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平成19年６月期        中間決算短信(非連結)  

平成19年２月14日 

上場会社名 株式会社ノア  上場取引所 名証セントレックス

コード番号 ３３８３  本社所在都道府県 東京都 
 

(URL http://www.noah-corp.com) 
 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 田平 博志 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 島田 零三 
  TEL (03) 5423－6711   
 
決算取締役会開催日 平成19年２月14日 中間配当制度の有無 有 
 
中間配当支払開始日 ― 単元株制度採用の有無 無 
  
 
1. 平成18年12月中間期の業績（平成18年７月1日～平成18年12月31日） 
(1) 経営成績                                                  (百万円未満切捨) 

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

 18年12月中間期 5,406 (195.8) 119 ( － ) 50 ( － ) 

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

 18年６月期 4,607  △264  △360  

 

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

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

 18年12月中間期 62 ( － ) 2,430 89 2,096 60 

 17年12月中間期 △254 ( － ) △30,530 11 － － 

 18年６月期 △348  △20,063 07 － － 
 
(注) ① 持分法投資損益 18年12月中間期 －百万円 17年12月中間期 －百万円  18年６月期 －百万円

 ② 期中平均株式数 18年12月中間期 25,664株 17年12月中間期 8,326株  18年６月期 17,350株

 ③ 会計処理の方法の変更 無 

 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益（△損失）におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率。 

 
(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 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

 18年12月中間期 6,674 365 5.4 14,120 86 

 17年12月中間期 3,259 115 3.5 12,848 21 

 18年６月期 3,964 300 7.6 11,729 57 
 
(注) ① 期末発行済株式数 18年12月中間期 26,029株 17年12月中間期 9,144株 18年６月期 25,973株

 ② 期末自己株式数 18年12月中間期 338株 17年12月中間期 169株 18年６月期 338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 
 百万円 百万円 百万円 百万円

 18年12月中間期 423 △50 △488 588 

 17年12月中間期 △577 3 872 883 

 18年６月期 △981 △10 1,112 705 

 
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 

通 期 9,879 48 42  

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 1,650円97銭 
※１株当たり予想当期純利益は、当中間期末の発行済株式数から当中間期末の自己株式数を除い

た25,691株により算出しております。 
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3. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

18年６月期 ― ― ― ― ― ― 

19年６月期(実績) ― ― ― ― ― 

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９～10頁をご参照ください。 
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１ 企業集団の状況 

 事業の内容 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、①半導体製造装置メーカーとの代理店契約（平成18年12月現

在海外７件、国内４件）※ に基づいた新品装置の販売、②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、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。 

 

※ Advanced Dicing Technologies Ltd.、Imago Scientific Instruments Inc.、ReVera Inc.、Xradia,Inc.、

Credence Systems Corporation、March Plasma Systems,Inc.、Tegal 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、株式会社ラポールシステム 

 

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、ダイシングソー(注)4、DUV/UV顕微鏡(注)5、

三次元原子プローブ装置(注)6、全自動XPS装置(注)7、30nm高解像度３次

元Ｘ線CT装置(注)8、プラズマ・クリーニング装置(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: 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．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。 

5．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。 

6．三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。 

7．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。 

    8. 30nm高解像度３次元Ｘ線CT装置：「Ｘ線のレンズ」と呼ばれるゾーンプレートを使うことによって従来

不可能であったシリコンチップ内部観察を30nmの高解像度で実現した

画期的な３次元Ｘ線CT装置。LSI内部解析において配線パターン欠陥

やビアの充填不良などを非破壊で観察でき、先端デバイスに使用され

ているCu配線はもとより、従来のＸ線顕微鏡では不可能とされたアル

ミニウム配線も高解像観察が可能。 

    9. プラズマ・クリーニング装置：半導体組立工程におけるクリーニング・表面改質処理をする装置。 

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：製造の各工程におけるプロセス装置異常などにより発生する、シリコン基板上の微

細な異物や配線の断線・ショートなどの欠陥を、光学顕微鏡や電子顕微鏡と画像処

理ソフトウエアを組み合わせて自動的に検出し、欠陥の発生原因を究明する装置。

製造ラインの歩留まりを維持・改善するために用いる。 

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

いて、水平方向にどれだけずれているかの距離と方向を測定する装置。露光装

置の光学系や露光条件の最適化に用いられる。 
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２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

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

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

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

進化させていくことを経営方針としております。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

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

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

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

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

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

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

投資しやすい環境を整えるため、株価並びに費用・効果を総合的に勘案し、株式分割の必要性及びその時期に

ついて慎重に検討してまいる所存であります。 

(4) 目標とする経営指標 

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

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

一人当たり営業利益を重視しており、その向上に努めてまいる所存であります。 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、新品装置、中古（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、半導体及び半導体製造装置業界を取り巻く環境は、薄型テレビやデジタル音楽プレーヤー等のデジタ

