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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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売　上　高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月期 5,885 (89.3) 652 (210.1) 594 (180.1)

17年６月期 3,109 (66.1) 210 (78.1) 212 (80.5)

当期純利益
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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 410 (282.6) 17,986 20 17,190 99 17.0 16.2 10.1

17年６月期 107 (54.3) 11,871 62 － － 11.8 12.2 6.8

（注）①持分法投資損益 18年６月期 －百万円 17年６月期 －百万円

②期中平均株式数 18年６月期 22,829株 17年６月期 9,040株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総　資　産 純　資　産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月期 5,430 3,623 66.7 144,715 61

17年６月期 1,923 1,196 62.2 117,227 95

（注）①期末発行済株式数 18年６月期 25,042株 17年６月期 10,205株

②期末自己株式数 18年６月期 －株 17年６月期 －株

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

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年６月期 △859 △681 1,885 611

17年６月期 △142 △196 401 267

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

百万円 百万円 百万円

中間期 4,000 450 270

通　期 8,850 1,100 700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　13,976円52銭

（注）　当社は平成18年５月11日開催の取締役会の決議により、平成18年６月30日現在の株主に対し平成18年７月１日を

　　　　もって株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、

　　　　当該株式分割後の株式数により算出しております。

３．配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産
配当率 　　中間期末 期　　末 年　　間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
17年６月期 －  －  －  － － －

18年６月期 －  －  －  － － －

19年６月期
（予想） 

－  －  －     

  ※　  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

    んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
      該当事項はありません。

 

２．経営方針
 （１）経営の基本方針

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

       自開発の技術に徹し、市場ニーズのある装置や設備を開発し、あらゆる業界の製造工程の革新を果たしていくこ

       とを経営理念としております。

         当社は、こうした経営理念の実現を、会社としての健全性の維持、法令等の厳格な遵守、環境への配慮等、社

       会の公器としての当然の使命を果たしながら進めていく所存であります。

 

 （２）会社の利益配分に関する基本方針

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

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

       と考えております。

         なお、当事業年度につきましては、当初の方針どおり配当は予定しておりません。

 

 （３）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等

         当社は、株式投資単位の引き下げは、株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から有

       効な施策であると認識しており、必要に応じて見直していくことを基本方針としております。この基本方針に基

       づき平成18年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。今後も当社の株価の動向や

       市場の要請等を勘案して慎重に対処したいと考えております。

 

 （４）目標とする経営指標

         当社は、売上高の伸長と営業利益率の向上を経営目標としております。具体的には独自技術に基づく高付加価

       値製品の開発を積極的に進め、好調な業種・業界への製品投入を推進していくとともに、原価管理の徹底等によ

       り利益率の向上を図ってまいります。財務的には資本の効率的な活用を実現するために、ROEの水準を高めてい

       くことを意識した経営を行ってまいります。

 

 （５）中長期的な会社の経営戦略

　       当社は、３Dアプリケーション事業とファンクションアナライズ事業およびカスタマイズ事業の三つの事業を

       立ち上げてきました。中長期的な経営戦略の第一は、独自技術による事業である３Dアプリケーション事業とファ

       ンクションアナライズ事業の二つの既存事業をより深堀りし、またその対象市場の横展開を図っていくことで

       す。具体的な取り組みとしては、従来製品の高付加価値化、新しい分野での適用用途開発、既存技術をベースと

       した新しい工法開発による市場開拓が挙げられます。

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

       して現在は、シリコンウエハやFPD等の平面基板の生産工程における非接触搬送装置や光源の輝度測定のプロセス

       においての平面輝度測定装置といった新たな装置開発を進めております。また、様々な業種・業界に対応するカ

       スタマイズ事業を、新しい顧客や社会のニーズをキャッチすべくアンテナ事業として引き続き推進してまいりま

       す。

 

 （６）会社の対処すべき課題

　　　　 当社を取り巻く経営環境は、今後も早いスピードで変化することが予想されるなかで、当社は、「新しい価値

       を創造し具現化する企業となること」を目標として、製品開発力の強化を継続し事業展開を図ってまいります。

　　　　 当社が対処すべき当面の課題と取り組みとして次の点があげられます。

 

      ① 製品開発力の強化

           当社は、創造的な技術を開発することによって工業界の製造プロセスを変革する企業として、一層の製品開

         発力の更なる強化を図る方針としております。開発活動は、既存技術の延長線ではなく、新しい技術へ挑戦す

         ることを会社の風土として定着を図るとともに、本年7月に導入しました製造拠点をベースとした事業部制と

         執行役員制度を機能させることにより顧客ニーズへの対応力強化を推進してまいります。
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      ② 人材の確保・活用

           当社は、開発型企業として、技術者の確保は重要課題であると認識しております。高い能力を有する技術者

         の新規採用に取り組むとともに、現在在籍している技術者の技術レベルを向上させるために、人事・教育制度

         等における諸施策を講じてまいります。

 

      ③ 知的財産権の確保 

           当社は、開発した技術の知的財産化も重要な課題と認識しております。専門のチームを設け、知的財産権の

         確保および管理強化を推進してまいります。

 

 （７）親会社等に関する事項

　　　　 当社は、親会社等を有しておりません。

 

