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平成20年６月期 第１四半期財務・業績の概況(非連結) 
 

平成19年11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 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 (045)475－9020 

   (百万円未満切捨て)

 
1. 20年６月期第１四半期の業績（平成19年７月１日～平成19年９月30日） 
 (1) 経 営 成 績 (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第１四半期 897 △57.6 △45 ― △59 ― △69 ― 

19年６月期第１四半期 2,119 156.3 △4 ― △21 ― △4 ― 

19年６月期 8,561  147  45  52  
 

 
１ 株 当 た り
四半期(当期)純利益

潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り
四半期(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年６月期第１四半期 △2,025 70 ― ―

19年６月期第１四半期 △175 65 ― ―

19年６月期 2,059 35 1,821 88

 
 (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

20年６月期第１四半期 2,632 705 26.8 14,483 90

19年６月期第１四半期 4,940 300 6.1 11,560 54

19年６月期 3,232 359 11.0 13,600 93

 

 (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

20年６月期第１四半期 △187 △69 102 564 

19年６月期第１四半期 413 △56 △329 734 

19年６月期 1,163 △124 △1,026 719 

 
2. 配 当 の 状 況 

 １ 株 当 た り 配 当 金 

(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

19年６月期  ―  ― ― ― ―

20年６月期  ―  

20年６月期(予想)    

 
3. 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 2,514 △53.5 △75 ― △115 ― △113 ― ― ― 

通  期 6,630 △22.6 134 △8.5 54 20.0 100 90.3 3,786 20 
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4. そ  の  他 

(1) 四半期財務諸表の作成基準              ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無 
(3) 会計監査人の関与                  ： 有 

四半期財務諸表については、名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示
等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   上記に記載した業績予想数値は、現時点で当社が入手可能な情報に基づき判断したものであり、

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今後様々な要因により上記
予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する定性的事項については、【定性的情報・
財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 をご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

1. 経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間（平成19年７月１日～平成19年９月30日）におけるわが国経済は、好調な企

業収益が牽引する形で引き続き回復基調で推移しました。しかしながら、雇用者所得の伸び悩みや年

金問題等将来への不安から個人消費には停滞感があり、加えて米国のサブプライムローン問題等景気

の先行きについては必ずしも楽観できない状況にあります。 

  このような状況のもと、当社は半導体の設計から製造テストに至る工程を効率化するためのソフト

ウェアを主体とするソフトウェア事業を立ち上げるとともに、装置販売に比べ相対的に利益率の高い

テクニカル事業にも積極的な営業活動を展開してまいりました。この結果は、全社売上高に占めるテ

クニカル事業の構成比率が30％に達し、売上総利益率が大幅に改善されることにおいて顕著でありま

す。また、装置販売におきましても堅調に受注を積み上げており、売上実現時期においては下期偏重

ながら順調な販売活動が行われております。 

以上のことから当第１四半期会計期間における業績は、売上高897,987千円（前年同期比57.6％減）、

営業損失45,696千円（前年同期比41,405千円の損失の増加）、経常損失59,723千円（前年同期比

38,527千円の損失の増加）、第１四半期純損失69,490千円（前年同期比64,986千円の損失の増加）と

なりました。 

 

2. 財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の財政状態につきましては、前事業年度末に比べ総資産が599,988千円減少

するとともに、負債も945,671千円減少する一方、純資産は345,683千円の増加となりました。これら

の主な要因は次のとおりであります。 

流動資産は2,472,342千円（前事業年度末比560,790千円の減少）となりました。これは売上債権が

444,498千円減少、棚卸資産が23,261千円減少するなかで現金及び預金が145,323千円減少したものの、

前渡金が65,445千円増加したことによるものであります。固定資産は160,085千円（前事業年度末比

39,197千円の減少）となりました。これは主として本社移転に伴う差入保証金の減少によるものです。 

  流動負債は1,805,984千円（前事業年度末比923,142千円の減少）となりました。これは、買掛金が

586,045千円、短期借入金及び一年以内返済予定の長期借入金の合計が281,234千円それぞれ減少した

ことによるものです。 

  純資産につきましては、705,612千円（前事業年度末比345,683千円の増加）となりました。これは

主として、第三者割当増資に伴う資本の増強417,005千円があった一方、第１四半期純損失が69,490千

円発生したことによるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、税引前第１

四半期純損失を69,309千円計上すると同時に、仕入債務の減少、長期・短期借入金の減少又は営業譲

受による支出等の資金減少がありましたが、売上債権の大幅な減少に伴い前事業年度末に比べ155,226

千円の減少にとどまる564,547千円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   当第１四半期会計期間において営業活動の結果支出した資金は、187,766千円（前年同期は
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413,325千円の収入）となりました。これは売上債権の減少444,498千円、たな卸資産の減少23,261

