しながら当社の強みである複合的なビジネス展開（新品、中古の半導体製造装置・検査計測装置の

商品群と高い技術サービス力を核とした多岐に亘る提案型営業）を追求すると同時に、アジア市場を見据えたネ

ットワークの構築と事業収益の拡大を営業政策として取り組んでまいります。 

以上のことから、平成19年６月中間期の業績見通しは売上高5,281,754千円（前中間期比3,453,928千円増加）、

営業利益18,531千円（前中間期は209,810千円の損失）、経常利益△53,469千円（前中間期は254,470千円の損

失）を見込んでおります。 

平成19年６月期の業績見通しは売上高9,879,084千円（前期比114.4％増）、営業利益148,415千円（前期は

264,816千円の損失）、経常利益48,415千円（前期は360,356千円の損失）を見込んでおります。 
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４．財務諸表等 

(1）財務諸表 

①貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年6月30日現在） 
当事業年度 

（平成18年6月30日現在） 
増 減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  589,711 716,661  

２．受取手形  6,605 1,745  

３．売掛金  1,356,110 1,674,595  

４．商品  573,444 1,157,240  

５．原材料  88,682 105,053  

６．仕掛品  3,927 14,685  

７．貯蔵品  239 564  

８．前渡金  171,146 57,105  

９．前払費用   26,313 23,750  

10．未収消費税  ― 52,778  

11．繰延税金資産  2,990 ―  

12．その他  16,186 7,938  

貸倒引当金  △13,608 △26,658  

流動資産合計  2,821,749 93.6 3,785,461 95.5 963,712

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  21,933 24,243   

減価償却累計額  △3,220 18,713 △6,088 18,155  

(2) 工具器具及び備品  14,859 20,603   

減価償却累計額  △6,233 8,625 △10,337 10,265  

有形固定資産合計  27,339 0.9 28,421 0.7 1,081

２. 無形固定資産    

ソフトウェア  2,703 2,925  

無形固定資産合計  2,703 0.1 2,925 0.1 222

３. 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  581 760  

(2) 出資金  10 10  

(3) 関係会社出資金  118,851 104,489  

(4) 長期前払費用  4,468 4,958  

(5) 繰延税金資産  51 ―  

(6) 差入保証金  37,667 37,805  

投資その他の資産合計  161,630 5.4 148,023 3.7 △13,606

固定資産合計  191,673 6.4 179,370 4.5 △12,302

資産合計  3,013,422 100.0 3,964,832 100.0 951,409
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前事業年度 

（平成17年6月30日現在） 
当事業年度 

（平成18年6月30日現在） 
増 減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円）

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  819,096 1,022,386  

２．短期借入金  1,222,956 1,914,937  

３．一年以内返済予定の 
長期借入金 

 262,340 301,591  

４．未払金  39,619 54,822  

５．未払費用  62,375 66,925  

６．未払法人税等  35,587 3,522  

７．前受金  3,118 ―  

８．預り金  3,143 3,139  

９．その他  4,929 ―  

流動負債合計  2,453,167 81.4 3,367,324 84.9 914,157

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  312,889 296,304  

２．繰延税金負債  ― 21  

３．長期未払金  7,974 495  

固定負債合計 
  320,863 10.7

 
296,820 7.5 △24,042

負債合計  2,774,030 92.1 3,664,144 92.4 890,114

    

 

─ 11 ─



―  ― 12

 

  
前事業年度 

（平成17年6月30日現在） 
当事業年度 

（平成18年6月30日現在） 
増 減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※1 75,650 2.5 ―  △75,650

Ⅱ 資本剰余金    

1. 資本準備金   40,650 ―   

資本剰余金合計  40,650 1.3 ―  △40,650

Ⅲ 利益剰余金    

1. 当期未処分利益  123,167 ―   

利益剰余金合計  123,167 4.1 ―  △123,167

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △75 △0.0 ―  75

資本合計  239,392 7.9 ―  △239,392

負債・資本合計  3,013,422 100.0 ―  △3,013,422

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  ― 283,602 7.2 283,602

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 277,502   

資本剰余金合計  ― 277,502 7.0 277,502

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― △224,946   

利益剰余金合計  ― △224,946 △5.7 △224,946

４．自己株式  ― △36,225 △0.9 △36,225

株主資本合計  ― 299,934 7.6 299,934

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価 
  差額金 

 ― 30 0.0 30

２．繰越ヘッジ損益  ― 722 0.0 722

評価・換算差額等合計  ― 753 0.0 753

純資産合計  ― 300,687 7.6 300,687

負債純資産合計  ― 3,964,832 100.0 3,964,832
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②損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 