 （８）内部管理体制の整備運用状況

　　　　 コーポレートガバナンス報告書に記載しております。

 

 （９）その他、会社の経営上の重要な事項

　　　   重要な事項はありません。

 

３．経営成績及び財政状態
 （１）当事業年度の概況

         当事業年度におけるわが国経済は、原油など素材価格の高騰の不安要素はあったものの、海外経済の拡大や企

       業収益の改善など堅調に推移いたしました。また、雇用環境の改善と個人所得の増加等から個人消費も堅調に推

       移し、景気は全般的に回復基調で推移いたしました。

         当社の主な需要先であります電気機器業界におきましても、デジタル家電の普及等を背景に生産が引き続き堅

       調に推移し、設備投資意欲も強く、当社の受注環境も良好な状態で推移いたしました。

　　　   当社は以前から創造的な独自技術をベースに、従来の工業界の製造プロセスをブレークスルーするような革新

       的な装置開発を行ってきましたが、当事業年度におきましては、当社技術の認知度向上による顧客層の拡大とと

       もに、既存顧客での各種装置の量産化ラインへの組み込みが進展しました。また、これまでに開発した各種装置

       の全自動化製造ラインへの拡張やFPD関連搬送装置の大規模化等もあり、順調に販売を伸長させることができまし

       た。一方生産面では、原価管理の徹底を図るとともに、各種装置の一層の付加価値向上を狙いとした研究開発や

       品質管理強化に取り組んでまいりました。

　　　   この結果、当事業年度の売上高は5,885百万円（前期比89.3%増）となり、損益面では営業利益652百万円（前期

       比210.1%増）、経常利益594百万円（前期比180.1%増）、当期純利益410百万円（前期比282.6%増）となりまし

　　　 た。

 

 （２）財政状態

　　　①当事業年度の資産、負債、純資産の状況

　　      資産につきましては、主に事業拡大による売上および受注の増加を反映して受取手形が392百万円・売掛金が

        293百万円・仕掛品が1,791百万円それぞれ増加したことと、見附新工場建設のための用地取得により土地が224

        百万円増加したこと等により、前事業年度末と比較し3,506百万円増加し、5,430百万円となりました。

　　      負債につきましては、主に事業拡大による仕入増加を反映して買掛金が769百万円増加したことや、前受金が

        228百万円増加したこと等により、前事業年度末と比較し1,079百万円増加し、1,806百万円となりました。

　　      純資産につきましては、増資等により資本金が826百万円・資本剰余金が1,190百万円それぞれ増加したこと

        と、当期純利益410百万円により、前事業年度末の資本の部と比較し2,427百万円増加し、3,623百万円となりま

        した。

 

      ②当事業年度のキャッシュ・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、前事業年度末に比べ344百万円増加し

　　　　当事業年度末には611百万円となりました。これは主にジャスダック証券取引所への上場に伴う公募増資による

　　　　資金の増加があったことによるものであります。

　　      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）

　　        当事業年度において営業活動の結果使用した資金は859百万円となりました。

          これは主に、税引前当期純利益の計上694百万円、減価償却費の計上141百万円、売上債権の増加による支出
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          685百万円、たな卸資産の増加による支出1,832百万円、仕入債務の増加による支出減769百万円、前受金の増

　　　　　加による支出減229百万円等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）

　　        当事業年度において投資活動による資金の減少は681百万円となりました。

            これは主に、投資有価証券の取得による支出60百万円、有形固定資産の取得による支出617百万円等により

　　　　　資金が減少したことによるものであります。

　      （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　        当事業年度において財務活動による資金の増加は1,885百万円となりました。

　　　　    これは、株式の発行による資金の増加1,999百万円、短期借入金の減少60百万円、長期借入金の借入による

　　　　　50百万円の増加および長期借入金の返済による資金の減少103百万円によるものであります。

　　　

          当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成17年６月期 平成18年６月期

自己資本比率（％） 62.2 66.7

時価ベース自己資本比率（％） － 653.9

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
－ －

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま　

　す。

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

　シュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

※平成17年６月期、平成18年６月期の債務償却年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フロ

　ーがマイナスのため記載しておりません。

 

 （３）事業等のリスク

　　　   以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま

       す。当社は、これらのリスク発生の可能性を十分認識した上で、発生の予防・回避および発生した場合の対応に

       努める方針でありますが、文中における記載のうち将来に関する事項は、当事業年度末日（平成18年6月30日）現

       在に認識できる範囲内において当社が判断したものであり、多分に不確定な要素を有するものであるため、実際

       に発生する事象とそれらがもたらす結果とは異なる場合があります。

　　　   また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクすべてを網羅するものではありません。

 

       ①開発型企業として開発重視の事業展開について

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

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

         に必ずしもつながるものではなく、またユーザーから支持される新製品、新技術につながるものであるという 

         保証もありません。

　　　　   当社は、ユーザーニーズに対して最先端かつ高度の技術力を提供し、「新しい価値を創造し具現化する企業

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

         い場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 　　  ②当社の事業の基礎となる技術と当社製品のユーザーについて

