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１．平成19年６月期の業績（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月期 9,704 64.9 1,215 86.2 1,205 103.0 780 90.1

18年６月期 5,885 89.3 652 210.1 594 180.1 410 282.6

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年６月期 15,551 88 15,020 90 19.4 16.7 12.5

18年６月期 17,986 20 17,190 99 17.0 16.2 11.1

（参考）持分法投資損益 19年６月期 －百万円 18年６月期 －百万円

(2）財政状態

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

19年６月期 8,982 4,414 49.1 87,123 06

18年６月期 5,430 3,623 66.7 144,715 61

（参考）自己資本 19年６月期 4,414百万円 18年６月期 3,623百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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

19年６月期 △967 △1,413 2,466 696

18年６月期 △859 △681 1,885 611

２．配当の状況

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（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年６月期 －  －  －  －  －  － － －

19年６月期 －  －  －  －  －  － － －

20年６月期（予想） －  －  －  －  －  　　　　　　－ － 　　　　－

３．平成20年６月期の業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,700 61.2 820 155.3 800 151.3 500 150.7 4,934 08

通期 15,000 54.6 2,050 68.6 2,000 65.9 1,200 53.8 11,841 79
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　 有

②　①以外の変更　　　　　　　　 無

（注）詳細は、18ページ「重要な会計方針（会計方針の変更）」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月期 50,668株 18年６月期 25,042株

②　期末自己株式数 19年６月期 －株 18年６月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

１．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。

２．平成19年６月30日現在の株主に対し、平成19年７月１日付をもって、普通株式１株に対し２株の割合で株式分

　　割しております。なお、「３．平成20年６月期の業績予想」の一株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響

　　を考慮しております。 
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当事業年度における会計成績

　当事業年度におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰、金利の上昇などの景気に対する不安材料がありなが

らも、引き続き円安の影響により輸出産業が好調に推移した結果、企業収益は順調に増加し、設備投資についても堅

調に推移いたしました。個人消費についても、雇用環境の改善等に支えられて、緩やかながらも回復傾向にありま

す。

　このような状況の中、当社が大きく依存する電子機器業界においては、デジタル家電を始めとした高機能型の商品

開発や、更なる製品小型化の傾向、および価格競争などを要因とする各企業の設備投資が活発に行われ、当社の受注

環境も良好に推移いたしました。

　そうした環境において、当社は創造的な独自技術による無競争装置の製造・開発と、顧客ニーズに対するコンサル

ティング業務を主な活動として、従来の電子デバイス製造業界に加え、半導体業界、太陽電池業界、ＦＰＤ（フラッ

トパネルディスプレイ）製造業界など多岐にわたる分野を対象として、その製造・検査工程において大きなブレーク

スルーとなる各種装置の開発を行ってまいりました。当事業年度におきましては、受注案件の大型化の進展や各種装

置のリピートオーダーが好調であり、さらに新規分野への展開ならびに新規顧客層の獲得による開発装置の多様化が

顕著になっております。また平成19年２月に実施いたしましたダイトーエムイー株式会社との業務・資本提携を足が

かりとし、東海、関西地域への営業展開を進めております。

　この結果、当事業年度の業績は、売上高9,704百万円（前年同期比64.9％増）、営業利益1,215百万円（同86.2％

増）、経常利益1,205百万円（同103.0％増）、当期純利益780百万円（同90.1％増）となりました。

②次期の見通し

　今後のわが国経済は、原油価格の高騰や個人消費の不透明感などの懸念材料はあるものの、国内企業の新製品開発

およびコスト削減を目的とした設備投資機運は引き続き堅調に推移するものと考えられます。このような環境の下、

今後の当社の事業展開として、営業面においては従来顧客からのリピート受注を推進するとともに、従来顧客への新

規案件の提案、新規顧客の獲得、海外展開の推進などを進めてまいります。開発面においては、平成19年６月に株式

会社藤森技術研究所よりＮＶＤ※事業を譲り受け、当社の塗布技術の更なる強化向上を図っております。今後も独創

的な技術開発を進め、競争力のある製品の開発に努めてまいります。製造面においては、当事業年度において見附工

場の新規稼動開始、および松本工場の全面取得による生産リソースの拡大を得られましたが、次期においては新拠点

となる長岡西工場の稼動を控えております。これによる生産リソースの更なる拡大と、生産プロセスの見直しによる

原価管理を行うことで収益の拡大を図ってまいります。

　通期の業績につきましては、売上高15,000百万円、営業利益2,050百万円、経常利益2,000百万円、当期純利益1,200

百万円を見込んでおります。

※ＮＶＤ　Nano Vapor Deposition　微細な粒子からできた液体をスプレー状にして対象物に付着させることで薄膜を

形成する技術

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末の資産につきましては、流動資産合計が前事業年度に比べ2,071百万円増加し、6,321百万円となりま