至 平成18年6月30日） 
増 減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額 
（千円）

Ⅰ 売上高    

１．商品売上高  3,180,163 4,010,732   

２．テクニカル売上高  591,135 3,771,298 100.0 596,690 4,607,423 100.0 836,124

Ⅱ 売上原価    

（１）商品売上原価    

１．期首商品たな卸高  149,560 573,444   

２．当期商品仕入高  2,866,062 4,253,797   

合計  3,015,622 4,827,242   

３．他勘定振替高 ※1 19,841 21,382   

４．期末商品たな卸高  573,444 1,195,089   

差引  2,422,336 3,610,771   

５．商品廃棄損  ― 620   

６．商品評価損  ― 37,848   

商品売上原価合計  2,422,336 3,649,240   

（２）テクニカル売上原価    

当期テクニカル売上原価  565,633 2,987,970 79.2 491,005 4,140,246 89.9 1,152,276

売上総利益  783,328 20.8 467,176 10.1 △316,152

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 614,422 16.3 731,992 15.8 117,570

営業利益又は営業損失
（△） 

 168,906 4.5 △264,816 △5.7 △433,722

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  52 209   

２．受取配当金 ※3 4,304 12,455   

３．仕入値引  151 470   

４．為替差益  2,790 4,822   

５．受取賃貸料  1,320 ―   

６．雑収入  328 8,948 0.2 2,094 20,053 0.4 11,104

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  26,624 33,815   

２．手形売却損  638 181   

３．債権売却損  3,620 4,084   

４．支払手数料  11,594 31,210   

５．新株発行費  ― 25,757   

６．上場関連手数料  ― 20,326   

７．雑損失  1,049 43,527 1.1 217 115,592 2.5 72,065

経常利益又は経常損失
（△） 

 134,327 3.6 △360,356 △7.8 △494,683
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前事業年度 

（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 

至 平成18年6月30日） 
増 減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額 
（千円）

Ⅵ 特別利益    

１．保険差益  ― ― ― 16,925 16,925 0.4 16,925

Ⅶ 特別損失    

１．投資有価証券評価損  287 287 0.0 ― ― ― △287

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△） 

 134,039 3.6 △343,430 △7.4 △477,470

法人税、住民税及び事
業税 

 63,000 1,692   

法人税等調整額  2,091 65,091 1.8 2,990 4,683 0.1 △60,408

当期純利益又は当期純
損失（△） 

 68,947 1.8 △348,114 △7.5 △417,061

前期繰越利益又は前期
繰越損失（△） 

 54,219   

当期未処分利益  123,167   
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テクニカル売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年7月 1日 
  至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
  至 平成18年6月30日） 

増 減 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅰ 材料費   285,375 50.1 222,579 44.4 △62,795

Ⅱ 労務費   147,879 26.0 162,365 32.3 14,485

Ⅲ 経費 ※1  136,305 23.9 116,818 23.3 △19,486

当期テクニカル費用   569,560 100.0 501,764 100.0 △67,796

期首仕掛品たな卸高   ― 3,927  3,927

合計   569,560 505,691  △63,869

期末仕掛品たな卸高   3,927 14,685  

当期テクニカル売上
原価 

  565,633 491,005  

     

 

(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。 

 

項目 前事業年度 当事業年度 

旅費交通費（千円） 45,819 49,836 

地 代 家 賃（千円） 12,541 15,819 

外注加工費（千円） 28,132 14,202 

荷 造 運 賃（千円） 18,691 11,505 

 

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、個別実際原価計算であります。 

 

 

 

③利益処分計算書 

  
前事業年度 

（平成17年６月期） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  123,167

Ⅱ 次期繰越利益  123,167
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④ 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年6月30日残高(千円) 75,650 40,650 40,650

事業年度の変動額    

新株の発行 207,952 236,852 236,852

事業年度中の変動額合計(千円) 207,952 236,852 236,852

平成18年6月30日残高(千円) 283,602 277,502 277,502

 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

自己株式 株主資本合計 

平成17年6月30日残高(千円) 123,167 123,167  239,467

事業年度中の変動額     

新株の発行    444,805

当期純損失(△) △348,114 △348,114  △348,114

自己株式の取得   △36,225 △36,225

事業年度中の変動額合計(千円) △348,114 △348,114 △36,225 60,466

平成18年6月30日残高(千円) △224,946 △224,946 △36,225 299,934

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
繰越ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成17年6月30日残高(千円) △75  △75 239,392