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

         した「３Dアプリケーションの技術」および「特殊機能分析の技術」を基礎として開発・製造された製品を国内

         および海外のユーザーに販売しております。これらの技術は、幅広い分野で活用可能なものであり、その用途

         も今後拡大していくものと期待しております。
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　　　　   しかしながら、現時点において当社の主力製品はおもに電子部品・デバイス業界に属するユーザー向けの製

         造・制御装置および検査装置となっており、当該業界の設備投資の動向によっては、当社の経営成績に影響を

         及ぼす可能性があります。

　　　　   また、当社製品は従来の技術により開発・製造された他社製品に代替するものとしてユーザーに導入されて

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

         す。

 

       ③技術者の確保について

　　　　   当社が、技術的優位性を維持し事業推進していくためには、現在在籍している技術者の技術レベルを向上さ

         せるとともに、高い能力を有する技術者を採用していくことが重要であります。今後、当社が想定する技術レ

         ベルに達する人員を確保できない場合、または優秀な技術者の流出が生じた場合には、当社の事業および経営

         成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

       ④生産体制について

　　　　   当社では、製造工程の一部を積極的に協力外注先へ外注しており、当事業年度の総製造費用に占める外注加

         工費の割合は79.8％と高くなっております。協力外注先とは、良好な継続的な取引関係を維持しております

　　　　 が、何らかの事情によって協力外注先との取引に支障をきたすこととなった場合には、当社の事業および経営

　　　　 成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

       ⑤知的財産権について

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

         複数の特許権を出願しております。これらの登録済または出願中の特許権は、事業遂行に当たり、競合他社等

         から当社の知的財産権を保護するために必要不可欠なものであります。当社は、製品開発にあたって、今後新 

         たに研究開発をおこなったものについて特許権等の知的財産権を出願していく方針でありますが、当社が出願

         する特許権等の知的財産権の全てが登録される保証はありません。当社が知的財産権を十分に保全できない場

         合には、当社の事業および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

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

         分野における知的財産権の現状を完全に把握することは困難であります。万が一当社が第三者の知的財産権を

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

         影響を及ぼす可能性があります。

 

       ⑥会社組織について

　　　　   当社は、平成18年6月30日現在、従業員89名と比較的小規模であり、社内組織体制もこのような規模に応じた

　　　　 ものとなっております。

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

         ともに、管理業務の組織的な効率化を図り、安定的な業務推進と生産性の向上を重要な課題と認識しておりま

         すが、当社の想定以上の急激な業務拡大が生じた場合、既存従業員の育成、人員増強等が順調に進まなかった

         場合には、当社の事業拡大および事業運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

 　　　⑦売掛債権について

　　　　　 当社のカスタマイズ事業は、ユーザーからの要求に応じて、製品ごとに開発・製造することから、受注から

         納品までの期間の長いもので6ヶ月を超える場合があります。３Dアプリケーション事業、ファンクションアナ

         ライズ事業におきましても、ユーザーの要求する仕様によりある程度のカスタマイズが必要となり、受注から

         納品まで時間がかかること、売上はユーザーによる検収後に計上することから、受注から売上計上まで長いも

         ので3ヶ月を超える場合があります。また、検収後ユーザーに対する売掛債権の回収までに要する期間も、通常

         1ヶ月から6ヶ月程度かかります。

　　　　   受注から売掛債権の回収までが長期となっている一方で仕入債務の支払いは経常的に発生することから、た

         な卸資産の状況、製品の検収の状況により、当社の財政状態およびキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性

         があります。

　　　　   また、当社はユーザーに対する与信管理の徹底を図っておりますが、受注から売掛債権の回収までの間に

         ユーザーの倒産等の事態が発生した場合、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

       ⑧自然災害、事故にかかるリスクについて

　　　　   当社は、新潟県および長野県の2県に2工場を設置し、東京都に東京支社を設置しております。また今年9月稼
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         動の予定で新潟県に新工場を建設しております。各拠点において、地震、台風または火山活動等の自然災害

         や、事故、火災、テロ等により、生産の停止、設備の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生した

         場合には、各拠点の機能が低下し当社の事業活動に支障が生じる可能性があり、経営成績および財政状態に影

         響を及ぼす可能性があります。

 

       ⑨その他

　　　   新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　　　　   当社は、過去に旧商法第280条の20および旧商法第280条の21に基づくストックオプションの付与および発行

         に関する株主総会決議を行っております。今後も役員および従業員に対するインセンティブプランとして新株

         予約権を発行する可能性があります。現在付与されている新株予約権または今後付与される新株予約権が行使

         された場合、株式価値の希薄化が起こり、当社株価に影響が出る可能性があります。

           なお、平成18年8月25日付「取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」お

         よび同日付「執行役員および従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」で

         開示のとおり、平成18年9月28日開催予定の第11回定時株主総会にストックオプションとして新株予約権を発行

         することについて付議する予定であります。

 