千円等に伴う資金増加はあったものの、税引前第１四半期純損失が69,309千円になるとともに、仕

入債務の大幅な減少586,045千円等の資金減少があったことが主たる要因であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

   当第１四半期会計期間において投資活動の結果支出した資金は、69,377千円（前年同期比12,716

千円の増加）となりました。これは前事業年度に実施した営業譲受に伴う支出が63,090千円、本社

移転に伴う有形固定資産の取得による支出が6,466千円あったこと等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) 

当第１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、102,715千円（前年同期は

329,271千円の支出）となりました。これは株式の発行に伴う収入410,280千円から金融機関への借

入金返済304,565千円と過年度に発行した新株予約権を買い取るために支出した3,000千円を差し引

いたものであります。 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 

 ［業績予想に関する定性的情報等］ 

第１四半期の業績は予定どおり推移しており、平成19年８月14日に公表いたしました業績予想に

変更はありません。 

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

動等の潜在的なリスクや不確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が記載の見通

しとは異なる可能性があります。 
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4. 四半期財務諸表 

(1) 第１四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 

  
当第１四半期会計期間末
(平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間末
(平成18年９月30日) 

増  減 
（参 考） 

平成19年６月期 

区分 
注記
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 1. 現金及び預金  596,256 748,373 △152,117 △20.3 741,579

 2. 受取手形 ※3 367,054 13,258 353,795 2,668.4 76,194

 3. 売掛金  429,817 2,408,970 △1,979,152 △82.2 1,165,176

 4. たな卸資産  877,111 1,386,079 △508,967 △36.7 900,372

 5. 前渡金  114,241 71,814 42,427 59.1 48,796

 6. その他  98,880 131,683 △32,803 △24.9 115,793

   貸倒引当金  △11,019 △35,729 24,709 69.2 △14,780

   流動資産合計  2,472,342 93.9 4,724,450 95.6 △2,252,107 △47.7 3,033,133 93.8

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物  15,733 17,510 △1,777 △10.1 16,092

  (2) 機械装置  15,101 ― 15,101 100.0 17,437

  (3) 工具器具及び備品  14,877 9,434 5,443 57.7 11,295

   有形固定資産合計  45,712 1.8 26,945 0.5 18,767 69.6 44,825 1.4

 2. 無形固定資産    

  (1) のれん  78,116 ― 78,116 100.0 82,803

  (2) ソフトウェア  4,003 3,930 73 1.9 4,364

   無形固定資産合計  82,119 3.1 3,930 0.1 78,189 1,989.5 87,167 2.7

 3. 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  1,052 35,898 △34,845 △99.0 1,056

  (2) 出資金  10 104,499 △104,489 △100.0 10

  (3) その他  31,190 44,979 △13,788 △30.7 66,224

   投資その他の資産合計  32,253 1.2 185,376 3.8 △153,122 △82.6 67,290 2.1

   固定資産合計  160,085 6.1 216,251 4.4 △56,166 △26.0 199,283 6.2

   資産合計  2,632,428 100.0 4,940,702 100.0 △2,308,273 △46.7 3,232,416 100.0
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（単位：千円、％） 

  
当第１四半期会計期間末
(平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間末
(平成18年９月30日) 

増  減 
（参 考） 

平成19年６月期 

区分 
注記
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 1. 買掛金  528,886 2,362,836 △1,833,950 △77.6 1,114,931

 2. 短期借入金  928,684 1,649,387 △720,703 △43.7 1,184,734

 3. 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

 127,765 284,792 △157,027 △55.1 152,949

 4. 賞与引当金  17,020 10,271 6,748 65.7 ―

 5. その他  203,628 85,587 118,041 137.9 276,512

   流動負債合計  1,805,984 68.6 4,392,875 88.9 △2,586,890 △58.9 2,729,126 84.4

Ⅱ 固定負債    

 1. 長期借入金  120,024 247,789 △127,765 △51.6 143,355

 2. 繰延税金負債  807 36 771 2,129.1 5

   固定負債合計  120,831 4.6 247,825 5.0 △126,993 △51.2 143,360 4.5

   負債合計  1,926,816 73.2 4,640,700 93.9 △2,713,883 △58.5 2,872,487 88.9

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 1. 資本金  494,155 18.8 283,852 5.7 210,302 74.1 285,652 8.8

 2. 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  488,055 277,752 210,302 75.7 279,552

    資本剰余金合計  488,055 18.5 277,752 5.6 210,302 75.7 279,552 8.6

 3. 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  △241,550 △229,449 △12,100 5.3 △172,059