事業年度中の変動額     

新株の発行    444,805

当期純損失(△)    △348,114

自己株式の取得    △36,225

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
106 722 828 828

事業年度中の変動額合計(千円) 106 722 828 61,295

平成18年6月30日残高(千円) 30 722 753 300,687
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⑤キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

(自 平成16年7月 1日
至 平成17年6月30日)

当事業年度 
(自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日) 

増 減 

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     

税引前当期純利益又は純損失(△)  134,039 △343,430  

減価償却費  6,396 8,270  

長期前払費用償却  113 112  

貸倒引当金の増減額  3,013 13,049  

受取利息及び受取配当金  △4,357 △12,665  

為替差損益  △585 △283  

支払利息  26,624 33,815  

投資有価証券評価損  287 ―  

売上債権の増減額  △144,635 △313,625  

たな卸資産の増減額  △470,398 △611,250  

その他資産の増減額  △143,104 75,161  

仕入債務の増減額  458,319 203,290  

未払費用の増減額  15,647 4,296  

その他負債の増減額  △29,881 8,386  

その他  △48 12,410  

小計  △148,568 △922,463 △773,895 

利息及び配当金の受取額  4,356 12,664  

利息の支払額  △23,328 △35,730  

法人税等の支払額  △82,496 △35,824  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △250,037 △981,353 △731,316 

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  △3,600 △5,601  

有形固定資産の取得による支出  △15,701 △16,491  

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  △2,650 △1,074  

関係会社出資金の取得による支出  △127,173 ―  

関係会社出資金の払戻しによる収入  8,321 14,361  

差入保証金の支出  △564 △288  

差入保証金の返還による収入  12,062 150  

長期前払費用の支出  △1,784 △1,520  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △130,883 △10,464 120,418 

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  357,602 691,980  

長期借入金による収入  300,000 300,000  

長期借入金の返済による支出  △248,210 △277,334  

株式の発行による収入  22,500 434,461  

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  431,892 1,112,883 680,991 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  585 283 △302 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  51,556 121,348 69,791 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  532,454 584,010 51,556 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 584,010 705,359 121,348 
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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 

前事業年度 
（平成17年6月30日） 

当事業年度 
（平成18年6月30日） 

 

 

 

― 

当社は、当事業年度に264百万円の営業損失を計上する

と同時に、営業キャッシュ・フローにつきましても前事業

年度に250百万円、当事業年度に981百万円とそれぞれマイ

ナスとなっております。当該状況により、当事業年度末に

おいて、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、平成18年４月より組織

改革を始め、人事評価制度の導入、経費削減プラン、さら

に元来のビジネスモデルの見直しを含めた事業の再構築の

検討等、断続的に経営基盤の強化を推進してまいりまし

た。 

その結果、好況な半導体市場を背景とした当事業年度末

における受注残高は3,842百万円に至り、前事業年度末に

おける受注残高295百万円の13倍に達しております。 

当社は、継続的に安定した経営を維持するためにさらな

る収益力の改善と財務体質の健全化を図ってまいる所存で

あります。そのための諸施策を下記に記載し実施してまい

ります。 

① 経営管理力の革新 

・ 平成18年４月に創設した営業企画管理部に、当社

を取り巻く市場環境を中心とした情報収集の強化

と集中を図り、迅速な営業支援体制を確立しま

す。 

・ 経営と執行それぞれの体制の再構築並びに経営戦

略の明確化とトップマネジメントの意識改革を図

ります。 

・ 組織図に則った役割分担及び責任と権限の明確化

を図るために、ビジネスユニットマネージャー

（部長）会議の体制整備とOperating Committee 

を編成して経営戦略策定機能の強化を推進しま

す。 

② 人的資産の育成と活用 

・ 事業計画と連動した人事評価と数値目標に対する

責任を明快にするため、「個人目標管理」を軸と

した人事評価制度の本格運用を開始すると同時

に、教育システム並びに給与体系の抜本的見直し

を進めます。さらに、次世代経営を担う経営幹部

養成の検討に着手します。 

③ 既存事業の活性化及び収益改善策の速やかな実施 

・ 当社設立の原点に立ち返り、当社ビジネスの強

み、相乗効果の発揮、弱点の克服等を徹底的に再

認識すると同時に、市場の変化や必要とされる事

業機能に迅速に対応すべく外部専門家を入れたプ

  ロジェクトチームの創設と定期的な会議開催を通

  して方向性を確立します。 
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前事業年度 
（平成17年6月30日） 

当事業年度 
（平成18年6月30日） 

 

 

 