 （４）次期の業績見通し

         今後の見通しにつきましては、原油価格の高騰など一部不透明な材料があるものの、引き続き景気の緩やかな

       回復が期待され、国内企業の活発な設備投資、開発意欲は持続傾向にあると思われます。

         このような環境下、当社といたしましては、各種既存装置への需要の増加を新潟県見附市の新工場稼動等によ

       り対応するとともに、３Dアプリケーション技術を展開した新たな装置開発・受注の開始や大容量コンデンサ向け

       電気特性検査機種の拡充、低輝度向け輝度測定装置など新製品の投入を推進してまいります。一方製造面では、

       拠点をベースにした事業部制の導入等により、原価管理など採算意識の徹底による生産性の向上や品質管理の強

       化を図ってまいります。また、事業拡大のための人材確保と社員教育を強化してまいります。

         このような事業展開を積極的に行うことにより、売上高8,850百万円、経常利益1,100百万円、当期純利益700百

       万円を見込んでおります。

　　　（注）本業績予想は、現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。予想には様々な不確定要素

            が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

 

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
 　     平成17年12月14日のジャスダック証券取引所上場に際し実施した平成17年12月13日を払込期日とした時価発行公

      募増資（調達額1,785,600千円）およびオーバーアロットメントによる売り出しに関連して平成18年１月16日を払

　　　込期日とした第三者割当増資（調達額223,200千円）の資金使途計画および充当実績は、次のとおりであります。

      ①資金使途計画

        　調達資金は、見附工場取得のための設備資金および当該工場取得のための長短借入金の返済に充当し、残額は

　　　　運転資金に充当する予定であります。

　　　②資金充当実績

       　当期末までの実績は、見附工場取得のための短期借入金の返済150,000千円および長期借入金の返済53,620千円

     　の実施等概ね計画どおりに進行中であります。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 ※1,5  288,964   623,634  334,669

２　受取手形   84,270   476,554  392,283

３　売掛金   654,029   947,126  293,097

４　原材料   12,638   49,712  37,074

５　仕掛品   240,016   2,031,789  1,791,773

６　前渡金   192   －  △192

７　前払費用   6,700   8,212  1,511

８　未収入金   611   45,097  44,486

９　未収消費税等   －   52,152  52,152

10　繰延税金資産   5,300   19,506  14,206

11　その他   291   1,477  1,185

貸倒引当金   △2,300   △5,000  △2,700

流動資産合計   1,290,715 67.1  4,250,263 78.3 2,959,548

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 ※１ 286,266   307,393    

減価償却累計額  53,617 232,649  76,661 230,731  △1,918

(2）構築物  35,696   35,696    

減価償却累計額  5,893 29,803  7,831 27,865  △1,938

(3）機械及び装置  216,443   469,977    

減価償却累計額  36,197 180,246  139,889 330,088  149,841

(4）車両及び運搬具  2,955   3,555    

減価償却累計額  2,657 298  3,118 436  138

(5）工具器具及び備品  17,835   25,319    

減価償却累計額  12,003 5,832  16,500 8,818  2,985

(6）土地 ※１  123,453   347,538  224,085

(7）建設仮勘定   30,116   140,944  110,828

有形固定資産合計   602,399 31.3  1,086,423 20.0 484,023
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２　無形固定資産         

(1）特許権   13,591   11,527  △2,064

(2）ソフトウエア   11,866   17,521  5,655

(3）電話加入権   387   －  △387

(4) その他   －   595  595

無形固定資産合計   25,846 1.4  29,645 0.5 3,798

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   －   60,000  60,000

(2）出資金   6   6  －

(3）長期前払費用   395   634  239

(4）繰延税金資産   2,600   －  △2,600

(5）その他   1,524   3,467  1,943

投資その他の資産
合計

  4,526 0.2  64,108 1.2 59,582

固定資産合計   632,772 32.9  1,180,177 21.7 547,404

資産合計   1,923,487 100.0  5,430,440 100.0 3,506,953
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 ※５  308,600   1,077,997  769,397

２　短期借入金   60,000   －  △60,000

３　一年以内返済予定の
長期借入金

※１  55,300   49,700  △5,600

４　未払金   30,141   38,209  8,067

５　未払費用   9,022   17,252  8,230

６　未払法人税等   69,375   224,596  155,220

７　未払消費税等   7,128   －  △7,128

８　前受金   1,117   229,416  228,298

９　預り金   14,194   3,138  △11,056

流動負債合計   554,881 28.8  1,640,311 30.2 1,085,430

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１  165,983   117,963  △48,020

２　役員退職慰労引当金   6,312   12,996  6,684

３　繰延税金負債   －   35,202  35,202

固定負債合計   172,295 9.0  166,161 3.1 △6,133

負債合計   727,176 37.8  1,806,472 33.3 1,079,296

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  504,529 26.2  － － △504,529

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  459,228   －    

資本剰余金合計   459,228 23.9  － － △459,228

Ⅲ　利益剰余金         

当期未処分利益  232,552   －    

利益剰余金合計   232,552 12.1  － － △232,552

資本合計   1,196,311 62.2  － － △1,196,311

負債及び資本合計   1,923,487 100.0  － － △1,923,487
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

 （純資産の部）         

 Ⅰ株主資本  
 
 

      

１　資本金   － －  1,331,029 24.5 1,331,029

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  －   1,649,778    

資本剰余金合計   － －  1,649,778 30.4 1,649,778

３　利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  －   59,615    

繰越利益剰余金  －   583,544    

利益剰余金合計   － －  643,159 11.8 643,159

株主資本合計   － －  3,623,968 66.7 3,623,968

純資産合計   － －  3,623,968 66.7 3,623,968

負債・純資産合計   － －  5,430,440 100.0 5,430,440
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   3,109,763 100.0  5,885,618 100.0 2,775,855