    利益剰余金合計  △241,550 △9.1 △229,449 △4.6 △12,100 5.3 △172,059 △5.3

 4. 自己株式  △36,225 △1.4 △36,225 △0.7 ― ― △36,225 △1.1

   株主資本合計  704,435 26.8 295,930 6.0 408,504 138.0 356,920 11.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

 6 0.0 52 0.0 △46 △88.2 8 0.0

 2. 繰延ヘッジ損益  1,170 0.0 1,018 0.0 152 14.9 ― ―

   評価・換算差額等合計  1,176 0.0 1,070 0.0 105 9.9 8 0.0

Ⅲ 新株予約権  ― ― 3,000 0.1 △3,000 △100.0 3,000 0.1

   純資産合計  705,612 26.8 300,001 6.1 405,610 135.2 359,929 11.1

   負債純資産合計  2,632,428 100.0 4,940,702 100.0 △2,308,273 △46.7 3,232,416 100.0
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(2) 第１四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

  
当第１四半期会計期間

 (自 平成19年７月１日）
(至 平成19年９月30日)

前第１四半期会計期間
 (自 平成18年７月１日）
(至 平成18年９月30日)

増  減 
（参 考） 

平成19年６月期 

区分 
注記
番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ 売上高  897,987 100.0 2,119,578 100.0 △1,221,590 △57.6 8,561,287 100.0

Ⅱ 売上原価  764,467 85.1 1,970,017 92.9 △1,205,549 △61.2 7,811,890 91.3

   売上総利益  133,519 14.9 149,560 7.1 △16,040 △10.7 749,396 8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  179,216 20.0 153,852 7.3 25,364 16.5 602,045 7.0

   営業利益又は 
   営業損失(△) 

 △45,696 △5.1 △4,291 △0.2 △41,405 964.7 147,350 1.7

Ⅳ 営業外収益 ※1 9,170 1.0 6,946 0.3 2,223 32.0 26,996 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2 23,196 2.6 23,851 1.1 △654 △2.7 128,669 1.5

   経常利益又は 
   経常損失(△) 

 △59,723 △6.7 △21,196 △1.0 △38,527 181.8 45,677 0.5

Ⅵ 特別利益 ※3 3,760 0.4 ― ― 3,760 100.0 2,203 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 13,347 1.4 7,039 0.3 6,307 89.6 10,566 0.1

税引前第１四半期純損
失(△)及び税引前当期
純利益 

 △69,309 △7.7 △28,235 △1.3 △41,074 145.5 37,315 0.4

法人税、住民税及び事
業税 

※6 180 0.0 △23,732 △1.1 23,912 △100.8 △15,571 △0.2

第１四半期純損失(△)
及び当期純利益 

 △69,490 △7.7 △4,503 △0.2 △64,986 1,443.0 52,886 0.6
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９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18年６月30日残高(千円) 283,602 277,502 277,502

第１四半期会計期間中の変動額 

 新株の発行 250 250 250

第１四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
250 250 250

平成18年９月30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

第１四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  500

 第１四半期純利益 △4,503 △4,503  △4,503

 自己株式の取得  

第１四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
△4,503 △4,503  △4,003

平成18年９月30日残高(千円) △229,449 △229,449 △36,225 295,930

 

 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

第１四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  500

 第１四半期純利益  △4,503

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の第１四 
半期会計期間中の変動額(純額) 

22 295 317 3,000 3,317

第１四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
22 295 317 3,000 △685

平成18年９月30日残高(千円) 52 1,018 1,070 3,000 300,001

 
 

 

 



 
 
 
 
 

㈱ノア（3383）平成20年６月期 第１四半期財務・業績の概況 

― 9 ― 

当第１四半期会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９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19年６月30日残高(千円) 285,652 279,552 279,552

第１四半期会計期間中の変動額 

 新株の発行 208,502 208,502 208,502

第１四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
208,502 208,502 208,502

平成19年９月30日残高(千円) 494,155 488,055 488,055

 

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19年６月30日残高(千円) △172,059 △172,059 △36,225 356,920

第１四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  417,005

 第１四半期純利益 △69,490 △69,490  △69,490

 自己株式の取得  

第１四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
△69,490 △69,490  347,514

平成19年９月30日残高(千円) △241,550 △241,550 △36,225 704,435

 

 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19年６月30日残高(千円) 8 ― 8 3,000 359,929

第１四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  417,005

 第１四半期純利益  △69,490

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の第１四 
半期会計期間中の変動額(純額) 

△2 1,170 1,168 △3,000 △1,831

第１四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
△2 1,170 1,168 △3,000 345,683

平成19年９月30日残高(千円) 6 1,170 1,176 ― 705,612
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前事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

 