・ 社員一人当たりの生産性を追求して収益体質を改

善するために、営業拠点の統廃合並びに人員削減

の検討を常時行います。 

・ テクニカル事業の推進と損益管理の徹底を目的に

平成18年８月１日付をもって一部テクニカル事業

を子会社として独立させました。これにより、テ

クニカル事業を電子部品業界における当社戦略事

業と定め、新たにエンジニアリング・ステーショ

ン事業（保守業務受託事業、装置延命・改造事

業、パーツ事業）を構築してまいります。具体的

には、半導体製造・検査装置メーカーの保守業務

支援及び半導体メーカーでの設備保全コンサル

ティング、製造ライン立上げ支援等技術者の派遣

ニーズに対応するため一般労働者派遣事業の許可

を取得して技術者の確保と事業の拡大を追求いた

します。 

④ 財務体質の健全化 

・ 当社では、当事業年度の大幅な損失計上を見越し

て平成18年６月29日に第三者割当増資による資金

調達を実施いたしました。この結果、当事業年度

末における株主資本比率は、7.6％となり、前事業

年度の7.9％を若干下回るにとどまりました。来期

は利益計上はもとより、さらなる自己資本の拡充

を図るための資本政策を実施しながら、借入金の

圧縮によるバランスシートの改善を推進してまい

ります。 

⑤ 営業キャッシュ・フローの改善 

当事業年度において営業キャッシュ・フローが大幅に

赤字化した主要因には次の３点が挙げられます。 

1） 大幅な当期純損失の計上 

2） 中古装置販売に係るたな卸資産の増大 

3） 売上債権の増大 

当社では営業キャッシュ・フローの早期改善を重要な

経営目標の１つと認識し、次のような施策を推し進め

てまいります。 

・ 中古装置ビジネスに伴う中古装置の取得時期を受

注見込時に変更することにより、在庫の削減と先

行的な中古装置発注による借入金の削減を図り、

結果として在庫回転率を向上させます。当社は半

導体製造装置に係る新品装置販売並びに中古装置

販売を事業の主体とする専門商社でありますが、

中古装置ビジネスを推進するためには、売れ筋在

庫の積上げが必要であり、短期的には資金の流出

を招きます。しかしながら、当社では平成18年２

月に検査・計測装置の有力メーカーと中古装置の
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前事業年度 
（平成17年6月30日） 

当事業年度 
（平成18年6月30日） 

 

 

 

販売提携を実施したことにより、従来、自前で獲

得、保有してきた在庫が不要となり、さらに中古

プロセス装置の購入時期も受注あるいは受注内定

時期へと先送りすることを営業方針として確認し

ております。当該営業政策の変更に伴い第３四半

期末に保持していたたな卸資産1,590百万円は、当

事業年度末には1,277百万円へと312百万円縮小さ

れ、平成19年６月期末には750百万円まで圧縮する

ことを計画しております。 

・ 売掛金回収サイトの短縮化を全社挙げて実行しま

す。具体的には、口座開設時、商談開始時におけ

る交渉の徹底とファクタリングの活用により、回

収サイトを短縮するとともに営業キャッシュ・フ

ローの好転を目指します。当社の取扱商品が顧客

の設備資産に該当するため相対的に長い売掛金回

収サイトとなりますが、ファクタリングの活用、

さらには金融機関に対する売掛債権の譲渡を積極

的に進めることによって短縮させることを全社目

標としております。 

上記の施策により、平成19年６月期の営業キャッシュ・

フローは大幅に改善することが予想されます。なお、営業

キャッシュ・フローに不足が生じた場合にも金融機関から

は従来どおりの資金調達が可能な状況にありますが、今後

はむしろ営業キャッシュ・フローによる余剰資金を借入金

の返済に充当し、財務体質の健全化を図っていく方針であ

ります。 

 

当社といたしましては、引き続き小回りの利くベン

チャー企業のメリットを最大限に活用し、収益性への経営

資源の集中並びに不採算事業の利益化転換を図るととも

に、損益の責任明確化と事業再構築を推し進めてまいりま

す。さらに、迅速な経営状況の把握と管理の強化、外部の

経営コンサルタント等の活用による経営体質の改善、加え

て収益率改善を含めた新規ビジネスの検討に注力すること

により、付加価値の創出と事業拡大を図ってまいる所存で

あり、上述の各施策を通して業績の向上と企業価値の極大

化に努め、投資家の皆様の信頼維持に邁進してまいりま

す。 

従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、当該重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)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）を採用しております。 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

 

時価法によっております。 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品(装置)、仕掛品 個別法による原価

法 

商品(部品)、原材料 総平均法による原

価法 

貯蔵品       最終仕入原価法に

よる原価法 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(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 

(1)有形固定資産 

 

 