した。これは主に現金及び預金が84百万円増加したことに加え、事業拡大による売上および受注増加を反映し売上債

権が248百万円、たな卸資産が1,674百万円増加したことによるものであります。固定資産合計は、前事業年度に比べ

1,480百万円増加し、2,661百万円となりました。これは主に見附新工場取得等により有形固定資産が1,309百万円増加

したことや、ダイトーエムイー株式会社との資本提携により、投資有価証券が140百万円増加したことによるものであ

ります。

　負債につきましては、負債合計が前事業年度に比べ2,762百万円増加し、4,568百万円となりました。これは主に事

業拡大による仕入増加を反映し、自社手形の振り出しによる支払手形が442百万円増加したことに加え、運転資金とし

ての短期借入金の純増額2,150百万円および長期借入金の純増額298百万円によるものであります。

　純資産につきましては、純資産合計が前事業年度に比べ790百万円増加し、4,414百万円となりました。これは主に

当期純利益780百万円を計上したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当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、法人税等の支払や有形固定資産、投資有価

証券の取得による支出があったものの、棚卸資産評価損の計上および税引前当期純利益を1,223百万円（前年同期比

76.3％増）計上したこと等により、前事業年度に比べ84百万円増加（同13.9％増）し、当事業年度末には696百万円と

なりました。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は967百万円（同12.6％増）となりました。

　これは主に税引前当期純利益1,223百万円の計上、減価償却費204百万円の計上、棚卸資産評価損204百万円の計上、

仕入債務の増加による収入295百万円があったものの、たな卸資産の増加による支出1,879百万円、売上債権の増加に

よる支出248百万円、前受金の減少による支出160百万円により、全体では支出となったものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,413百万円（同107.5％増）となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出1,504百万円、投資有価証券の取得による支出186百万円によるものであ

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2,466百万円（同30.8％増）となりました。

　これは主に短期借入金の借入2,150百万円および長期借入金の借入400百万円に対し、長期借入金の返済による支出

101百万円等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以下のとおりであります。

区分 平成18年６月期 平成19年６月期

自己資本比率（％） 66.7 49.1

時価ベースの自己資本比率（％） 653.9 403.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（％）
－ －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ －

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）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。

（注３）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。

（注４）キャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・

　　　　フローがマイナスの為、計算しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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づけております。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のとおり配当は予定しておりません。

　次期およびそれ以降の配当につきましては、上記の方針に沿って慎重に検討してまいりたいと考えております。

(4）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充分認識したうえで、発生の予防・回避および発生した場合の被害軽減に努め

る方針ではありますが、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（平成19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

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に投資するリスク全てを網羅するものではありません。

①開発型企業としての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、新技術に必ずしもつながるものであるという保証もあり

ません。
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　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」企業であ

ることを目標として製品開発を行っていく方針ではありますが、当社が魅力ある製品の開発ができなかった場合には、

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はでは、それぞれ当社が独自に開発し

た「三次元塗布の技術」および「特性機能分析の技術」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、幅広い分野に応用、活用が可能なものであり、その用途も今後拡大して

いくものと期待しております。　

　しかしながら、現時点においては、ユーザー業界の拡大が進行しているものの、依然当社の主力製品は主に電子部

品・デバイス製造業界、ＦＰＤ製造業界に属するユーザー向けとなっており、これらの業界の設備投資動向が低下し

た場合は、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社製品は主に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できなくなった場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③人材の確保について

　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継続的に採用していくことが重要であります。また事業拡大に伴う業務量の拡大およ

び平成20年度から導入される金融証券取引法（日本版ＳＯＸ法）への対応を図るため、管理部門の強化が重要であり、

そのための管理部門の人材強化が必要になっております。

　今後、当社が想定するレベルに達する人員を確保できない場合、または優秀な人材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外注先に外注しており、当事業年度の総製造費用に占める外注加工費の割合は81.7％と

なっております。協力外注先とは良好で継続的な取引関係を維持しておりますが、何らかの事情により協力外注先と

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

の特許権を出願中であります。これらの特許権は、事業遂行にあたり、競合他社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、今後とも新たに研究開発を行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充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、当社は現状第三者に対する知的財産権の侵害を行っていないものと認識しておりますが、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、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19年６月30日現在、従業員191名の規模であります。当社では、今後の急激な業務拡大に備え、既存従

業員の育成および採用活動による人員増強等の施策を講じるとともに、組織の拡大に備え、事業部制および執行役員

制を導入しております。当社は管理業務の組織的な効率化と、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や、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経営成績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・製造を行うこと、また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いても、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