ル機器の急速な普及により市場は拡大基調にある一方で、増産に伴う世界規模の価格競争も益々激化しており

ます。そのため、生き残りを賭けた大手デバイスメーカーによる事業部門の統合、買収、売却といった大胆な

事業再編は日常茶飯事となりつつあります。 

 このような状況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。 

   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。 

    平成18年11月には、クリーデンス社から検査・解析に係る技術サービス事業を高レベルの技術員とともに

当社へ移管し、さらに同社からFIB回路修正事業の営業譲受けを行う等、着々と計画を推し進めております。 
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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。 

(7) 親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

(8) 子会社等に関する事項 

   ①株式会社アークステーションの設立 

平成18年８月にテクニカル事業の推進と多角的に技術者を獲得し育成することを目的として、株式会社ア

ークステーションを設立しております。（既存会社の株式の80％を取得） 

   ②LLCの清算 

    当社は、中古プロセス装置の販売を主目的として、アメリカ合衆国ミシガン州に子会社N-C2 Investment 

Group L.L.C を有しておりますが、事業活動が低調であること、また、遠隔地に在庫を保有しての販売促進

が非効率であるとの判断に基づき、平成19年２月には同社への出資を引き揚げ撤退することを予定しており

ます。 

(9) 関連当事者との関係に関する基本方針 

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

される取引につきましては、取締役会の承認を経たうえで実行する方針であります。 

 



ファイル名:03_0695103121902.doc 更新日時:2007/02/12 18:02 印刷日時:2007/02/1310:32 

― 7 ― 

３ 経営成績及び財政状態 

(1) 当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、アジアの高成長を背景とする輸出が牽引力となって企業の設備投資

や雇用が拡大する中、原油や鉄鉱石の価格動向や米国経済の減速懸念といった不安要素はあるものの、11月に

は戦後最長と言われた「いざなぎ景気」を上回る景気拡大となるなど、全般的に景気は緩やかな拡大を継続し

ました。 

当社が関連しております半導体及び半導体製造装置業界におきましては、デジタル機器や電子部品の高水準

の需要を背景に国内外の半導体メーカーの大型設備投資が相次いで発表されるなど、市況は堅調に推移いたし

ました。 

このような状況のもと、当社は好調な半導体業界と戦略的な営業活動を象徴する高水準の受注残高を持って

期初を迎え、積極的な事業活動を行ってまいりました。この結果は新品装置ビジネスおける半導体製造装置及

び半導体検査装置の売上高増大において顕著であります。しかし、中古装置ビジネスにおける当中間会計期間

の結果は、売上高こそ前中間会計期間を上回っておりますが、収益面においては過去に購入した中古装置が市

場ニーズに比べ全般的に高値となっており、利益計上が困難な状況であります。当社では当該状況を打破すべ

く、綿密な市場調査並びに販売手法の改革等を模索しており、来期には数値を含めた改善の成果を出せるもの

と考えております。 

以上のことから、当中間会計期間における業績は、売上高5,406,452千円（前年同期比195.8％増）、営業利

益119,831千円（前年同期 △209,810千円）、経常利益50,328千円（前年同期 △254,470千円）、中間純利益     

62,387千円（前年同期 △254,201千円）となりました。 

 

部門別業績は次のとおりであります。 

① 半導体プロセス装置事業 

半導体プロセス装置事業におきましては、デバイスメーカーの積極的な大型投資の恩恵を受け、Mattson社の

アッシャーが売上を飛躍的に伸ばし、さらにReVera社の全自動XPS装置や新規代理店ビジネス拡充に伴うクリー

デンス社のFIB装置並びにタイミング解析装置、また、ノードソンアシムテック社のディスペンス装置も順調に

売上実績を伸ばしました。一方、当社が注力する中古プロセス装置販売におきましては、売上高・収益面とも

に厳しい状況が続いております。その結果、売上高は4,139,797千円（前年同期比457.5％増）となりました。 

② 半導体メトロロジー装置事業 

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

外観検査装置の拡販が新規顧客に対して順調に進み、また、トプコン社のウェーハ表面検査装置も堅調に推移

しております。一方で、前事業年度において販売スキームを変更しました中古メトロロジー装置事業は、初年

度の混乱期こそ脱したものの、当初の売上計画を達成するには至りませんでした。その結果、売上高は      

952,676千円（前年同期比17.7％増）となりました。 

③ テクニカル事業 

テクニカル事業におきましては、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した結果、一部事業の子会社移管や中古装置販売の仕組み変更に伴う売上停滞をカバーし

て堅調に推移いたしました。その結果、売上高は313,978千円（前年同期比13.8％増）となりました。 
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(2) 財政状態 