Ⅱ　売上原価         

１　当期製品製造原価   2,550,350 82.0  4,728,269 80.3 2,177,918

売上総利益   559,413 18.0  1,157,349 19.7 597,936

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  49,760   57,460    

２　給与手当  43,315   101,612    

３　法定福利費  11,815   16,243    

４　役員退職慰労引当金繰
入額

 5,938   7,082    

５　旅費交通費  10,604   14,234    

６　減価償却費  1,661   5,293    

７　租税公課  4,740   14,869    

８　支払手数料  18,019   20,328    

９　貸倒引当金繰入額  300   2,700    

10　研究開発費 ※１ 154,256   186,483    

11　雑費  48,420 348,830 11.2 78,128 504,437 8.6 155,607

営業利益   210,582 6.8  652,911 11.1 442,329

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  9   8    

２　為替差益  507   －    

３　助成金収入  8,152   2,415    

４　仕入割引  2,134   3,558    

５　業務受託収入  －   1,200    

６　その他  3,786 14,590 0.5 2,021 9,203 0.2 △5,386
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  3,946   2,854    

２　新株発行費  2,959   17,475    

３　支払手数料  5,348   10,469    

４　株式公開費用  －   34,948    

５　その他  799 13,053 0.4 2,257 68,005 1.2 54,952

経常利益   212,119 6.8  594,109 10.1 381,990

Ⅵ　特別利益         

１　助成金収入  － －  100,093 100,093 1.7 100,093

Ⅶ　特別損失         

１　投資有価証券権利放棄
損

※２ 21,000 21,000 0.7 － － － △21,000

税引前当期純利益   191,119 6.1  694,202 11.8 503,083

法人税、住民税及び事
業税

 88,500   260,000    

法人税等調整額  △4,700 83,800 2.7 23,595 283,595 4.8 199,795

当期純利益   107,319 3.5  410,606 7.0 303,287

前期繰越利益   125,233   －   

当期未処分利益   232,552   －   
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製造原価明細書

  
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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  753,227 25.5 873,168 12.9 119,940

Ⅱ　労務費  180,288 6.1 228,773 3.4 48,485

Ⅲ　経費 ※１ 2,023,681 68.4 5,659,205 83.7 3,635,523

当期総製造費用  2,957,196 100.0 6,761,146 100.0 3,803,949

期首仕掛品たな卸高  16,642  240,016   

合計  2,973,839  7,001,163   

期末仕掛品たな卸高  240,016  2,031,789   

他勘定振替高 ※２ 183,473  241,103   

当期製品製造原価  2,550,350  4,728,269   

原価計算の方法

　原価計算の方法は、実際個別原価計算を用いております。

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

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）

外注加工費（千円） 1,833,705 5,398,196

減価償却費（千円） 54,190 129,452

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

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）

建設仮勘定（千円） 30,116 104,501

研究開発費（千円） 153,356 136,602

合計（千円） 183,473 241,103
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(3）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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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  191,119 694,202 503,083

減価償却費  57,916 141,164 83,248

新株発行費  － 17,475 17,475

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

 5,938 6,684 746

貸倒引当金の増減額（減少：△）  300 2,700 2,400

受取利息及び受取配当金  △9 △8 1

支払利息  3,946 2,854 △1,091

投資有価証券権利放棄損  21,000 － △21,000

為替差損益（差益：△）  － 289 289

売上債権の増減額（増加：△）  34,876 △685,380 △720,257

たな卸資産の増減額（増加：△）  △214,788 △1,832,789 △1,618,000

未収消費税等の増減額（増加：△）  5,874 △52,152 △58,026

仕入債務の増減額（減少：△）  △192,101 769,397 961,498

仮受金の増減額（減少：△）  △24,167 － 24,167

前受金の増減額（減少：△）  － 229,416 229,416

未払消費税等の増減額（減少：△）  7,128 △7,128 △14,256

未払金の増減額（減少：△）  3,252 8,067 4,815

未払費用の増減額（減少：△）  2,016 8,230 6,213

預り金の増減額（減少：△）  13,782 △11,056 △24,838

その他  315 △26,503 △26,818

小計  △83,599 △734,534 △650,934

利息及び配当金の受取額  9 8 △1

利息の支払額  △3,791 △2,758 1,032

法人税等の支払額  △55,387 △122,539 △67,152

営業活動によるキャッシュ・フロー  △142,769 △859,824 △717,055

     

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 △2 △0

定期預金の払戻による収入  － 10,000 10,000

投資有価証券の取得による支出  △8,500 △60,000 △51,500

有形固定資産の取得による支出  △185,304 △617,656 △432,352

無形固定資産の取得による支出  △1,869 △11,189 △9,320

その他  △517 △2,324 △1,806

投資活動によるキャッシュ・フロー  △196,193 △681,172 △484,978
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  60,000 △60,000 △120,000