必要なことから、受注から納品までの期間が６ヶ月を超える案件も多くあります。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。

　このように受注から売上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、当方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。

⑧自然災害、事故等にかかるリスクについて

　当社は、新潟県に２工場と１事務所、長野県に１工場を設置し、また東京都に１支社、愛知県に１事務所を設置し

ております。さらに新潟県において平成19年10月を稼動開始予定として１工場を建設中であります。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、テロ発生等により、生産の停止、設備の損壊や給水・電力

供給の制限、その他人的被害等の不測の事態が発生した場合には、各拠点の生産能力が低下し当社の事業活動に支障

が生じる場合があり、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。
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⑨新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　当社はこれまでストック・オプションとして新株予約権の発行決議および役職員への新株予約権の付与を行ってお

ります。また今後もインセンティブ・プランとして新株予約権の発行を行っていく可能性があり、これら付与された

新株予約権が行使された場合には、株式価値が希薄化し、当社株式に影響が出る可能性があります。

　なお、平成18年９月28日の第11回定時株主総会で決議された新株予約権の発行に基づく新株予約権の付与を平成19

年８月17日付にて行っておりますが、この新株予約権の付与に関する詳細は、同日付の「ストック・オプション（新

株予約権）の割当に関するお知らせ」をご参照ください。

２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、株式会社プロデュース単独であります。

　当社の事業内容は以下のとおりであります。

・３Ｄアプリケーション事業　

　三次元印刷技術を応用した各種装置の開発・製造・販売を行っております。

・ファンクションアナライズ事業

　独自の測定技術を使用した各種検査装置およびそれに付随する装置の開発・製造・販売を行っております。

・カスタマイズ事業

　顧客の製品生産プロセスに発生する様々な問題を解決する諸装置の開発・製造・販売を行っております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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、ものづくりの世界で独

自技術の開発に徹し、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）目標とする経営指標

　当社は、売上高の伸張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商

品の開発を積極的に進め、展開対象を絞ることなく好調な業種・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。

(3）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

上げてまいりました。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あります。

具体的な取り組みとしては、従来製品の品質、精度等の向上による高付加価値化、新しい分野での適用用途開発、既

存技術をベースにした新しい工法の開発による市場開拓などが挙げられます。この取り組みとして、現在従来のスプ

レー塗布方式による薄膜形成に関して、新しい展開を図っております。

　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、医療・バイオ関連市場など新市場への展開の可能性について検討しております。また、新基軸の製品として、

以前より開発を進めておりました簡易式輝度測定装置の製品化および市場展開の推進を行っております。

(4）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」企業であ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ことを経営戦略にしており、常に

製品開発力の強化を図っていくことが重要な課題と認識しております。開発活動は、既存技術の延長線上ではなく、

新しい技術に挑戦することを会社の風土として定着を図るとともに、事業部制により組織の機動力を強化し、また他

社の持つ技術との連携による新技術の開発にも積極的に取り組んでまいります。
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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。また、組織および事業の拡大に対応し、今後の社内管理体制を強化するために、企画、財

務など管理系の従業員の教育、採用にも注力してまいります。

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。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社の内部管理体制については、別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載しております。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年６月30日）
当事業年度

（平成19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 ※５  623,634   708,513  84,878

２　受取手形 ※４  476,554   63,437  △413,116

３　売掛金   947,126   1,608,860  661,734

４　原材料   49,712   21,153  △28,558

５　仕掛品   2,031,789   3,734,855  1,703,065

６　前払費用   8,212   8,838  626

７　未収入金   45,097   111,385  66,288

８　未収消費税等   52,152   39,955  △12,196

９　繰延税金資産   19,506   32,817  13,311

10　その他   1,477   3,214  1,737

貸倒引当金   △5,000   △11,075  △6,075

流動資産合計   4,250,263 78.3  6,321,957 70.4 2,071,693

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  307,393   1,312,708    

減価償却累計額  76,661 230,731  132,086 1,180,621  949,890

(2）構築物  35,696   66,465    

減価償却累計額  7,831 27,865  14,210 52,254  24,389

(3）機械及び装置  469,977   563,675    

減価償却累計額  139,889 330,088  258,816 304,859  △25,228

(4）車両及び運搬具  3,555   8,134    

減価償却累計額  3,118 436  4,878 3,255  2,818

(5）工具器具及び備品  25,319   53,183    

減価償却累計額  16,500 8,818  27,845 25,338  16,520

(6）土地   347,538   479,938  132,400

(7）建設仮勘定   140,944   349,366  208,422

有形固定資産合計   1,086,423 20.0  2,395,635 26.6 1,309,211
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前事業年度

（平成18年６月30日）
当事業年度

（平成19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   11,527   9,462  △2,064