  ①資産・負債・資本の状況 

（流動資産） 

   当中間会計期間末における流動資産の残高は、6,361,329千円（前期末比2,575,868千円増）となりました。

その主な要因は、売上債権が大幅に増加（前期末比2,569,100千円増）すると同時に、たな卸資産が増加（前期

末比105,787千円増）する一方、現金及び預金が減少（前期末比109,874千円減）したことによるものでありま

す。売上債権増加の主な要因は、好況な市場を背景とした事業拡大に伴う売上高の増大と中間会計期間末日が

銀行休業日に当たることによる回収月のずれによるものであり、たな卸資産の増加は、下期の販売を見込む売

上途上在庫の増加によるものであります。両勘定ともに当事業年度末には圧縮されることが見込まれておりま

す。 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産の残高は、312,828千円（前期末比133,457千円増）となりました。その

主な要因は、11月にクリーデンス社より技術サービス事業を譲り受けたことに附帯する機械装置の増加24,237

千円とのれんの増加92,177千円によるものであります。 

（流動負債） 

   当中間会計期間末における流動負債の残高は、6,099,678千円（前期末比2,684,053千円増）となりました。

その主な要因は、買掛金の増加（前期末比2,787,745千円増）と前受金の増加（前期末比225,200千円増）があ

る一方、短期借入金及び一年以内返済予定の長期借入金の減少（前期末比403,021千円減）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、借入金の減少は営業キャッシ

ュ・フローの改善に伴う資金返済によるものであります。 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債の残高は、208,701千円（前期末比88,119千円減）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87,603千円減）によるものであります。 

（純資産） 

当中間会計期間末における純資産の残高は、365,779千円（前期末比65,091千円増）となり、自己資本比率は

5.4％となっております。その主な要因は、中間純利益を62,387千円計上したことに伴い、利益剰余金が△

162,558千円（前期末比62,387千円増）となったことと第三者割当による新株予約権の発行3,000千円によるも

のであります。 

  ②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益を43,388千

円（前中間期は中間純損失250,250千円）計上すると同時に、仕入債務、前受金、未払金が増加しましたが、売

上債権、たな卸資産も増加し、さらに関係会社株式の購入や貸付金の発生による支出が行われた結果、前事業

年度末に比べ116,677千円減少し、当中間会計期間末には588,682千円となりました。 

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果得られた資金は423,010千円（前中間期比1,000,046千円の増加）となりました。これは売上

債権の増加2,569,100千円並びにたな卸資産の増加105,787千円等の資金減少があったものの、税引前中間純利

益が43,388千円になるとともに、仕入債務の増加2,787,745千円、その他負債の増加245,850千円等の資金増加
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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50,981千円（前中間期比54,321千円の増加）となりました。これは主に関係

会社株式の購入による支出35,200千円と貸付による支出24,124千円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は488,878千円（前中間期比1,361,695千円の増加）となりました。これは新株

予約権の発行による収入1,841千円から、短期借入金による収支347,387千円と長期借入金の返済による支出

143,237千円を差し引いたものであります。 

    

なお、当社のキャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりです。 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成18年12月中間期 

自己資本比率（％） 7.9 7.6 5.4

時価ベースの自己資本比率（％）(注)1 ― 33.8 10.0

債務償還年数（年） ― ― 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 20.6

(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、(中

間)キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

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

まして、平成17年６月期の時価ベースの株主資本比率を記載しておりません。 

5. 平成17年６月期並びに平成18年６月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数並

びにインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

 

(3) 通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、わが国経済は、原油等の資源価格、米国経済、長期金利の上昇といった経済動

向に加え、国内個人消費の回復に弱さが見られるなど懸念材料はありますが、堅調な企業収益を背景とした設備

投資の増加が続き、景気は引き続き緩やかな拡大基調で推移するものと思われます。 

半導体及び半導体製造装置業界におきましては、薄型テレビ等デジタル家電市場の拡大に加え、ETC（ノンスト

ップ自動料金収受システム）車載器の普及など半導体需要は旺盛であります。しかしその反面、市場規模拡大に

伴ってDRAMやフラッシュメモリー増産のための大規模な設備投資も進行中であり、競争激化に伴う価格の大幅下

落など懸念材料も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ってまいる所存です。また、テクニカル事業におきまし

ては、昨年秋以降に獲得した技術サービス事業と装置販売ビジネスとの相乗効果を最大限に活かせるものと位置

づけており、装置販売・テクニカルの各事業をより協調させることにより強い収益基盤を訴求してまいります。

一方、前事業年度において種々の要因により不振だった中古装置ビジネスは現在もその立上げ途上であり、利益
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体質への変革へ向けて着々と取り組んでおります。 

以上のことから、平成19年６月期の通期業績見通しは期首の予想どおり、9,879百万円（前期比114.4％増）、

経常利益は48百万円（前期は経常損失 360百万円）、当期純利益は42百万円（前期は当期純損失 348百万円）を

想定しております。 
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4. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   890,889 606,787  716,661