株主資本 

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

事業年度中の変動額 

 新株の発行 2,050 2,050 2,050

事業年度中の変動額合計(千円) 2,050 2,050 2,050

平成19年６月30日残高(千円) 285,652 279,552 279,552

 

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

事業年度中の変動額  

 新株の発行  4,100

 当期純利益 52,886 52,886  52,886

 自己株式の取得  

事業年度中の変動額合計(千円) 52,886 52,886  56,986

平成19年６月30日残高(千円) △172,059 △172,059 △36,225 356,920

 

 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

事業年度中の変動額  

 新株の発行  4,100

 当期純利益  52,886

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△22 △722 △744 3,000 2,256

事業年度中の変動額合計(千円) △22 △722 △744 3,000 59,241

平成19年６月30日残高(千円) 8 ― 8 3,000 359,929
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(4) 第１四半期キャッシュ・フロー計算書                      （単位：千円） 

  
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日）
(至 平成19年９月30日)

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日） 
(至 平成18年９月30日) 

（参 考） 
平成19年６月期 

区分 
注記 
番号 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   税引前第１四半期純損失(△)及び税
引前当期純利益 

 △69,309 △28,235 37,315

   減価償却費  5,684 1,904 17,632

   のれん償却費  4,686 ― 10,936

   長期前払費用償却  9 23 88

   賞与引当金の増加額  17,020 10,271 ―

   貸倒引当金の増減額  △3,760 9,071 △11,878

   受取利息及び受取配当金  △1,088 △244 △1,521

   為替差損益  798 △1,518 △1,702

   支払利息  8,397 10,136 39,998

   固定資産除却損  3,368  

   投資有価証券評価損  ― 99 3,626

   関係会社出資金評価損  ― ― 26,360

   売上債権の増減額  444,498 △745,887 434,970

   たな卸資産の増減額  23,261 △108,535 455,097

   その他資産の増減額  △24,066 △26,211 13,617

   仕入債務の増減額  △586,045 1,340,449 92,545

   未払費用の増減額  △26,219 △37,491 5,207

   その他負債の増減額  18,080 △2,333 74,767

   その他  6,724 1,907 5,804

    小計  △177,960 423,406 1,202,863

   利息及び配当金の受取額  1,489 216 1,074

   利息の支払額  △7,178 △7,481 △36,004

   法人税等の支払額  △4,117 △2,814 △3,969

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △187,766 413,325 1,163,963

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  △9,902 △2,800 △10,503

   有形固定資産の取得による支出  △6,466 △823 △3,902

   関係会社株式の取得による支出  ― ― △35,200

   関係会社株式の売却による収入  ― ― 31,240

   無形固定資産の取得による支出  0 △1,272 △2,749

   営業譲受による支出  △63,090 ― △57,768

   投資有価証券購入による支出  ― △35,200 ―

   貸付による支出  ― △14,124 △36,124

   貸付金の回収による収入  10,000 ― 14,124

   差入保証金の支出  ― △2,941 △23,879

   差入保証金の返還による収入  138 503 1,514

   長期前払費用の支出  △55 △2 △1,513

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △69,377 △56,660 △124,762

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金による収支  △256,050 △265,550 △730,203

   長期借入金による収入  ― ― ―

   長期借入金の返済による支出  △48,515 △65,314 △301,591

   株式の発行による収入  410,280 △1,407 3,464

   新株予約権の発行による収入  ― 3,000 1,841

   新株予約権の取得による支出  △3,000 ― ―

   自己株式の取得・売却による収支  ― ― ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー  102,715 △329,271 △1,026,488

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △798 1,518 1,702

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △155,226 28,911 14,414

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  719,774 705,359 705,359

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末 
(期末)残高 

※1 564,547 734,270 719,774
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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 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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・フローも981百万円

の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

第１四半期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

景とした前事業年度末における受注

残高は3,842百万円に至り、売上高

2,119百万円を計上した当第１四半

期末における受注残高も2,499百万

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。 

― 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

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

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。 

― 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

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

第１四半期末の自己資本比率は

6.1パーセントにとどまりました

が、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

的な中古装置発生による借入金の

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。 

― 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

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。 

・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、第１

四半期会計期間におきましても413

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

― 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

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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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

（１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期末の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）によっておりま

す。 

（１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

 

 

同左 

 

（１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定）を採

用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

 

              ― 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

  （２）子会社株式 

― ― 移動平均法による原価

法を採用しております。 

（３）デリバティブ （３）デリバティブ （３）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 

（４）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。 

（４）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 

（４）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 

機械装置 3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 

機械装置 3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 

のれん 

支出の効果及び期間

(５年)に基づく均等

償却によっておりま

す。 

 