(2）ソフトウエア   17,521   32,277  14,755

(3) その他   595   585  △10

無形固定資産合計   29,645 0.5  42,325 0.5 12,680

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   60,000   200,998  140,998

(2）出資金   6   7  1

(3）長期前払費用   634   274  △360

(4）その他   3,467   21,790  18,322

投資その他の資産
合計

  64,108 1.2  223,070 2.5 158,961

固定資産合計   1,180,177 21.7  2,661,030 29.6 1,480,853

資産合計   5,430,440 100.0  8,982,988 100.0 3,552,547
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前事業年度

（平成18年６月30日）
当事業年度

（平成19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　支払手形   －   442,659  442,659

２　買掛金 ※５  1,077,997   931,038  △146,958

３　短期借入金   －   2,150,000  2,150,000

４　一年以内返済予定の
長期借入金

  49,700   129,395  79,695

５　未払金   38,209   37,176  △1,033

６　未払費用   17,252   54,185  36,932

７　未払法人税等   224,596   293,977  69,380

８　前受金   229,416   68,575  △160,840

９　預り金   3,138   13,555  10,416

流動負債合計   1,640,311 30.2  4,120,562 45.9 2,480,251

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   117,963   336,326  218,363

２　役員退職慰労引当金   12,996   19,605  6,609

３　繰延税金負債   35,202   92,142  56,940

固定負債合計   166,161 3.1  448,074 5.0 281,913

負債合計   1,806,472 33.3  4,568,637 50.9 2,762,164

         
 （純資産の部）         

 Ⅰ 株主資本         

１　資本金   1,331,029 24.5  1,340,154 14.9 9,125

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  1,649,778   1,658,903    

資本剰余金合計   1,649,778 30.4  1,658,903 18.5 9,125

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   186,605   126,989

繰越利益剰余金  583,544   1,237,025   653,481

利益剰余金合計   643,159 11.8  1,423,630 15.8 780,471

株主資本合計   3,623,968 66.7  4,422,689 49.2 798,721

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　有価証券評価差額金   － －  △8,338 △0.1 △8,338

評価・換算差額等合計   － －  △8,338 △0.1 △8,338

純資産合計   3,623,968 66.7  4,414,350 49.1 790,382

負債純資産合計   5,430,440 100.0  8,982,988 100.0 3,552,547
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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   5,885,618 100.0  9,704,000 100.0 3,818,382

Ⅱ　売上原価         

１　当期製品製造原価   4,728,269 80.3  7,517,214 77.5 2,788,944

売上総利益   1,157,349 19.7  2,186,786 22.5 1,029,437

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  57,460   46,710    

２　給与手当  101,612   224,857    

３　法定福利費  16,243   31,354    

４　役員退職慰労引当金
　　繰入額

 7,082   9,096    

５　旅費交通費  14,234   34,535    

６　減価償却費  5,293   29,475    

７　租税公課  14,869   22,695    

８　支払手数料  20,328   57,492    

９　貸倒引当金繰入額  2,700   11,075    

10　研究開発費 ※１ 186,483   340,540    

11　雑費  78,128 504,437 8.6 163,241 971,072 10.0 466,635

営業利益   652,911 11.1  1,215,713 12.5 562,802

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  8   26    

２　助成金収入  2,415   2,684    

３　仕入割引  3,558   4,036    

４　業務受託収入  1,200   7,816    

５　保険解約益  －   5,113    

６　その他  2,021 9,203 0.2 7,926 27,605 0.3 18,401
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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）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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  2,854   17,039    

２　新株発行費  17,475   －    

３　支払手数料  10,469   16,620    

４　株式公開費用  34,948   －    

５　その他  2,257 68,005 1.2 3,840 37,501 0.4 △30,504

経常利益   594,109 10.1  1,205,818 12.4 611,708

Ⅵ　特別利益         

１　前期損益修正益 ※２ －   10,517    

２　助成金収入  100,093   259,156    

３　貸倒引当金戻入  － 100,093 1.7 5,000 274,673 2.8 174,580

Ⅶ　特別損失         

１　投資有価証券評価損  －   31,001    

２　棚卸資産評価損  －   204,928    

３　固定資産評価損  － － － 20,800 256,729 2.6 256,729

税引前当期純利益   694,202 11.8  1,223,761 12.6 529,559

法人税、住民税及び事
業税

 260,000   394,000    

法人税等調整額  23,595 283,595 4.8 49,290 443,290 4.6 159,695

当期純利益   410,606 7.0  780,471 8.0 369,864
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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  873,168 12.9 1,045,294 10.8 172,126