 ２ 受取手形   161,239 11,636  1,745

 ３ 売掛金   930,369 4,233,805  1,674,595

 ４ たな卸資産   645,626 1,383,331  1,277,543

 ５ 前渡金   264,602 ―  57,105

 ６ その他 ※2  194,605 180,391  84,467

   貸倒引当金   △9,388 △54,622  △26,658

   流動資産合計   3,077,943 94.4 6,361,329 95.3  3,785,461 95.5

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物  17,691 17,431 18,155 

(2) 機械装置  ― 24,237 ― 

  (3) 工具器具及び備品  12,920 30,611 1.0 10,245 51,913 0.8 10,265 28,421 0.7

 ２ 無形固定資産   3,372 0.1 96,912 1.4  2,925 0.1

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  830 35,836 760 

  (2) 出資金  104,499 78,138 104,499 

  (3) 繰延税金資産  ― 29 ― 

  (4) その他  42,310 147,640 4.5 49,997 164,002 2.5 42,764 148,023 3.7

   固定資産合計   181,624 5.6 312,828 4.7  179,370 4.5

   資産合計   3,259,568 100.0 6,674,158 100.0  3,964,832 100.0
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前中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金   483,139 3,810,131  1,022,386

 ２ 短期借入金   1,803,250 1,567,550  1,914,937

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

  274,365 245,957  301,591

 ４ 未払法人税等   2,014 3,445  3,522

 ５ その他 ※2  107,800 472,593  124,886

   流動負債合計   2,670,569 81.9 6,099,678 91.4  3,367,324 84.9

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   469,658 208,701  296,304

 ２ 繰延税金負債   49 ―  21

 ３ その他   3,978 ―  495

   固定負債合計   473,685 14.6 208,701 3.1  296,820 7.5

   負債合計   3,144,255 96.5 6,308,379 94.5  3,664,144 92.4

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   144,300 4.4 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  138,200 ― ― 

   資本剰余金合計   138,200 4.2 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 中間(当期)未処分利益
又は未処理損失 

 △131,034 ― ― 

   利益剰余金合計   △131,034 △4.0 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
    評価差額金 

  71 0.0 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △36,225 △1.1 ― ―  － －

   資本合計   115,312 3.5 ― ―  ― ―

   負債及び資本合計   3,259,568 100.0 ― ―  ― ―

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   ― ― 283,852 4.3  283,602 7.2

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 277,752 277,502 

   資本剰余金合計   ― ― 277,752 4.2  277,502 7.0

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  ― △162,558 △224,946 

   利益剰余金合計   ― ― △162,558 △2.5  △224,946 △5.7

 ４ 自己株式   ― ― △36,225 △0.6  △36,225 △0.9

   株主資本合計   ― ― 362,822 5.4  299,934 7.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 
   差額金 

  ― ― △43 △0.0  30 0.0

 ２ 繰延ヘッジ損益   ― ― ― ―  722 0.0

   評価・換算差額等 
   合計 

  ― ― △43 0.0  753 0.0

Ⅲ 新株予約権   ― ― 3,000 0.1  ― ―

   純資産合計   ― ― 365,779 5.5  300,687 7.6

   負債純資産合計   ― ― 6,674,158 100.0  3,964,832 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,827,825 100.0 5,406,452 100.0  4,607,423 100.0

Ⅱ 売上原価  1,651,251 90.3 4,952,247 91.6  4,140,246 89.9

   売上総利益  176,574 9.7 454,204 8.4  467,176 10.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  386,384 21.2 334,372 6.2  731,992 15.8

   営業利益又は営業損 
   失（△） 

 △209,810 △11.5 119,831 2.2  △264,816 △5.7

Ⅳ 営業外収益 ※1  14,157 0.8 7,944 0.1  20,053 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  58,817 3.2 77,448 1.4  115,592 2.5

   経常利益又は経常損 
   失（△） 

 △254,470 △13.9 50,328 0.9  △360,356 △7.8

Ⅵ 特別利益   4,220 0.2 ― ―  16,925 0.4

Ⅶ 特別損失 ※3  ― ― 6,940 0.1  ― ―

   税引前中間(当期) 
   純利益又は純損失 
   （△） 

 △250,250 △13.7 43,388 0.8  △343,430 △7.4

   法人税、住民税 
   及び事業税 

961 705 1,692 

   法人税等調整額 2,990 3,951 0.2 △19,704 △18,999 △0.4 2,990 4,683 0.1

   中間(当期)純利益 
   又は純損失（△） 

 △254,201 △13.9 62,387 1.2  △348,114 △7.5

   前期繰越利益   123,167 ―  ―

   中間未処理 
   損失（△) 

  △131,034 ―  ―
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31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18年６月30日残高(千円) 283,602 277,502 277,502

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 250 250 250

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

250 250 250

平成18年12月31日残高(千円) 283,852 277,752 277,752

 

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

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  500

 中間純利益 62,387 62,387  62,387

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

62,387 62,387 ― 62,887

平成18年12月31日残高(千円) △162,558 △162,558 △36,225 362,822

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年６月30日残高(千円) 30 722 753  300,687