同左 

 (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。 

(2)無形固定資産 

同左 

 (3)長期前払費用 

定額法によっております。 

(3)長期前払費用 

同左 

５．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 

６．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 

７．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。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

８．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。 

（１）ヘッジ会計の方法 

同左 

 （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 

（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 

 （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

一通貨建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 

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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 

10．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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当事業年度から「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。 

― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 
当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第
８号）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。 

  従来の「資本の部」の合計に相当する金額は299,965千
円であります。 
  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお
ける貸借対照表の「純資産の部」については、改正後の
財務諸表等規則により作成しております。 

― 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の
一部改正） 
当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最
終改正平成17年12月27日 企業会計基準第１号）及び
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成17年12
月27日 企業会計基準適用指針第２号）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。 

― 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 
当事業年度から「株主資本等変動計算書に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業
会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年
12月27日 企業会計基準適用指針第９号）を適用してお
ります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度から損益計
算書の末尾は当期純利益又は当期純損失（△）とされて
おります。 
また、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作

成しております。 
なお、前事業年度まで作成しておりました「利益処分

計算書」は、本改正により廃止され、当事業年度からは
作成しておりません。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

― 

（貸借対照表） 
前期まで流動資産の「その他」に含めておりました

「未収消費税」は、重要性が増したため、区分掲記する
ことにしました。 
なお、前期における未収消費税は8,852千円でありま

す。 

― 

（損益計算書） 
前期まで区分掲記しておりました「受取賃貸料」は、

営業外収益の100分の10以下となったため、営業外収益の
「雑収入」に含めて表示することにしました。 

なお、当期における「受取賃貸料」は440千円でありま
す。 

― 

前期まで営業外費用の「雑損失」に含めておりました
「新株発行費」は、営業外費用の100分の10超となった
ため、区分掲記することにしました。 
なお、前期における「新株発行費」は712千円であり

ます。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年6月30日） 

当事業年度 
（平成18年6月30日） 

※１．授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数          普通株式      15,000株 

発行済株式総数   普通株式    7,360株 

 

※１． 

― 

 

２. 受取手形割引高                 40,000千円 

売掛金譲渡担保高        62,956千円 

 

２. 受取手形割引高                 48,300千円 

売掛金譲渡担保高       297,287千円 

 

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
 

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 

              2,600,000千円 

 貸出実行残高       1,476,000千円 

差引額          1,124,000千円
 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

※１．他勘定振替高は、備品・消耗品への振替高であり

ます。 

※１．         同左  

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は83％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は17％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運賃                       27,064千円 

旅費交通費                     83,864 

役員報酬            73,204 

給与手当                 187,287 

賞与              29,858 

法定福利費                     30,555 

地代家賃                       31,338 

消耗品費            6,807 

貸倒引当金繰入額                3,013 

減価償却費                      4,690 

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は81％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は19％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運賃                       37,909千円 

旅費交通費                     86,238 

役員報酬            64,502 

給与手当                 240,049 

賞与              40,708 

法定福利費                     40,130 

地代家賃                       32,234 

支払手数料           47,376 

貸倒引当金繰入額               13,049 

減価償却費                      3,911 

 

※３．このうち、関係会社に対するものは次のとおりで 

   あります。 

受取配当金               4,302千円 

  

※３．このうち、関係会社に対するものは次のとおりで 

   あります。 

受取配当金              12,452千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 

当事業年度 （自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式  

普通株式 (注)1 7,360株 18,613株 ― 株 25,973株

自己株式     

普通株式 (注)2 ― 株 338株 ― 株 338株

（注）1. 普通株式の当期増加株式数18,613株は、公募増資による新株発行1,000株、ストック・オプションの権利行使

による新株発行936株、株式分割（1：2）による増加9,144株及び第三者割当増資による新株発行7,533株であ

ります。 

（注）2. 自己株式の増加は、平成17年10月26日から平成17年11月30日の日程で実施した自己株式の買受けによるも

のであります。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 

至 平成18年6月30日） 

※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）

※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18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ヶ月を超える定期預金       5,700 
 

現金及び現金同等物                  584,010 
  

現金及び預金勘定                    716,661（千円）

預入期間が3ヶ月を超える定期預金      11,302 
 

現金及び現金同等物                  705,359 
  

 

 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 

至 平成18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 
 

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 3,037 4,382 

ソフトウェ

ア 
5,900 3,048 2,851 

合計 13,320 6,085 7,234 
 

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 
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

1年内 2,529千円 

1年超 5,270千円 

合計 7,799千円 
 

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 

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       546千円 

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 

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 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年6月30日現在） 
 