Ⅱ　労務費  228,773 3.4 350,542 3.6 121,768

Ⅲ　経費 ※１ 5,659,205 83.7 8,325,477 85.6 2,666,272

当期総製造費用  6,761,146 100.0 9,721,314 100.0 2,960,167

期首仕掛品たな卸高  240,016  2,031,789  1,791,773

合計  7,001,163  11,753,104  4,751,941

期末仕掛品たな卸高  2,031,789  3,734,855  1,703,065

他勘定振替高 ※２ 241,103  501,035  259,931

当期製品製造原価  4,728,269  7,517,214  2,788,944

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17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

外注加工費（千円） 5,398,196 7,946,558

減価償却費（千円） 129,452 165,034

※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17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

建設仮勘定（千円） 104,501 35,307

研究開発費（千円） 136,602 257,800

棚卸資産評価損（千円） － 204,928

工具器具備品（千円） － 3,000

合計（千円） 241,103 501,035
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(3）株主資本等変動計算書

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

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

平成17年６月30日 残高（千円） 504,529 459,228 － 232,552 232,552 1,196,311 1,196,311

事業年度中の変動額

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

事業年度中の変動額合計（千円） 826,500 1,190,550 59,615 350,991 410,606 2,427,656 2,427,656

平成18年６月30日 残高（千円） 1,331,029 1,649,778 59,615 583,544 643,159 3,623,968 3,623,968
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当事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

評価・換算

差額等

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

有価証券

評価差額金
固定資産

圧縮積立金

繰越利益

剰余金

平成18年６月30日 残高

（千円）
1,331,029 1,649,778 59,615 583,544 643,159 3,623,968 － 3,623,968

事業年度中の変動額

新株予約権の行使に

よる新株の発行 
9,125 9,125 － － － 18,250 － 18,250

固定資産圧縮積立金の

積立
－ － 132,017 △132,017 － － － －

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ － △5,027 5,027 － － － －

当期純利益 － － － 780,471 780,471 780,471 － 780,471

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

－ － － － － － △8,338 △8,338

事業年度中の変動額合計

（千円）
9,125 9,125 126,989 653,481 780,471 798,721 △8,338 790,382

平成19年６月30日　残高

（千円）
1,340,154 1,658,903 186,605 1,237,025 1,423,630 4,422,689 △8,338 4,414,350
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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  694,202 1,223,761 529,559

減価償却費  141,164 204,402 63,237

新株発行費  17,475 － △17,475

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

 6,684 6,609 △74

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 2,700 6,075 3,375

受取利息及び受取配当金  △8 △26 △18

支払利息  2,854 17,039 14,184

為替差損益
（差益：△）

 289 △96 △385

前期損益修正益  － △10,517 △10,517

助成金収入  － △259,156 △259,156

投資有価証券評価損  － 31,001 31,001

棚卸資産評価損  － 204,928 204,928

固定資産評価損  － 20,800 20,800

売上債権の増減額
（増加：△）

 △685,380 △248,617 436,763

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,832,789 △1,879,434 △46,645

未収消費税等の増減額
（増加：△）

 △52,152 12,196 64,349

仕入債務の増減額
（減少：△）

 769,397 295,700 △473,696

前受金の増減額
（減少：△）

 229,416 △160,840 △390,256

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △7,128 － 7,128

未払金の増減額
（減少：△）

 8,067 839 △7,227

未払費用の増減額
（減少：△）

 8,230 36,932 28,702

預り金の増減額
（減少：△）

 △11,056 10,416 21,472

その他  △26,503 △146,111 △119,608

小計  △734,534 △634,094 100,439
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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）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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）

利息及び配当金の受取額  8 26 18

利息の支払額  △2,758 △16,987 △14,229

法人税等の支払額  △122,539 △316,757 △194,217

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △859,824 △967,813 △107,988

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 △7 △4

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

 △60,000 △186,000 △126,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △617,656 △1,504,921 △887,264

無形固定資産の取得によ
る支出

 △11,189 △43,685 △32,496

助成金による収入  － 303,642 303,642

その他  △2,324 17,252 19,576

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △681,172 △1,413,719 △732,546

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 2,150,000 2,210,000

長期借入金の借入れによ
る収入

 50,000 400,000 350,000

長期借入金の返済による
支出

 △103,620 △101,942 1,678

株式の発行による収入  1,999,574 18,250 △1,981,324

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,885,954 2,466,308 580,353

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △289 96 385

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 344,667 84,871 △259,795

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 267,252 611,920 344,667

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 611,920 696,791 84,871
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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

その他有価証券

　時価のないもの

同左

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

　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。

(1）有形固定資産

　　 平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産

　　　主として旧定率法によっておりま

す。

　ただし、平成10年４月１日以後取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、旧定額法を採用しております。

　　平成19年４月１日以後に取得した有形

固定資産

　　  主として、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。

　　建物及び構築物　　７年～40年

　　工具器具及び備品　３年～12年

　　(会計方針の変更)