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  500

 中間純利益  62,387

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

△73 △722 △796 3,000 2,203

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△73 △722 △796 3,000 65,091

平成18年12月31日残高(千円) △43 ― △43 3,000 365,779
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前事業年度(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

事業年度中の変動額    

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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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 税引前中間(当期)純利益 
   又は純損失（△） 

 △250,250 43,388 △343,430

 ２ 減価償却費  3,764 6,887 8,270

 ３ 長期前払費用償却  56 36 112

 ４ 貸倒引当金の増加額又は
減少額（△） 

 △4,220 27,964 13,049

 ５ 受取利息及び受取配当金  △12,533 △419 △12,665

 ６ 支払利息  15,025 21,050 33,815

 ７ 為替差損益  △255 △173 △283

 ８ 売上債権の増加額（△）
又は減少額 

 271,106 △2,569,100 △313,625

 ９ たな卸資産の増加額（△）
又は減少額 

 20,667 △105,787 △611,250

 10 その他資産の増加額（△）
又は減少額 

 △243,532 4,676 75,161

 11 仕入債務の増加額又は 
減少額（△） 

 △335,956 2,787,745 203,290

 12 未払費用の増加額又は 
減少額（△） 

 △19,330 △23,209 4,296

 13 その他負債の増加額  12,767 245,850 8,386

 14 その他  6,245 5,472 12,410

    小計  △536,446 444,380 △922,463

 15 利息及び配当金の受取額  12,534 219 12,664

 16 利息の支払額  △18,589 △20,560 △35,730

 17 法人税等の支払額  △34,534 △1,029 △35,824

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △577,036 423,010 △981,353

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 定期預金の預入 
      による支出 

 △1,801 △6,803 △5,601

 ２ 有形固定資産の取得 
      による支出 

 △7,238 △2,746 △16,491

 ３ 無形固定資産の取得 
      による支出 

 △1,074 ― △1,074

 ４ 関係会社出資金の払戻し 
による収入 

 14,361 26,360 14,361

 ５ 投資有価証券購入による
支出 

 ― △35,200 ―

 ６ 貸付による支出  ― △24,124 ―

 ７ 差入保証金の支出  △150 △8,220 △288

 ８ 差入保証金の返還 
   による収入 

 ― 503 150

 ９ 長期前払費用の支出  △757 △750 △1,520

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 3,339 △50,981 △10,464



ファイル名:07_0695103121902.doc 更新日時:2007/02/12 18:04 印刷日時:2007/02/1310:33 

― 17 ― 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

 １ 短期借入金による収支  580,293 △347,387 691,980

 ２ 長期借入金による収入  300,000 ― 300,000

 ３ 長期借入金の返済 
による支出 

 △131,206 △143,237 △277,334

 ４ 株式の発行による収支  159,954 △95 434,461

 ５ 新株予約権の発行による
収入 

 ― 1,841 ―

 ６ 自己株式の取得・売却 
   による収支 

 △36,225 ― △36,225

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 872,816 △488,878 1,112,883

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 255 173 283

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額 

 299,375 △116,677 121,348

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 

 584,010 705,359 584,010

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高 

※1 883,386 588,682 705,359
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― 

当社は、前事業年度に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

も前々事業年度に250百万円、前事

業年度に981百万円とそれぞれマイ

ナスとなったことから、前事業年度

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し

た。また、当該状況に基づき当中間

会計期間におきましても、継続企業

の前提に関する重要な疑義は引き続

き存在しております。 

当社は、当該状況の解消に向けて

後述の各種施策を平成18年４月より

継続的に実施しております。とりわ

け収益力の向上と市場ニーズに的確

に対応すべく、新規取扱商品の拡充

並びに高い技術サービス力の内部蓄

積には注力してまいりました。その

結果、当中間会計期間より以下の各

種装置の販売代理店契約を獲得する

と同時に、川崎市高津区に新たに高

津テクニカルセンターを開設してク

リーデンスシステムズ社製の検査・

解析・FIB製品の技術サービス事業

を開始いたしました。 

・マーチプラズマシステムズ社 

（プラズマ・クリーニング装置） 

・ラポールシステムズ社 

（外観検査装置） 

・ティーガル社 

（プラズマエッチング装置、PVD装置）

当該ビジネスへの取組は既存ビジ

ネスへの相乗効果が見込まれ、営業

基盤の強化並びに経営体質の改善を

推進することとなります。 

上記の結果、当中間会計期間にお

ける売上高は、5,406百万円と前中

間会計期間の約３倍に達し、当中間

会計期間末における受注残高も

1,510百万円と高水準を維持してお

ります。 

当社は、継続的に安定した経営を

推進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、そのための諸施策を

下記に記載し引き続き実施してまい

ります。 

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 
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― 

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。 

・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 

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。 

・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
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― 