長期借入金の借入れによる収入  110,000 50,000 △60,000

長期借入金の返済による支出  △228,982 △103,620 125,362

株式の発行による収入  460,958 1,999,574 1,538,615

財務活動によるキャッシュ・フロー  401,976 1,885,954 1,483,977

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － △289 △289

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  63,013 344,667 281,653

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  204,239 267,252 63,013

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 267,252 611,920 344,667
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(4）利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年９月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   232,552

Ⅱ　次期繰越利益   232,552

    

 

(5）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）

（単位：千円)  

株主資本

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計

資本準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

固定資産

 圧縮積立金
繰越利益剰余金

前期末残高 504,529 459,228 － 232,552 232,552 1,196,311 1,196,311

当期変動額

公募増資による

新株の発行
731,000 1,054,600 － － － 1,785,600 1,785,600

第三者割当による

新株の発行
91,375 131,825 － － － 223,200 223,200

新株予約権の行使

による新株の発行 
4,125 4,125 － － － 8,250 8,250

固定資産圧縮積立金の積立 － － 59,615 △59,615 － － －

当期純利益 － － － 410,606 410,606 410,606 410,606

当期変動額合計 826,500 1,190,550 59,615 350,991 410,606 2,427,656 2,427,656

当期末残高 1,331,029 1,649,778 59,615 583,544 643,159 3,623,968 3,623,968
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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およ

び評価方法

－ その他有価証券

　時価のないもの

 　移動平均法による原価法

２　たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

(1）原材料

　移動平均法による原価法

(1）原材料

同左

(2）仕掛品

　個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

(1）有形固定資産

同左

　主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物　　　　７年～40年

工具器具及び備品　　　３年～12年

 

 

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

　また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、法人

税法の規定に基づく３年均等償却をおこ

なっています。

 

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

 

４　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処理しておりま

す。

新株発行費

同左

５　外貨建の資産および負債

の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

６　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

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(2）役員退職慰労引当金

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　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

９　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等は税抜方式により処理しており

ます。

消費税等の会計処理

同左

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))および「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）

　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」(企業会計基準第５号　平成17年12月９日)お

よび「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」(企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は3,623,968千円

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。
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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）

（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました固定資産除却損

（当期末残高95千円）は、営業外費用の合計額の100分の

10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表

示することにしました。

（貸借対照表）

　前事業年度まで区分掲記しておりました電話加入権(当

事業年度末残高387千円)は、金額的重要性が乏しくなった

ため、無形固定資産の「その他」に含めて表示することに

しました。

（キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加

額」は、前事業年度は「その他」に表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前事業年度「その他」に含まれている「預り金の

増加額」は104千円であります。

　営業活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産除

却損」は、当事業年度において、金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めております。

　なお、当事業年度の「その他」に含まれている「有形固

定資産除却損」は95千円であります。

 

 

 

 

 

追加情報

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）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については販売費及び一般管理費に計上しております。こ

の結果、販売費及び一般管理費が3,900千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が3,900千円減少し

ております。

－

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　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 110,027千円

土地 123,453千円

現金及び預金 10,000千円

計 243,481千円

建物 114,598千円

土地 123,453千円

計 238,051千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定長期借入金 38,200千円

長期借入金 123,600千円

計 161,800千円

一年以内返済予定長期借入金 23,200千円

長期借入金 55,400千円

計 78,600千円
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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）

※２　授権株式数および発行済株式総数 ※２　                    －

授権株式数 普通株式 100,000株

発行済株式総数 普通株式 10,205株

 

３　受取手形裏書高 142,509千円 ３　受取手形裏書高 293,608千円

４　受取手形割引高 85,100千円 ４　 －

※５　主な外貨建資産および負債 ※５　主な外貨建資産および負債

現金及び預金 1,279千円 (11,569.05米ドル)

買掛金 1,851千円 (16,733.00米ドル)

現金及び預金 1,335千円 (11,590.69米ドル)

買掛金 2,713千円 (23,544.63米ドル)

６　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため取

引銀行３行と当座貸越契約および貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基づく当該事

業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

６　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため取

引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当該事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。　　　　　　　　　　

当座貸越極度額および貸出 当座貸越極度額および貸出

コミットメントの総額 600,000千円

借入実行残高 60,000千円

差引額 540,000千円

当座貸越限度額の総額 800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円

当事業年度における発行済株式数の増加の内容

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円)

平成17年８月27日 株式分割（１：２） 10,205 － －

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

平成18年１月16日 第三者割当 500 480,000 182,750

平成18年６月30日 新株予約権の行使 132 62,500 31,250

 

（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　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費は、154,256千円

であります。

※１　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費は、186,483千円

であります。

※２　投資有価証券権利放棄損は、当社発行の新株予約権

を有償で取得した後、権利放棄をしたことによるもの

であります。

※２　　　　　　　　　　－　　

－ 20 －



（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）

※　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

※　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） （平成18年６月30日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 288,964

預入期間が３か月を超える定期預金 △21,712

現金及び現金同等物 267,252

現金及び預金勘定 623,634 

預入期間が３か月を超える定期預金 △11,714 

現金及び現金同等物 611,920 

（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）

　  発行済株式の種類および総数に関する事項

（単位：株）

株式の種類
前事業年度末
株　 式　 数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株 　式　 数

発行済株式     

　　普通株式 10,205 14,837 － 25,042

　　　合計 10,205 14,837 － 25,042

（注）普通株式の発行済株式総数の増加14,837株のうち、平成17年７月23日開催の取締役会決議により、平成17年８月

27日をもって、普通株式１株を２株に分割したことによる増加が10,205株、公募増資による増加が4,000株、第三

者割当による増加が500株、新株予約権の権利行使による増加が132株であります。

 