　　 当事業年度より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以後取得の固定資

産については、改正法人税法に規定する

償却方法により、減価償却費を計上して

おります。

  なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。　　　

(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
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項目
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

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

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

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（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。

－

－  （損益計算書）

 　前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「保険解約益」は、営業外収益の総額の百分の十

を越えたため区分掲記しました。

　なお、前期における「保険解約益」の金額は27千円であ

ります。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年６月30日）

当事業年度
（平成19年６月30日）

　１　担保資産及び担保付債務 　１　　　　　　　　　　　－

担保に供している資産は次のとおりであります。  

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。  

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

２　受取手形裏書高 293,608千円

　３　　　　　　　　　　 －

※４　　　　　　　　　　 －

２　受取手形裏書高

３　受取手形割引高

   86,806千円

 50,000千円

※４　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

　　裏書手形　　　　　　　　　　　　　38,143千円

　　割引手形　　　　　　　　　　　　　40,000千円

※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 1,335千円 (11,590.69米ドル)

買掛金 2,713千円 (23,544.63米ドル)

現金及び預金  1,434千円 (11,634.84米ドル)

買掛金  2,699千円 (21,903.00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。　　　　　　　　　　

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８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

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

当座貸越限度額の総額     11,400,000千円

借入実行残高 2,150,000千円

差引額     9,250,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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、186,483千円

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、340,540千円

であります。

※２　　　　　　　　　　－

 

※２　前期損益修正益の内容は次のとおりであります。

　保険積立金　　　　　　　　 　　　　10,517千円

（株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（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

株式の種類
前事業年度末
株　 式　 数

（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株 　式　 数

（株）

発行済株式     

　　普通株式（注） 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。

 

    当事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　  発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株　 式　 数

（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株 　式　 数

（株）

発行済株式     

　　普通株式（注） 25,042 25,626 － 50,668

　　　合計 25,042 25,626 － 50,668

（注）普通株式の発行済株式総数の増加25,626株のうち、平成18年５月11日開催の取締役会決議により、平成18年７月

１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25,042株、新株予約権の権利行使による増加が

584株であります。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在）

（千円） （千円）

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 

現金及び預金勘定 708,513 

預入期間が３か月を超える定期預金 △11,722 

現金及び現金同等物 　　696,791 
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19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）

　　１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前事業年度（平成18年６月30日） 当事業年度（平成19年６月30日）

取得原価

（千円）

貸借対照表

計上額

（千円）

差額

（千円）

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
      

（1）株式 － － － － － －

（2）債券 － － － － － －

（3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
      

（1）株式 － － － 186,000 172,000 △14,000

（2）債券 － － － － － －

（3）その他 － － － － － －

小計 － － － 186,000 172,000 △14,000

合計 － － － 186,000 172,000 △14,000

 

　　２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
前事業年度（平成18年６月30日） 当事業年度（平成19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

 

60,000

 

28,998

（注）　当事業年度において、有価証券について31,002千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、

期末における１株当たり純資産（時価がある場合には時価）が帳簿価額に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行うこととしております。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）および当事業年度（自　平成18年７月１日　至　平

成19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行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17年７月１日　至　平成18年６月30日）および当事業年度（自　平成18年７月１日　至　平

成19年６月30日）のいずれにおいても該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　　前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　　１． 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

 平成15年６月期 平成18年６月期 

 付与対象者の区分及び数（注）１

　当社取締役　　　　４名 

　当社従業員　　　　27名

　当社取引先取締役　１名

　関係会社の取締役　３名

　当社取締役　　　２名 

　当社従業員　　　１名

 

 

 ストック・オプション数（注）２、３ 　普通株式　304株 　普通株式　180株

 付与日 　平成15年４月28日 　平成17年８月30日 

 権利確定条件

  付与日以降、権利行使日まで継続し

て、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。

 付与日以降、権利行使日まで継続

して、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。

 対象勤務期間
  平成15年４月28日から

  平成17年６月30日まで

  平成17年８月30日から

  平成20年１月６日まで

 権利行使期間
  平成17年７月１日から

  平成22年６月30日まで

  平成20年１月７日から

  平成25年６月30日まで

(注)１　平成15年６月期ストック・オプションにおいては付与対象者の退職等により、付与対象者の人数は当社取締役２

名、当社従業員17名となっており、平成18年６月期ストック・オプションにおいては、付与対象取締役の退任に

より、付与対象者の人数は、当社取締役１名、当社従業員２名となっております。

    ２　付与日時点の株式数に換算して記載しております。

 　 ３　当社は平成15年６月21日をもって１株を２株に、平成17年８月27日をもって１株を２株に、平成18年７月１日を

もって１株を２株にそれぞれ株式分割しておりますが、付与日時点の株式数に換算して記載しております。
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      (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