― 

のれん 

支出の効果及び期間

(５年)に基づく均等

償却によっておりま

す。 

ソフトウェア 

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。 

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 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用としており

ます。 

― 

株式交付費 

支出時に全額費用としており

ます。 
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項目 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

（１）貸倒引当金 

 

 

 

同左 

（１）貸倒引当金 

 

 

 

同左 

４．引当金の計上基準 

（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

賞与支給見込額の当第１四

半期会計期間負担額を計上

しております。 

（２）賞与引当金 

 

 

同左 

 

 

 

― 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ－

ス取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

６．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、為替予

約については、振当処理の

要件を満たしている場合に

は、振当処理を採用してお

り、金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

している場合には特例処理

を採用しております。 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭

債権債務等 

金利スワップ 借入金の利息

  
 

（１）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

 

同左 

（１）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

 

同左 

 （３）ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の

変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っておりま

す。金利スワップ取引につ

いては、将来の金利の変動

によるリスクをヘッジして

おり、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

 

（３）ヘッジ方針 

 

 

 

 

 
 

同左 

（３）ヘッジ方針 

 

 

 

 

 
 

同左 
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項目 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19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 

７．第１四半期キャッシ

ュ・フロー計算書（キ

ャッシュ・フロー計算

書）における資金の範

囲 

第１四半期キャッシュ・フ

ロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっておりま

す。 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３か月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 

８．その他第１四半期財務

諸表（財務諸表）作成

のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 

同左 

消費税等の会計処理 

 

同左 
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会計処理方法の変更 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等） 

「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298,983千円でありま 
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。 

― 

― 

（ストック･オプション等に関する会
計基準） 

  当第１四半期会計期間から「ス
トック･オプション等に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平
成17年12月27日 企業会計基準第
８号）及び「ストック･オプション
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18年５月31日 企業会計基準
適用指針第11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。 

― 

― ― 

（減価償却の方法の変更） 
  当事業年度より、法人税法の改
正に伴い、平成19年４月１日以降
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、これによる損益に与え
る影響は軽微であります。 

― ― 

（繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い） 

  当事業年度より、「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、当事
業年度より、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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(5) 注記事項 

(第１四半期貸借対照表関係) 
 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年６月30日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計 

   額 
35,775千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 
18,063千円

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 
32,747千円

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、流動負債

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、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 

２． 

 

 

― 

 

※３．期末日満期手形の会計処理
は、手形交換日をもって決済処
理しております。なお、当事業
年度期末日は金融機関の休業日
であったため、次の期末日満期
手形が期末残高に含まれており
ます。 
受取手形    26,213千円 

 

※３． 

 

 

― 

※３．期末日満期手形の会計処理
は、手形交換日をもって決済処
理しております。なお、当事業
年度期末日は金融機関の休業日
であったため、次の期末日満期
手形が期末残高に含まれており
ます。 
受取手形     10,048千円

4.受取手形割引高   300,000千円 

 

４．受取手形割引高 47,250千円
売掛金譲渡担保高 

223,787千円

４．受取手形割引高 260,190千円

 

 ５．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行 行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。当第１四半期会計期間末に

おける当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入金未実

行残高等は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出コミ

ットメントの総額 

 1,750,000千円

貸出実行残高 858,500千円

差 引 額 891,500千円

  

 ５．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。当第１四半期会計期間末に

おける当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入金未実

行残高等は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出コミ

ットメントの総額 

 2,600,000千円

貸出実行残高 1,334,000千円

差 引 額 1,266,000千円
 

 ５．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 

 1,750,000千円

貸出実行残高 1,089,500千円

差 引 額 660,500千円
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(第１四半期損益計算書関係) 
 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 1,087千円

受取配当金 1千円

為替差益 6,873千円

受取賃貸料 1,200千円
 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 240千円

受取配当金 4千円

為替差益 1,905千円
 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 1,517千円

受取配当金 4千円

仕入割引 1,586千円

為替差益 14,218千円

受取賃貸料 6,927千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 8,397千円

支払手数料 5,135千円

株式交付費 3,724千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 10,136千円

支払手数料 6,320千円

新株発行費 4,907千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 39,998千円

債権売却損 31,511千円

支払手数料 26,677千円
 

※３．特別利益の主なもの 

貸倒引当金戻入益 3,760千円 
 

※３．特別利益の主なもの 

― 

※３．特別利益の主なもの 

貸倒引当金戻入益 2,203千円 
 

※４．特別損失の主なもの 

固定資産除却損 3,368千円 

本社移転費 9,979千円 

  
 

※４．特別損失の主なもの 

前期損益修正損 6,940千円 
 

※４．特別損失の主なもの 

前期損益修正損 6,940千円 
 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 5,323千円

無形固定資産 360千円

計 5,684千円

 