（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

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定によ

り記載を省略しております。

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

同左

（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容

内容
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）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）
－ 60,000

（デリバティブ取引関係）

  前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）および当事業年度（自　平成17年７月１日　至

　平成18年６月30日）のいずれにおいても、当社はデリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事

項はありません。
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（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）および当事業年度（自　平成17年７月１日　至　

平成18年６月30日）のいずれにおいても該当事項はありません。

（税効果会計関係）

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　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産およ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 ①流動資産

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 2,600千円

未払事業税 5,300千円

繰延税金資産計 7,900千円

未払事業税 18,293千円

その他 1,213千円

繰延税金資産合計 19,506千円

繰延税金資産の純額 19,506千円

※　当事業年度における繰延税金資産は、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」 5,300千円

固定資産「繰延税金資産」 2,600千円

②固定負債

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 40,477千円

繰延税金負債合計 40,477千円

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 5,255千円

その他 19千円

繰延税金資産合計 5,275千円

繰延税金負債の純額 35,202千円

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.44

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.50

試験研究費の特別控除 △3.04

留保金課税による差異 3.52

住民税均等割等 0.55

その他 0.87

税効果会計適用後の法人税率等の負担率 43.84

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、

注記を省略しております。

  

（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）および当事業年度（自　平成17年７月１日　至　

平成18年６月30日）のいずれにおいても関連会社が存在しないため該当事項はありません。

（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）および当事業年度（自　平成17年７月１日　至　

平成18年６月30日）のいずれにおいても関連当事者との取引が存在しないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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 117,227.95円

１株当たり当期純利益金額 11,871.62円

１株当たり純資産額 144,715.61円

１株当たり当期純利益金額 17,986.20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

であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が

把握できませんので記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 17,190.99円　

 　当社は、平成17年８月27日付で株式１株につき２株の割

合をもって分割しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報は、以下のとおりとなりま

す。

 １株当たり純資産額 58,613.98円

１株当たり当期純利益金額 5,935.15円

  

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 

 
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株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 107,319 410,606

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 107,319 410,606

 期中平均株式数（株） 9,040 22,829

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（千円） － －

 普通株式増加数（株） － 1,056

 （うち新株予約権） (－)  (1,056)  

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１種類（新株予約権の数

244個）

 

－

 １株当たり指標遡及修正値

 　決算短信に記載されている１株当たり指標を平成18年６月期の数値を100として、これまでに実施した株式分割等に伴

う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

 

 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期

 １株当たり当期純利益（円） 4,300.11 5,935.15  17,986.20

 １株当たり配当金（円） － － －

 １株当たり株主資本（円） 36,873.72 58,613.98 144,715.61

 　（注）　平成18年６月期に株式分割を実施

 　　　　　効力発生日　平成17年８月27日に１：２の株式分割
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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）

１．平成17年８月30日開催の臨時株主総会および平成17年

８月30日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年８月

30日付で当社取締役および従業員に対して、商法第280条

ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権の付与

（ストックオプション）を致しております。

１．平成18年５月11日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。

①　平成18年７月１日付をもって普通株式１株につき

２株に分割しております。

②　分割方法

  その内容は下記のとおりであります。

　(1)新株予約権の数（個)　　　　 　　    180個

　(2)新株予約権の目的となる株式の種類    普通株式

　(3)新株予約権の目的となる株式の数(株)  180株

     当社が株式分割または株式併合をおこなう場合に

   は、新株式の目的となる株式の数を調整するものとす

   る。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点

   で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

   についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端

   数については、これを切捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

   当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株

 予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは

 吸収分割をおこなう場合、当社は必要と認める株式数の調

 整をおこなうことができるものとします。各新株予約権の

 発行価額は無償で発行するものとします。

　(4)新株予約権の行使時の払込金額(円)

　　　　　　　　 　　　１株当たり200,000円

　   当社が株式分割または株式併合をおこなう場合、そ

    れぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込価

    額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り

    上げるものとします。

調整後払込価額  ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

　また、会社が時価を下回る価額で新株式を発行（新株予約

権および新株引受権の行使によるものを除く。）または自己

株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライ

ス方式）により払込価額を調整し、１円未満の端数は切り上

げるものとします。

調整後払込

価額 
＝ 

既発行株式数 × 調整前払込価額
＋

 
新発行株式数 × 

１株当たり払

込金額 

 既発行株式数 
＋

 
新発行株式数  

　なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の

発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「発行済株

式数」を「処分する株式数」に読替えるものとする。

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件

新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割をおこなう場合、当社は必要と認める払込価額の

調整をおこなうことができることとします。

　平成18年６月30日を基準日として株主の所有株式

数を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たりの情報および当期首に行

われたと仮定した場合の当期における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額
29,306.99円