         前事業年度（平成18年６月期）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。なお、この株式数には平成18年７月１日をもって実施しま

　　　 した１株を２株への株式分割は反映しておりません。

 

 ①ストック・オプションの数

 平成15年６月期 平成18年６月期

 権利確定前　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 488  －

 　付与  －  180

 　分割による増加（注） 285  －

 　失効 24  －

 　権利確定 203  －

 　未確定残 546  180

 権利確定後　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 －  －

 　権利確定 203  －

 　分割による増加（注） 203  －

 　権利行使  132  －

 　失効 －  －

　　未行使残 274  －

（注）当社は、平成17年８月27日をもって１株を２株に株式分割しております。

 

 ②単価情報

 平成15年６月期 平成18年６月期

権利行使価格　　　　　 （円) 62,500 200,000 

行使時平均株価　　　　　(円) 1,370,636 － 

 公正な評価単価（付与日) (円) － － 
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 　　　当事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　　１． 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

 平成15年６月期 平成18年６月期 

 付与対象者の区分及び数（注）１

　当社取締役　　　　４名 

　当社従業員　　　　27名

　当社取引先取締役　１名

　関係会社の取締役　３名

　当社取締役　　　２名 

　当社従業員　　　１名

 

 

 ストック・オプション数（注）２、３ 　普通株式　304株 　普通株式　180株

 付与日 　平成15年４月28日 　平成17年８月30日 

 権利確定条件

　付与日以降、権利行使日まで継続

して、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。

　付与日以降、権利行使日まで継続

して、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。

 対象勤務期間
  平成15年４月28日から

  権利行使日まで

  平成17年８月30日から

  権利行使日まで

 権利行使期間

  平成17年７月１日から

  平成22年６月30日まで

　１年間に行使できる新株予約権の

個数は以下のとおりとする。

①平成17年７月１日から平成20年

６月30日までにおいて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。

②平成20年７月１日から平成21年

６月30日までにおいて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。

③平成21年７月１日から平成22年

６月30日までにおいて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。

  平成20年１月７日から

  平成25年６月30日まで

　１年間に行使できる新株予約権の

個数は以下のとおりとする。

①平成20年１月７日から平成23年

６月30日までにおいて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。

②平成23年７月１日から平成24年

６月30日までにおいて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。

③平成24年７月１日から平成25年

６月30日までにおいて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。

(注)１　平成15年６月期ストック・オプションにおいては付与対象者の退職等により、付与対象者の人数は当社取締役２

名、当社従業員17名となっており、平成18年６月期ストック・オプションにおいては、付与対象取締役の退任に

より、付与対象者の人数は、当社取締役１名、当社従業員２名となっております。

    ２　付与日時点の株式数に換算して記載しております。

 　 ３　当社は平成15年６月21日をもって１株を２株に、平成17年８月27日をもって１株を２株に、平成18年７月１日を

もって１株を２株に、平成19年７月１日をもって１株を２株にそれぞれ株式分割しておりますが、付与日時点の

株式数に換算して記載しております。
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    (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（平成19年６月期）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。なお、この株式数には平成19年７月１日をもって実施しま

　　　 した１株を２株への株式分割は反映しておりません。

 ①ストック・オプションの数

 平成15年６月期 平成18年６月期

 権利確定前　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 546  －

 　付与  －  180

 　分割による増加（注） 546  180

 　失効  －  －

 　権利確定 1,092  －

 　未確定残  －  360

 権利確定後　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 274  －

 　権利確定 1,092  －

 　分割による増加（注） 274  －

 　権利行使  584  －

 　失効  －  －

　　未行使残 1,056  －

（注）当社は、平成18年７月１日をもって１株を２株に分割しております。

 

 ②単価情報

  平成15年６月期 平成18年６月期 

権利行使価格　　　　　 （円)  31,250 100,000 

行使時平均株価　　　　　(円)  718,849 － 

 公正な評価単価（付与日) (円) － － 　

㈱プロデュース（6263）平成 19 年６月期決算短信（非連結）

－ 26 －



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年６月30日）

当事業年度
（平成19年６月30日）

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

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

①流動資産

繰延税金資産

①流動資産

繰延税金資産

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

未払事業税       15,533千円

棚卸資産評価損否認      12,805千円

貸倒引当金繰入限度超過額 4,478千円

繰延税金資産合計       32,817千円

繰延税金資産の純額       32,817千円

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固定負債

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金       126,701千円

繰延税金負債合計       126,701千円

繰延税金資産

役員退職慰労引当金      7,928千円

投資有価証券評価損否認   12,537千円

その他有価証券評価差額金 5,661千円

固定資産評価損否認 8,411千円

その他 19千円

繰延税金資産合計      34,558千円

繰延税金負債の純額       92,142千円

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。

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

成19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17年７月１日　至　平成18年６月30日）および当事業年度（自　平成18年７月１日　至　平