その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

株式 ― ― ―

 小計 ― ― ―

株式 708 581 △127
貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小計 708 581 △127

合計 708 581 △127

 

当事業年度（平成18年6月30日現在） 

 

その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

株式 708 760 51

 小計 708 760 51

株式 ― ― ―
貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小計 ― ― ―

合計 708 760 51

 

 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 

至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 

至 平成18年6月30日） 

（１）取引の内容及び利用目的等 

当社は、通常の営業過程における輸出入取引の為替

相場の変動によるリスクを軽減するため、先物為替予

約取引を、また、変動金利の借入金の調達資金を固定

金利の借入金の調達資金に換えるため、金利スワップ

取引をそれぞれ行っております。 

 

（１）取引の内容及び利用目的等 

同左 

（２）取引に対する取組方針 

通貨関連におけるデリバティブ取引については、主

としてドル建ての売上契約をヘッジするためのもので

あるため、外貨建売掛金及び成約高の範囲内で行うこ

ととし、投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデ

リバティブ取引は行わない方針であります。 

金利関連のデリバティブ取引については、現在、受

動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引

を利用しているのみであり、投機目的の取引及びレバ

レッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針で

あります。 

（２）取引に対する取組方針 

同左 
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前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 

至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 

至 平成18年6月30日） 

（３）取引に係るリスクの内容 

通貨関連における先物為替予約取引には、為替相場

の変動によるリスクを有しております。 

金利関連における金利スワップ取引においては、市

場金利の変動によるリスクを有しております。 

通貨関連及び金利関連とも当社のデリバティブ取引

の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行である

ため、相手先の不履行によるいわゆる信用リスクは、

ほとんどないと判断しています。 

 

（３）取引に係るリスクの内容 

同左 

（４）取引に係るリスクの管理体制 

通貨関連、金利関連のデリバティブ取引の実行及び

管理は、社内管理規程に従い、経理部に集中しており

ます。 

また、多額の借入金等は、取締役会の専決事項であ

りますので、それに伴う金利スワップ契約の締結等

は、同時に取締役会で決定されることとなります。 

（４）取引に係るリスクの管理体制 

同左 

 
 

２.取引の時価等に関する事項 
 

前事業年度（平成17年6月30日現在） 
 

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。 

 
 

当事業年度（平成18年6月30日現在） 
 

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。 

 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自平成16年7月1日 至平成17年6月30日） 

 

当社は退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日） 
 

当社は退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）                     繰延税金資産 

未払事業税否認                       2,990千円 税務上の繰越欠損金         105,103千円 

その他有価証券評価差額金           51千円 
  

 商品評価損損金不算入額        25,945千円 

繰延税金資産計                   3,042千円 
  

 貸倒引当金損金算入超過額             11,223千円 

  評価性引当金額                    △142,272千円 

（注）繰延税金資産は、貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。 

流動資産－繰延税金資産      2,990千円 

固定資産－繰延税金資産        51千円 

 

繰越税金資産計               － 千円 

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金         21千円 

繰延税金負債計               21千円 

 

（注）繰延税金負債は、貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。 

固定負債－繰延税金資産 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率             42.1% 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目  5.7% 

住民税均等割              1.2% 

中小法人の税率軽減          △0.6% 

その他                 0.2% 
 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  48.6% 
  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

    課税所得が発生していないため、記載を省略して

おります。 

 

３．税効果会計に係る法定実効税率の変更 

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定

実効税率は、前期42.1%、当期40.7%であり、当期におけ

る法定実効税率の変更により、繰延税金資産の金額が

102千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整

額の金額が同額減少しております。 

 

 

― 

 

 

（持分法損益等） 

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。 

 

当事業年度（自平成17年7月1日 至平成18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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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成16年7月1日 至平成17年6月30日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 氏名 住所 

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 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 田平博志 － － 
当社代表取
締役社長 

(被所有) 
直接27.7 

－ － 
被債務保
証(注)１

1,713,185 － － 

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

社等 

グローバ
ル・ブレ
イン㈱
(注）2 

東京都
千代田区

100,000 
インキュ
ベーション
事業等 

(被所有) 
直接14.7 

なし － 

コンサル
ティング
費用 
(注)3 

1,200 前払費用 105

（注）１．当社の銀行からの借入について、代表取締役社長田平博志が個人として債務保証を行っております。

なお、当社は当該債務保証について、保証料の支払は行っておりません。また、被債務保証について

は、平成17年８月11日迄に解消しております。 

２. 当社取締役の百合本安彦が議決権の100％を直接有しております。 

３. 経営に関する指導料であります。なお、取引金額につきましては、先方から提示された価格に基づき、

交渉により決定しております。 

 