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、前事業年度の大幅な

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

資金調達を実施し、この結果、

前事業年度末における自己資本

比率は、7.6％となりました。当

中間会計期間末の自己資本比率

は5.4％にとどまりましたが、当

事業年度末に向けては利益計上

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の

検討を行うことにより自己資本

比率の向上を目指す所存であり

ます。また、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 

前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 

回るにとどまりました。来期は利

益経計上はもとより、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
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― 

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。当該営業政策等の

変更に伴い前事業年度末には、

たな卸資産1,277百万円を保有し

ておりましたが、当事業年度末

には750百万円まで圧縮すること

を計画しております。 

（注：中古装置ビジネスに係るた

な卸資産の圧縮は予定どお

りに進捗しておりますが、

新規取扱商品の拡充等に伴

い、新品装置在庫は、当事

業年度末に若干増加するこ

とも見込まれております） 

・ 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、当事業年度の

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ており、当中

間会計期間におきましても419百万

円のプラスを計上いたしました。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

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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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― 

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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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

（１）有価証券 

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 

子会社株式 

 移動平均法による原

価法によっておりま

す。 

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

価差額は全部純資産

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 

決算日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部純資産

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。

（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）、仕掛品 

同左 

 

商品（部品）、原材料 

 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

（３）たな卸資産 

商品（装置）、仕掛品 

同左 

 

商品（部品）、原材料 

 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

（１）有形固定資産 （１）有形固定資産 （１）有形固定資産 

定率法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 15年 

工具器具 

及び備品 
3～10年 

 

同左 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 15年 

工具器具 

及び備品 
3～10年 

 

同左 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 15年 

工具器具 

及び備品 
3～10年 

 
（２）無形固定資産 （２）無形固定資産 （２）無形固定資産 

 

 

― 

 

ソフトウェア 

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。

のれん 

支出の効果の及ぶ期間

（5年）に基づく均等償

却によっております。

ソフトウェア 

 

 

同左 

 

 

― 

 

ソフトウェア 

 

 

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 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

貸倒引当金 

 

 

 

同左 

貸倒引当金 

 

 

 

同左 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リ－ス取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為

替予約については、振当

処理の要件を満たしてい

る場合には、振当処理を

採用しており、金利スワ

ップについては、特例処

理の要件を満たしている

場合には特例処理を採用

しております。 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭

債権債務等

金利スワップ 借入金の利息

  
 

（１）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

 

同左 

（１）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

 

同左 

 （３）ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場

の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引を行

っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約毎に行っ

ております。金利スワッ

プ取引については、将来

の金利の変動によるリス

クをヘッジしており、投

機的な取引は行わない方

針であります。 

 

（３）ヘッジ方針 

 

 

 

 

同左 

（３）ヘッジ方針 

 

 

 

 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

 （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 

６．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金

の範囲 

中間キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 

キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３か月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

 

同左 

消費税等の会計処理 

 

同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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） 
 「固定資産の減損に係る会計基
準」（「固定資産の減損に係る会
計基準の設定に関する意見書」
（企業会計審議会 平成14年８月
９日））及び「固定資産の減損に
係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準委員会 平成15年10月31
日 企業会計基準適用指針第６
号）を当中間会計期間から適用し
ております。 
 これによる損益に与える影響は
ありません。 

― 

（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。 

― 

（繰延資産の会計処理に関する当面の
取扱い） 
当中間会計期間より「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」(企
業会計基準委員会 平成18年８月11
日 実務対応報告第19号)を適用して
おります。 
これにより、前事業年度まで新株

の発行に係る費用及び新株予約権の
発行に係る費用は「新株発行費」と
しておりましたが、当中間会計期間
よりそれぞれ「株式交付費」、「新
株予約権発行費」としております。 

― 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日) 

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

（中間貸借対照表） 
  前中間会計期間において区分掲記
しておりました「前渡金」(当中間会
計期間87,776千円)については、資産
総額の100分の5未満となったため、
当中間会計期間より流動資産の「そ
の他」に含めております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計 

   額 

           12,366千円 
 

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 

               21,160千円

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 

           16,425千円

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 
 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

 

※２． 

 

 

― 

３． 

 
        ― 

３． 

 
― 

３．受取手形割引高 48,300千円
売掛金譲渡担保高 

297,287千円
 

 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。当中間会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入金未実行残高

等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コミ

ットメントの総額 

 2,800,000千円

貸出実行残高 1,374,000千円

差 引 額 1,426,000千円
 

 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。当中間会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入金未実行残高

等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コミ

ットメントの総額 

 2,250,000千円

貸出実行残高 1,466,000千円

差 引 額 784,000千円
 

 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
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日) 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日) 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日) 
至 平成18年６月30日) 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 78千円