成19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。

㈱プロデュース（6263）平成 19 年６月期決算短信（非連結）

－ 27 －



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

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

１株当たり純資産額 87,123.06円

１株当たり当期純利益金額 15,551.88円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 17,190.99円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

15,020.90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。

　当社は、平成18年７月１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

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      8,993.10円

 　 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

8,595.50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17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 410,606 780,471

 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） 410,606 780,471

 期中平均株式数（株） 22,829 50,185

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 1,774

 （うち新株予約権）  (1,056)  （1,774） 

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

－ －
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

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

１．平成19年５月28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19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

　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　

 

 

 ３．　　　　　　　　　　－

　平成19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
72,357.80円

１株当たり純資産額
43,561.52円

１株当たり当期純利益金
額

8,992.70円

１株当たり当期純利益金
額

7,775.94円

 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

 8,595.14円

 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

7,510.45円

 

 

 

２．平成19年６月26日開催の取締役会の決議に基づき、

平成19年７月２日をもって、以下のとおり株式会社藤

森技術研究所より事業の一部を譲り受けております。

①　事業譲受の内容　

　　ＮＶＤ※事業に関連する知的財産権を含む技術・

　ノウハウ・製品・部材在庫・関連設備および顧客基

　盤等を譲受けの対象としております。

　※ＮＶＤ　Nano Vapor Deposition　微細な粒子か

　  らできた液体をスプレー状に塗布することで薄膜

    を形成する技術

②　譲受価額および決済方法

　　決済方法は現金により、譲受日の平成19年７月２

　日にその一部を、残金は譲渡手続き完了日に決済す

　る予定であります。なお、譲受価額は調整される可

　能性があるため、現時点では確定しておりません。

３．平成18年９月28日開催の第11回定時株主総会の決議

に基づき、平成19年８月17日開催の取締役会において、

以下のとおり新株予約権（ストック・オプション）の

付与内容を確定しております。

①　新株予約権の発行日

　　平成19年８月18日

②　新株予約権の割当対象者および割当数

　　取締役：５名　100個
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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）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　　執行役員および従業員：８名　100個

③　新株予約権の目的たる株式の種類および数

　　当社普通株式　400株

　　（各新株予約権１個当たりの株式数は、平成19年

　　７月１日実施の株式分割により、第11回定時株主

　　総会における承認可決時の１株から２株に変更さ

　　れております。）

④　新株予約権の行使期間

　　平成21年８月18日から平成24年８月17日まで

⑤　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１株につき352,000円

⑥　新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

　　の総額

　　140,800,000円

⑦　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発

　　行価額のうち資本に組入ない額

　　70,400,000円（１株当たり176,000円）

⑧　新株予約権の行使の条件

　 (1)新株予約権者は、権利行使時において当社また

　　　は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行

　　　役員、顧問もしくは従業員の地位を有している

　　　ことを要する。ただし、任期満了による退任、

　　　定年退職その他取締役会が正当な理由があると

　　　認めた場合については、この限りではない。

　 (2)新株予約権の分割行使はできないものとする。

　　　（新株予約権１個を最低単位とする。）。

　 (3)新株予約権の相続は、認めない。

　 (4)新株予約権の質入、その他一切の処分は、認め

　　　ない。

　 (5)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づ

　　　き、当社と新株予約権者との間で締結する新株

　　　予約権割当契約に定める。

 

５．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動

　該当事項はありません。

②その他の役員の異動

　該当事項はありません。

㈱プロデュース（6263）平成 19 年６月期決算短信（非連結）

－ 30 －



(2）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18年７月１日
  　至　平成19年６月30日）

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション事業（千円） 3,589,228 128.0

ファンクションアナライズ事業（千円） 3,235,351 166.4

カスタマイズ事業（千円） 2,879,420 253.1

合計（千円） 9,704,000 164.9

（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 4,517,152 117.0 2,225,356 171.5

ファンクションアナライズ事業 4,692,110 167.2 2,584,587 229.2

カスタマイズ事業 3,644,751 188.5 1,757,175 177.2

合計 12,854,014 149.5 6,567,118 192.2

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記の金額は内示に基づき算定しております。

 

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18年７月１日
  　至　平成19年６月30日）

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション事業（千円） 3,589,228 128.0

ファンクションアナライズ事業（千円） 3,235,351 166.4

カスタマイズ事業（千円） 2,879,420 253.1

合計（千円） 9,704,000 164.9

（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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