当事業年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
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 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

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

社等 

グローバ
ル・ブレ
イン㈱
(注)1 

東京都
千代田区

100,000 
インキュ
ベーション
事業等 

(被所有) 
直接3.35 

なし － 
コンサル
ティング
費用  

400 － － 

（注）１．議決権の100％を直接保有している百合本安彦は、平成18年４月26日付で当社の取締役を辞任しており

ます。 

２. 経営に関する指導料であります。取引金額につきましては、先方から提示された価格に基づき、交渉

により決定しております。なお、契約は平成17年10月31日付で解消しております。 
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(ストック・オプション等関係) 

当事業年度（自平成17年7月1日 至平成18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 

 第２回 
ストック･オプション 

第３回 
ストック･オプション 

第４回 
ストック･オプション 

付与対象者の区分及び数 取締役５名 従業員15名 従業員11名 従業員15名 

ストック･オプションの数 
(注) 普通株式 5,680株 普通株式 240株 普通株式 208株 

付与日 平成15年６月30日 平成16年３月30日 平成16年９月21日 

権利確定条件 

付与日（平成15年６月30）
以降、権利確定日（平成17
年６月21日）まで継続して
勤務している。 

付与日（平成16年３月30）
以降、権利確定日（平成18
年３月31日）まで継続して
勤務している。 

付与日（平成16年９月21）
以降、権利確定日（平成18
年７月31日）まで継続して
勤務している。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 

自 平成17年６月21日 

至 平成22年６月20日 

ただし、権利確定後退職し

た場合は行使できない。 

自 平成18年３月31日 

至 平成23年３月30日 

ただし、権利確定後退職し

た場合は行使できない。 

自 平成18年７月31日 

至 平成23年７月30日 

ただし、権利確定後退職し

た場合は行使できない。 

（注）1 上記に記載された株式数は、平成17年１月17日付株式分割（株式１株につき４株）及び平成18年２月１日付 

株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換算しております。 

（注）2 「第１回ストック･オプション」に関しましては、平成17年１月25日付ですべて権利行使されております
ので上記に記載しておりません。 

 
 

(２) ストック･オプションの規模及びその変動状況 
当事業年度において存在したストック･オプションを対象とし、ストック･オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 
 

① ストック･オプションの数 

 第２回 
ストック･オプション 

第３回 
ストック･オプション 

第４回 
ストック･オプション 

権利確定前    （株）    

期首 ― ― 208

付与 ― ― ―

失効 ― ― 40

権利確定 ― ― ―

未確定残 ― ― 168

権利確定後    （株） 

期首 5,680 240 ―

権利確定 ― ― ―

権利行使 1,592 128 ―

失効 320 192 ―

未行使残 4,088 112 ―

（注）上記に記載された株式数は、平成17年１月17日付株式分割（株式１株につき４株）及び平成18年２月１日付株

式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換算しております。 
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② 単価情報 

 第２回 
ストック･オプション 

第３回 
ストック･オプション 

第４回 
ストック･オプション 

権利行使価格 （円）（注） 6,250 25,000 38,750

行使時平均株価（円）（注） 148,593 68,566 ―

公正な評価単価 （付与日）（注） ― ― ―

（注）権利行使価格及び行使時平均株価につきましては、平成17年１月17日付株式分割（株式１株につき４株）及び

平成18年２月１日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの価格を記載しております。 

 
 
 
  
（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

 
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 
  

 
１株当たり純資産額 11,729.57円 

１株当たり当期純損失金額 20,063.07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、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 

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、潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損

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 

 

(注) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

 
前事業年度 

(自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                ― 300,687

普通株式に係る純資産額（千円）                ― 300,687

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の主

な内訳（千円） 

               ―                ―

普通株式の発行済株式数（株）                ― 25,973

普通株式の自己株式数（株）                ― 338

１株当たり純資産の算定に用いられた普通

株式の数（株）                ― 25,635
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２. １株当たり当期純利益金額 

 
前事業年度 

(自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日) 

当期純利益（△純損失）（千円） 68,947 △348,114

普通株主に帰属しない金額（千円）                              ―                              ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 68,947 △348,114