１株当たり純資産額
72,357.80円

１株当たり当期純利益金
額

2,967.41円

１株当たり当期純利益金
額

8,992.70円

　なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金
額については、当社株式
は非上場であり、かつ店
頭登録もしていないため、
期中平均株価が把握でき
ませんので記載しており
ません。

 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

 8,595.14円

２．当社は、平成18年８月25日開催の取締役会において、

　松本市新松本臨空産業団地分譲企業選考委員会の審査に

　よる承認を得ることを前提に、下記のとおり固定資産の

　取得の計画を決議いたしました。

　　土地及び建物：

　　　　　所 在 地：松本市大字神林字小坂道7107番地35

　　　　　敷地面積：8,038.95㎡

          建物構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

          延床面積：2,628.80㎡

          現　　況：新松本臨空産業団地内の工場

          取得価額：約315百万円

　　      取得予定日：平成18年10月中　
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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）

　(5)新株予約権の行使期間

　　　　　　　　平成20年１月７日から

　　　　　　　　平成25年６月30日まで

　(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

　　     発行価格及び資本組入額（円）

　　　　　　　　発行価格 　　　200,000

　　　　　　　　資本組入額　　 100,000

  (7)新株予約権行使の条件（払込価額、行使期間は除く）

　① 被割当者は、権利行使時においても会社および会社

　　 の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員であ

     ること。

　② １年間に権利行使できる新株予約権の個数は、以下の

     とおりとする。

　（ａ）平成20年1月7日から平成23年6月30日まで

        上記期間において１年間に権利行使できる新株予

      約権の個数は、当初割当個数の３分の１を上限とす

      る。ただし、新株予約権の行使個数に1個未満の端数

      が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。

　（ｂ）平成23年7月1日から平成24年6月30日まで

        上記期間において１年間に権利行使できる新株予

      約権の個数は、当初割当個数の２分の１を上限とす

      る。ただし、新株予約権の行使個数に1個未満の端数

      が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。

　（ｃ）平成24年7月1日から平成25年6月30日まで

        上記期間において１年間に権利行使できる新株予

      約権の個数は、当初割当個数を上限とする。

　③ 被割当者が死亡した場合は、相続を認めないものと

     する。

　(8)新株予約権の譲渡に関する事項

　   新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する　

　   ものとします。 

 

 

２．平成17年７月23日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。
 

①　平成17年８月27日付をもって普通株式１株につき２

株に分割しております。
 

②　分割方法  

　平成17年８月27日最終の株主名簿に記載された株主

の所有株式数を、１株につき２株の割合をもって分割

しております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たりの情報および当期首に行われ

たと仮定した場合の当期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

 

－ 25 －



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）

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額
36,873.72円

１株当たり純資産額
58,613.98円

１株当たり当期純利益金
額

4,300.11円

１株当たり当期純利益金
額

5,935.15円

　なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金
額については、当社株式
は非上場であり、かつ店
頭登録もしていないため、
期中平均株価が把握でき
ませんので記載しており
ません。

　なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金
額については、当社株式
は非上場であり、かつ店
頭登録もしていないため、
期中平均株価が把握でき
ませんので記載しており
ません。

 

 

 

６．生産、受注及び販売の状況
 

(1)　生産実績

　　当事業年度における生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分
当事業年度

（自　平成17年７月１日
   至　平成18年６月30日)

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション事業（千円） 2,803,096 181.2

ファンクションアナライズ事業（千円） 1,944,904 269.2

カスタマイズ事業（千円） 1,137,618 135.4

合計（千円） 5,885,618 189.3

　（注）１．金額は、販売価格によっております

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません

 (2)　受注実績

　　　当事業年度における受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

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

３Ｄアプリケーション事業 3,860,524 232.2 1,297,432 540.6

ファンクションアナライズ事業 2,806,728 314.1 1,127,828 424.0

カスタマイズ事業 1,933,460 216.9 991,844 506.0

合計 8,600,712 249.5 3,417,104 486.7

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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 (3)　販売実績

 　　当事業年度における販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分
当事業年度

（自　平成17年７月１日
   至　平成18年６月30日)

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション事業（千円） 2,803,096 181.2

ファンクションアナライズ事業（千円） 1,944,904 269.2

カスタマイズ事業（千円） 1,137,618 135.4

合計（千円） 5,885,618 189.3

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

 

７．役員の異動
 (１）代表者の異動

　　　該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動(平成18年9月28日付予定)

      ① 新任取締役候補

　　　　　　　取締役　　白勢　紘也（現　当社監査役）

　　　　　　　なお、白勢紘也氏は社外取締役候補者であります。

      ② 新任監査役候補

　　　（常勤）監査役　　高橋　春男

　　　　　　　監査役　　五十嵐　良弘

              なお、高橋春男、五十嵐良弘の両氏は社外監査役候補者であります。

      ③ 退任予定監査役

　　　（常勤）監査役　　酒井　政一

　　　　　　　監査役　　白勢　紘也（当社取締役　就任予定）

 

（注）上記の役員の異動につきましては、平成18年８月25日付「取締役および監査役候補に関するお知らせ」として開示

　　　しております。

　　　また、平成18年７月１日付の役員の異動につきましては、平成18年６月28日付「組織変更および人事異動に関する

　　　お知らせ」として開示しております。
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