※６．当第１四半期会計期間におけ

る税金費用については簡便法に

よる税効果会計を採用しており

ますので、法人税等調整額を含

めた金額で、一括掲記しており

ます。 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 1,637千円

無形固定資産 267千円

計 1,904千円

 

※６． 

同左 

 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 16,321千円

無形固定資産 1,311千円

計 17,632千円

 

※６． 

― 
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９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 
当四半期会計期間 

増加株式数 
当四半期会計期間 

減少株式数 
当四半期会計期間末

株式数 

発行済株式  

 普通株式(株)(注) 25,973 56 ― 26,029

自己株式  

 普通株式(株) 338 ― ― 338

（注）普通株式の当四半期会計期間増加株式数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 
当四半期 
会計期間末 

当四半期会計
期間末残高
(千円) 

提出会社 
平成18年新株予約権 
(注) 

普通株式 ― 8,000 ― 8,000 3,000

合計 ― 8,000 ― 8,000 3,000

（注）平成18年新株予約権の当四半期会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 

 

当第１四半期会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９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 
当四半期会計期間 

増加株式数 
当四半期会計期間 

減少株式数 
当四半期会計期間末

株式数 

発行済株式  

 普通株式(株)(注) 26,581 22,474 ― 49,055

自己株式  

 普通株式(株) 338 ― ― 338

（注）普通株式の当四半期会計期間増加株式数22,474株は、第三者割当増資によるものであります。 

２．新株予約権及び自己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 
当四半期 
会計期間末 

当四半期会計
期間末残高
(千円) 

提出会社 
平成18年新株予約権 

(自己新株予約権) 
普通株式

8,000
―

―
（8,000）

8,000
（8,000） 

― 
― 

―
―

合計 
8,000

―
―

（8,000）
8,000

（8,000） 
― 
― 

―
―

（注)１ 平成18年自己新株予約権の当四半期会計期間増加は、新株予約権の取得によるものであります。 

（注)２ 平成18年新株予約権及び自己新株予約権の当四半期会計期間減少は、新株予約権の消却によるものであ

ります。 
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前事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19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) 25,973株 608株 ―株 26,581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608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 当事業年度末 

当事業年度末
残高(千円)

提出会社 
平成18年新株予約権 
(注) 

普通株式 ― 8,000 ― 8,000 3,000

合計 ― 8,000 ― 8,000 3,000

（注）平成18年新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 
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(第１四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

※１．現金及び現金同等物の第１四

半期末残高と第１四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成19年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 596,256千円

預入期間が３ケ月を
越える定期預金 31,708千円

現金及び現金同等物 564,547千円
  

※１．現金及び現金同等物の第１四

半期末残高と第１四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 748,373千円

預入期間が３ケ月を
越える定期預金 14,102千円

現金及び現金同等物 734,270千円
  

※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19年６月30日現在)

現金及び預金勘定 741,579千円

預入期間が３ケ月を
越える定期預金 21,805千円

現金及び現金同等物 719,774千円
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(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び第１四

半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第１四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具
及び備品 

18,182 4,503 13,678 

ソフト 
ウェア 

5,900 4,523 1,376 

合計 24,082 9,026 15,055 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び第１四

半期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

第１四半
期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

7,420 3,375 4,045

ソフト
ウェア

5,900 3,343 2,556

合計 13,320 6,718 6,601
 

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 4,387 3,032

ソフト
ウェア

5,900 4,228 1,671

合計 13,320 8,615 4,704
 

 

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年内 4,702千円

１年超 10,897千円

合計 15,600千円
 

 

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年内 2,565千円

１年超 4,614千円

合計 7,180千円
 

 

２．未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 2,678千円

１年超 2,591千円

合計 5,270千円
 

 

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 903千円

減価償却費 
相当額 

859千円

支払利息相当額 70千円
 

 

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 734千円

減価償却費 
相当額 

632千円

支払利息相当額 115千円
 

 

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 406千円
 

 

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 

 



 
 
 
 
 

㈱ノア（3383）平成20年６月期 第１四半期財務・業績の概況 

― 27 ― 

(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

第１四半期貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 

株式 609

 
 

698 89

計 609 698 89

（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 第１四半期貸借対照表計上額 (千円) 

子会社株式 
 

35,200 
 

計 35,200 

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 

 

当第１四半期会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

第１四半期貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 

株式 600

 
 

611 10

計 600 611 10

（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 第１四半期貸借対照表計上額 (千円) 

株式 
 

441 
 

計 441 

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 

 

前事業年度末(平成19年６月30日) 

１ 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 600

 
 

614 14

計 
600

 
614 14

（注）取得原価は、減損後の数値を用いております。 
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２ 時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