普通株式の期中平均株式数（株） 6,334 17,350

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めな

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 

新株予約権3種類（新株予約権の

数4,368個）。 

第２回新株予約権 4,088個 

第３回新株予約権  112個 

第４回新株予約権  168個 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

（上場による新株発行） 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子会社株式取得） 

当社は、平成18年７月10日開催の取締役会の決議に基

づき、平成18年６月６日に締結した「株式会社ジェー

オーテクノロジー（以下、JOT社）の株式取得に関する

基本合意書」に従って、平成18年８月１日付にてJOT社

の80％の株式を取得するとともに、商号を「株式会社

アークステーション（以下、アーク社）」に変更いたし

ました。 

これにより、アーク社の技術基盤と当社テクニカル事

業の営業基盤の融合を図ることによって、半導体・液晶

業界で需要が急拡大している電機、電子、機械、情報、

化学といったハード系の技術者の派遣、請負事業の一括

受注など、大きな相乗効果を実現することができると考

えております。 

 

 

１．子会社株式取得の目的 

  両社の技術基盤と営業基盤を融合させることによる

大きな相乗効果とさらなる成長の実現 

２．子会社の概要 

(1)   商号 

   株式会社アークステーション 

(2) 所在地 

東京都港区浜松町一丁目18番11号 

ATビル浜松町 

(3) 代表者 

代表取締役社長 猪俣敏一 

(4) 資本金 

10,000千円 

(5) 出資比率 

当社 80％ 

(6) 取得金額 

35,200千円 

(7) 業績（平成17年12月31日現在） 

売 上 高  86,000千円 

営 業 利 益   2,000千円 

経 常 利 益   3,000千円 

当期純利益   2,000千円 
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前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第三者割当による新株予約権の発行） 

当社は、平成18年７月25日開催の取締役会において第

三者割当による新株予約権の発行について以下のとおり

決議いたしました。 

なお、平成18年８月11日に払込及び発行は完了してお

ります。 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ノア第５回新株予約権（以下｢本新株予約

権｣という｡） 

２．申込期間 

平成18年８月10日  

３．割当日 

平成18年８月11日  

４．払込期日 

平成18年８月11日  

５．募集の方法 

第三者割当の方法により、本新株予約権をDKR 

SoundShore Oasis Holding Fund, Ltd.に64個及び

CEDAR DKR Holding Fund Ltd.に16個割当てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、

当社普通株式8,000株とする（本新株予約権１個当

たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」とい

う｡）は100株とする｡）。ただし、下記第(2)号乃至

第(4)号により割当株式数が調整される場合には、

本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当

株式数に応じて調整されるものとする。 

(2)当社が第11項の規定に従って行使価額（以下に定義

する｡）の調整を行う場合には、割当株式数は次の

算式により調整される。ただし、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式に

おける調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11

項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とす

る。 

調整前 

割当株式数 × 

調整前 

行使価額 調整後 

割当株式数 
＝

調整後 

行使価額 

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかか

る第11項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整

に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日

と同日とする。 
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前事業年度 
（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後

の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事

由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。た

だし、第11項第(2)号②に定める株式の分割の場合

その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ

を行う。 

７．本新株予約権の総数 

80個 

８．各本新株予約権の払込金額 

金37,500円（本新株予約権の目的である株式１株当

たり375円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金

銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じ

た額とする。 

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株

式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、41,850円とする。  
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５ 生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 
 

   該当事項はありません。 

 

 (2) 受注実績 
 

前事業年度 
(自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日) 

比較増減 

事業部門別 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

半導体プロセス装置 1,673,241 18,854 5,141,394 2,975,970 3,468,152 2,957,115

半導体メトロロジー装置 1,248,148 264,830 2,419,320 857,696 1,171,171 592,866

テクニカル 602,819 11,683 594,306 9,300 △8,512 △2,383

合計 3,524,209 295,368 8,155,020 3,842,966 4,630,811 3,547,597

 (注) 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 
 

前事業年度 
(自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年7月 1日 
至 平成18年6月30日) 

比較増減 

事業部門別 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比

(％) 

半導体プロセス装置 2,079,810 2,184,278 104,467 5.0

半導体メトロロジー装置 1,100,352 1,826,454 726,101 66.0

テクニカル 591,135 596,690 5,554 0.9

合計 3,771,298 4,607,423 836,124 22.2

 (注)1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

前事業年度 当事業年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

ソニーセミコンダクタ九州㈱ ― ― 639,376 13.9

広島エルピーダメモリ㈱ ― ― 471,985 10.2

㈱東芝セミコンダクター社 648,734 17.2 ― ―
 
     

2. ソニーセミコンダクタ九州㈱及び広島エルピーダメモリ㈱の前事業年度の販売高につきましては、前事業年度

の売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

3. ㈱東芝セミコンダクター社の当事業年度の販売高につきましては、当事業年度の売上高の10％未満であるため

記載を省略しております。 

4. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 
６ 役員の異動 

 

   該当事項はありません。 
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