受取配当金 12,455千円

仕入割引 470千円

 
 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 415千円

受取配当金 4千円

受取賃貸料 1,325千円

 
 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 209千円

受取配当金 12,455千円

仕入割引 470千円

為替差益 4,822千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 15,025千円

債権売却損 1,723千円

支払手数料 12,231千円

為替差損 3,154千円

新株発行費 6,245千円

上場関連手数料 20,326千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 21,050千円

債権売却損 6,161千円

支払手数料 13,462千円

為替差損 5,327千円

株式交付費 595千円

新株予約権発行費 1,159千円

出資金評価損 26,360千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 33,815千円

債権売却損 4,084千円

支払手数料 31,210千円

新株発行費 25,757千円

上場関連手数料 20,326千円

 
 

※３． 

      － 
 

※３．特別損失の主なもの 

前期損益修正損 6,940千円
 

※３． 

― 
 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 3,357千円

無形固定資産 406千円

計 3,764千円

  

４．減価償却実施額 

有形固定資産 4,734千円

無形固定資産 2,152千円

計 6,887千円
 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 7,417千円

無形固定資産 852千円

計 8,270千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

当中間会計期間 （自平成18年７月１日 至平成18年12月31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 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

発行済株式  

普通株式 (注)1 25,973株 56株 ― 株 26,029株

自己株式     

普通株式 338株 ― 株 ― 株 338株

(注) 普通株式の当期増加株式数56株は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。 

２．新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる株

式の種類 
前事業年度末 増加 減少 

当中間会計 

期間末 

当中間会計

期間末残高

(千円) 

提出会社 平成18年新株予約権 普通株式 ― 8,000 ― 8,000 3,000

合計 ― 8,000 ― 8,000 3,000

 

前事業年度 （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 ― 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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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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中間期 

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(平成17年12月31日現在) 

現金及び 
預金勘定 890,889千円

預入期間が３ケ
月を越える定期
預金 

7,502千円

現金及び現金 
同等物 883,386千円

  

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年12月31日現在)

現金及び 
預金勘定 606,787千円

預入期間が３ケ
月を越える定期
預金 

18,105千円

現金及び現金
同等物 588,682千円

  

※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18年６月30日現在)

現金及び 
預金勘定 716,661千円

預入期間が３ケ
月を越える定期
預金 

11,302千円

現金及び現金 
同等物 705,359千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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中間期

末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

工具器具
及び備品 

7,420 2,362 5,057 

ソフト 
ウェア 

5,900 2,458 3,441 

合計 13,320 4,820 8,499 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

7,420 3,712 3,707

ソフト
ウェア

5,900 3,638 2,261

合計 13,320 7,350 5,969
 

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．未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 2,458千円

１年超 6,553千円

合計 9,011千円
 

 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 2,602千円

１年超 3,950千円

合計 6,553千円
 

 

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 1,468千円

減価償却費 
相当額 

1,265千円

支払利息相当額 290千円
 

 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,468千円

減価償却費 
相当額 

1,265千円

支払利息相当額 221千円
 

 

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 

 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年12月31日) 

時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 
株式 708

 
 

830 121

計 
708

 
830 121

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 

 

当中間会計期間末(平成18年12月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 
株式 708

 
 

636 △72

計 
708

 
636 △72

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 中間貸借対照表計上額 (千円) 

子会社株式 35,200 

計 35,200 

 

前事業年度末(平成18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

 
 

760 51

計 
708

 
760 51

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 
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(企業結合等関係) 

当中間会計期間 (自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法

的形式、結合後企業の名称 

(1) 相手企業の名称及び事業の内容 

   クリーデンス・システムズ株式会社    FIB装置によるデバイス回路修正受託サービス事業 

（収束イオンビームを用いて半導体デバイスの回路不

良を修正する事業） 

(2) 企業結合を行った主な理由 

当社はすでにクリーデンス社の検査・解析装置の日本国内における独占販売代理店権を保有して

おります。今回の技術サービス事業の営業譲受けに伴い、高い技術を有した人員並びにそのノウ

ハウを社内に取り込むこととなり、検査・解析装置関連の営業・技術を集約して、一元的な販売

サポート体制の構築が可能となるためです。 

 (3) 企業結合日 

   平成18年11月１日 

(4) 企業結合の法的形式 

  営業譲受 

(5) 結合後企業の名称 

  株式会社ノア 

 

２．中間財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間 

平成18年11月１日から平成18年12月31日 

 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

  取得対価         金銭 119,110千円 

  取得に直接要した支出        ―    

取得の原価           119,110千円 

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1) のれんの金額 

93,739千円 

(2) 発生原因 

FIB回路修正事業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであり

ます。 

(3) 償却の方法及び償却期間 

   ５年間で均等償却 
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５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

 (1) 資産の額 

    機械装置        25,370千円 

    合計           25,370千円 

(2) 負債の額 

   該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末（平成17年12月31日） 

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

に関する事項は開示の対象から除いております。 

 

当中間会計期間末（平成18年12月31日） 

当社は為替予約取引及び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18年６月30日） 

当社は為替予約取引及び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。 

 

(ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

会社名 株式会社ノア 

決議年月日 平成18年７月25日 

付与対象者の区分及び人数 DKR SoundShore Oasis Holding Fund,Ltd. 及び CEDAR DKR Holding 

Fund Ltd. 