区分 当事業年度末貸借対照表計上額 (千円) 

株式 441 

計 441 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期会計期間末（平成19年9月30日） 

   当社は為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、

取引の時価等に関する事項は開示の対象から除いております。 

 

前第１四半期会計期間末（平成18年9月30日） 

   当社は為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、

取引の時価等に関する事項は開示の対象から除いております。 

 

前事業年度末（平成19年6月30日） 

   当社は為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、

取引の時価等に関する事項は開示の対象から除いております。 
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(ストック・オプション等関係) 

前第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

１．当該第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

    該当事項はありません。 

２．ストック・オプションの内容及び規模 

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。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

  当第１四半期会計期間に付与したストック･オプションはありません。 
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前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１) ストック･オプションの内容 

 第２回 
ストック･オプション 

第３回 
ストック･オプション 

第４回 
ストック･オプション 

第５回 
ストック･オプション

付与対象者の
区分及び数 

取締役４名  
従業員１名 

従業員６名 従業員14名 

DKR SoundShore Oasis 
Holding Fund,Ltd. 及
び CEDAR DKR Holding 
Fund Ltd. 

ストック･オ
プションの数 普通株式 4,088株 普通株式 112株 普通株式 168株 普通株式 8,000株 

付与日 平成15年６月30日 平成16年３月30日 平成16年９月21日 平成18年８月11日 

権利確定条件 

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

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

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

定めておりません。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 

自 平成17年６月21日 
至 平成22年６月20日 
ただし、権利確定後退
職した場合は行使でき
ない。 

自 平成18年３月31日
至 平成23年３月30日
ただし、権利確定後退
職した場合は行使でき
ない。 

自 平成18年７月31日 
至 平成23年７月30日 
ただし、権利確定後退
職した場合は行使でき
ない。 

自 平成18年８月14日
至 平成21年８月11日
 

 
(２) ストック･オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック･オプションを対象とし、ストック･オプションの数については、株式数
に換算して記載しております。 

① ストック･オプションの数 

 第２回 
ストック･オプション 

第３回 
ストック･オプション

第４回 
ストック･オプション 

第５回 
ストック･オプション

権利確定前（株）     

期首 ― ― ― ―

付与 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ―

未確定残 ― ― ― ―

権利確定後（株）   

期首 4,088 112 168 8,000

権利確定 ― ― ― ―

権利行使 592 16 ― ―

失効 ― 8 72 ―

未行使残 3,496 88 96 8,000
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② 単価情報 

 第２回 
ストック･オプション

第３回 
ストック･オプション

第４回 
ストック･オプション 

第５回 
ストック･オプション

権利行使価格(円) 6,250 25,000 38,750 35,710 (注)

行使時平均株価(円) 41,950 35,850 ― ―

公正な評価単価 (付与日)(円) ― ― ― 375

（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。 

 

 

(持分法損益等) 

前第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

   該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

   該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

   該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 14,483.90円 

１株当たり 
第１四半期 
純損失金額 

2,025.70円 

 
 

 

１株当たり 
純資産額 11,560.54円 

１株当たり 
第１四半期 
純損失金額 

175.65円 

 

１株当たり 
純資産額 13,600.93円 

１株当たり 
当期純利益金額 2,059.35円 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

1,821.88円 

 
 
潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益金額については、潜在株
式が存在するものの１株当たり第１
四半期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株当たり第１四

半期純利益金額については、潜在株
式が存在するものの１株当たり第１
四半期純損失であるため記載してお
りません。 
当社は、平成18年２月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ
ております。 
なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前第１四半
期会計期間における１株当たり情報
については、以下のとおりとなりま
す。 
１株当たり 
純資産額 18,024.76円 

１株当たり 
当期純損失金額 5,081.88円 
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(注) １株当たり第１四半期純利益(純損失)金額又は当期純利益金額潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)

純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成19年９月30日)

前第１四半期会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日
至 平成19年６月30日)

第１四半期(当期)純損失(△) 
(千円) 

△69,490 △4,503 52,886 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る 

第１四半期(当期)純損失(△) 

(千円) 

△69,490 △4,503 52,886 

普通株式の期中平均株式数(株) 34,304 25,638 25,681 

潜在株式調整後１株当たり第１四

半期(当期)純利益の算定に用いら

れた当期純利益調整額の主要な内

訳(千円) 

― ― ― 

第１四半期(当期)純利益調整額 

(千円) 
― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり第１四

半期(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 

3,318

第３回新株予約権 

29

普通株式増加数(株) ― ― 3,347 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第１四半期

(当期)純利益又は第１四半期純損

失の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

新株予約権３種類 

 （新株予約権の数 

3,680個)