株式の種類及び付与数 普通株式 8,000株 

付与日 平成18年８月11日 

権利確定条件 定めがありません。 

対象勤務期間 定めがありません。 

権利行使期間 平成18年８月14日～平成21年８月11日 

権利行使価格（円） 41,850円（注） 

付与日における公正な評価単価（円） 375円 

（注）発行要項の価格修正条項に基づき、付与日後、毎年11月第２金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引

日以降、行使価格は、各決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（以下「価格算定期間」という。）

における当社株価の平均値に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正価格」とい

う。）が、当該決定日現在有効な行使価格を１円以上下回る場合には、当該修正価格に修正されることに

なっております。 
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(持分法損益等) 

前中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

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

す。 

 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

前事業年度（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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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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 12,848.21円 

１株当たり 

中間純損失金額 30,530.11円 

 
 

 

１株当たり 

純資産額 14,120.86円 

１株当たり 

中間純利益金額 2,430.89円 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 2,096.60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 

 
 

 

 
潜在株式調整後１株当たり中間純利
益については、潜在株式が存在する
ものの１株当たり中間純損失である
ため、記載しておりません。 

 
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中間期会
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 6,424.11円 

１株当たり 
中間純損失金額 15,265.06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、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 
当期純損失金額 5,442.47円 

 

 

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
 至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日
 至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日
 至 平成18年６月30日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資
産の部の合計額（千円） 

115,312 365,779 300,687 

普通株式に係る純資産額（千円） 115,312 362,779 300,687 

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資

産の部の合計額と１株純資産額の算

定に用いられた普通株式に係る中間

会計期間末(事業年度末)の純資産額

との差額の主な内訳(千円) 

― 新株予約権   3,000 ― 

普通株式の発行済株式数（株） 9,144 26,029 25,973 

普通株式の自己株式数（株） 169 338 338 

１株当たり純資産の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 
8,975 25,691 25,635 
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２．１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日
 至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日
 至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日
 至 平成18年６月30日)

中間損益計算書上の中間(当期)純
利益（千円） 

△254,201 62,387 △348,114 

普通株式に係る中間(当期)純利益
（千円） 

△254,201 62,387 △348,114 

普通株式に帰属しない金額（千

円） 
― ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 8,326 25,664 17,350 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益の算定に用いられた中間

(当期)純利益調整額の主要な内訳

（千円） 

― ― ― 

中間(当期)純利益調整額（千円） ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益の算定に用いられた普通

株式増加数の主要な内訳（株） 

― 

第２回新株予約権 
3,442

第３回新株予約権 
41

第４回新株予約権 
11

 第５回新株予約権 

598

― 

普通株式増加数（株） ― 4,092 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益又は中間（当期）純損失の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権３種類 

 （新株予約権の数 

2,260個)

第２回新株予約権 
2,056個

第３回新株予約権 
120個

第４回新株予約権 
84個

― 

新株予約権３種類 

 （新株予約権の数 

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) 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

平成17年12月19日開催の取締役

会決議に基づき、株式分割が行わ

れました。その概要は次のとおり

であります。 

平成18年２月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割します。 

① 分割により増加する株式数 

9,144株 

② 分割方法 

平成18年１月31日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載

された株主及び端株原簿に記

載又は記録された端株主の所

有株式数を１株につき２株の

割合をもって分割する。 

③ 配当起算日 

平成18年１月１日 

これにより発行済株式総数は

18,288株となりました。また

当該株式分割が第５期事業年

度期首に行われたと仮定した

場合の第６期中間会計期間及

び第５期事業年度における１

株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなりま

す。 

第６期中間会計

期間 

第５期事業年度 

１株当たり純資

産額 

6,424.11円 

1株当たり純資

産額 

16,263.07円 

1株当たり中間

純利益（損失） 

△15,265.06円 

1株当たり当期

純利益 

5,442.47円 

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益金額につきまし

ては、潜在株式が

存在するものの１

株当たり中間純損

失であるため記載

しておりません。 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額につきまし

ては、新株予約権

の残高があります

が、当社株式が非

上場で店頭登録も

していないことか

ら、期中平均株価

の把握が困難なた

め記載しておりま

せん。 
 

― 

（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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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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) 当社が別途定める規定に従って行

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、別途定める規

定による調整前行使価額及び調整

後行使価額とする。 

調整後 

割当株式数 
＝ 

調整前 

割当株式数 
×

調整前 

行使価額

  調整後 

行使価額 
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― ― 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当

該調整事由にかかる別途定める規

程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。 

(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、別途定め

る規定によ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。 

 