第２回新株予約権 
3,496個

第３回新株予約権 
88個

第４回新株予約権 
96個

新株予約権４種類 

 （新株予約権の数 

12,264個)

第２回新株予約権 
4,040個

第３回新株予約権 
104個

第４回新株予約権 
120個

第５回新株予約権 
8,000個

新株予約権２種類 

 （新株予約権の数 

8,096個)

第４回新株予約権 
96個

第５回新株予約権 
8,000個
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(重要な後発事象) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

（重要な営業譲受） 
当社は、平成18年９月19日開催の

取締役会の決議に基づき、Credence 
Systems Corporation（以下クリー
デンスシステムズ社）との間で、ク
リーデンスシステムズ社日本法人の
半導体製品解析関連の診断解析グル
ープ製品すべての保守・アプリケー
ションサポート並びにFIB回路修正
事業に関する営業譲受に関する交渉
を開始し、平成18年11月１日付で合
意いたしました。 
 

１．譲受の目的 
当社が国内代理店として既に販
売中の同社装置群に加えて、保
守・アプリケーションサポート
並びにFIB回路修正事業を取り
込むことにより、半導体製造に
必要とされる設計検証・不良解
析・物理解析等のニーズに対し
てトータルソリューションを提
供することができると考えてお
ります。 

２．譲り受ける資産 
対象事業に係る固定資産（機械
装置）、たな卸資産。 

３．譲受日 
  平成18年11月１日 
４．その他 

従業員は譲受日をもって当社へ
移籍しております。 

（新株予約権の取得及び消却） 
 当社は、平成19年８月１日開催の
取締役会において、当社が発行した
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。）につ
いて、残存するそのすべてを取得し
消却することを決議しました。 
なお、この取締役会決議に基づき平
成19年９月４日に本新株予約権取得
及び消却は完了しております。 
 
１．取得及び消却の理由 

当社は、将来の自己資本増強等
を目的として、DKR SoundShore 
Oasis Holding Fund,Ltd.及び
CEDAR DKR Holding Fund,Ltd.
を割当先とし、平成18年８月11
日を割当日とする本新株予約権
を発行いたしました。 
本新株予約権には、権利行使に
よる資本増強を促進するため行
使価額の修正条項が付されてお
りますが、最近の当社株価は現
行行使価額や行使価額の修正条
項に規定する下限行使価額を大
きく下回る水準で推移してお
り、本新株予約権の権利行使及
びそれによる資本増強等は見込
めない状況となっております。
このような状況のもとで今後当
社が新たに自己資本増強等を検
討する場合、その方法等におい
て選択肢が大幅に制限されるこ
とが予想されます。 
以上のことから当社の資金調達
の機動性を確保するため、当社
は本新株予約権発行要項第13条
(1)項に基づきこれを取得し、
会社法第276条第１項に基づき
本新株予約権を全て消却いたし
ます。 

  ２．取得及び消却の概要 
(1) 取得及び消却する新株予約権

の銘柄 
株式会社ノア第５回新株予約
権 

(2) 取得及び消却する新株予約権
の数 
取得日における未行使新株予
約権のすべて 
         （80個）

(3) 取得価額 
本新株予約権１個当たり 
        37,500円 
    （総額3,000,000円）

３．取得日及び消却日 
平成19年９月４日 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― ― 

（第三者割当による新株式の発行）
 当社は、平成19年８月14日開催の
取締役会において第三者割当により
発行される株式の募集を行うことに
ついて決議しました。 
 なお、この決議に基づき払込が平
成19年８月29日に、又、新株券交付
は平成19年８月30日に完了しており
ます。 
 
１．発行新株式数 

22,474株 
２．発行価額 

18,555円 
３．発行価額の総額 

417,005,070円 
４．資本組入額 

208,502,535円 
５．募集又は割当方法 

トライハードＮＯＡＨ投資事業
有限責任組合に対する第三者割
当 

６．申込期間 
平成19年８月22日（水） 

７．払込期日 
平成19年８月29日（水） 

８．新株券交付日 
平成19年８月30日（木） 

９．その他有価証券届出書に記載し
ている内容のうち発行株式に関
する必要な内容 
当社は割当先より発行日（平成
19年８月29日）より２年以内に
新株式を譲渡する場合には、そ
の旨を当社に速やかに報告する
旨の確約を得ております。 

10．前期各号については、証券取引
法による届出の効力発生を条件
とする。 
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(6) 事業部門別売上高 

 当第１四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

（千円） 

前年同期比（％） 

半導体プロセス装置 482,489 31.3 

半導体メトロロジー装置 126,685 28.3 

テクニカル 269,587 210.7 

ソフトウェア 19,225 ― 

合 計 897,987 42.4 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




