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半期報告書提出予定日 平成20年３月31日 配当支払開始予定日 ― 

   
(百万円未満切捨て) 

1. 19年12月中間期の業績（平成19年７月１日～平成19年12月31日） 
(1) 経営成績                                      (％表示は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月中間期 2,054 (△62.0) △34 ( － ) △59 ( － ) △73 ( － ) 

18年12月中間期 5,406 (195.8) 119 ( － ) 50 ( － ) 62 ( － ) 

19年６月期 8,561 ― 147 ― 45 ― 52 ― 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 円 銭 円 銭

19年12月中間期 △1,780 46 － － 

18年12月中間期 2,430 89 2,096 60 

19年６月期 2,059 35 1,821 88 
 
(参考) 持分法投資損益 18年12月中間期 － 百万円 19年12月中間期 － 百万円 19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12月中間期 2,630 699 26.6 14,329 10 

 18年12月中間期 6,674 365 5.4 14,120 86 

 19年６月期 3,232 359 11.0 13,600 93 
 
(参考) 自己資本 18年12月中間期 362百万円 19年12月中間期 699百万円 19年６月期 356百万円

 
(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12月中間期 △89 △42 15 603 

 18年12月中間期 423 △50 △488 588 

 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(実績) ― ―   

20年６月期(予想)   ― ― 
0円00銭

 
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）         (％表示は対前期増減率) 

 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

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) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの) 

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、29ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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) 
18年12月

中間期
26,029株

19年12月
中間期

49,127株 19年６月期 26,581株

② 期末自己株式数 
18年12月

中間期
338株

19年12月
中間期

338株 19年６月期 338株

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、41～42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 

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、４ページ
「１ 経営成績 (1)経営成績に関する分析 ②通期の見通し」をご参照ください。 

㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

  ①当中間会計期間の概況 

当中間会計期間（平成19年７月１日～平成19年12月31日）におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景と

した雇用情勢や個人消費の好転等緩やかな拡大基調を維持いたしました。一方でガソリンや灯油等の石油製品

の急激な価格高騰、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な株価下落など景気の先行きへの不透

明感が急速に強まりました。 

当社が属する半導体関連業界におきましては、薄型テレビや携帯型音楽プレーヤー等に対する需要は高水準

で推移しているものの、増産等による価格の下落圧力は想定以上に強く個別の企業業績という点では各社明暗

を分けつつあります。 

   このような市場環境の中、当社は前年度に発生した装置販売に係る大型代理店権の喪失を補うべくソフトウ

ェア事業（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販売を主体とした事業）

を立ち上げるとともに、高い技術力を背景とした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。この結果は売上総利益率が前年同期比7.3％増と大幅に改善し15.7％となったことにおいて顕著であります。 

しかしながら、前年度売上高の40％超を占めた大型代理店権の喪失に伴う販売金額の減少は他の取扱商品の

伸張だけでは補うに至らず、当中間会計期間におきましては営業損失及び経常損失を計上しております。一方、

過年度から続く売上及び利益の下期偏重は今期においても継続しており、堅調に積上げた受注残高を背景に新

規取扱商品も含めた順調な販売活動は下期において結実するものと見込んでおります。 

以上の結果、当中間会計期間における業績は、売上高2,054,427千円（前年同期比62.0％減）、営業損失34,669

千円（前年同期は営業利益119,831千円）、経常損失59,713千円（前年同期は経常利益50,328千円）、中間純損

失73,908千円（前年同期は中間純利益62,387千円）となりました。 

部門別業績は次のとおりであります。 

半導体プロセス装置事業 

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設備投資は行われているものの、

当社におきましては前中間会計期間に当該装置事業の売上げの約80％を占めた大型代理店権の消失により、

売上金額の大幅減少という厳しい状況が続いております。しかしながらリベラ社の全自動XPS装置は堅調に推

移し、ノードソンアシムテック社のディスペンス装置や新規代理店ビジネス拡充に伴うティーガル社のアッ

シャー装置も順調に売上実績を伸ばしました。一方、中古プロセス装置販売におきましては販売手法の改善

を図る取組みが継続的に行われたことにより、回復基調へと重心を移しているものの、期初の販売計画を達

成するには至りませんでした。その結果、売上高は888,608千円（前期比78.6％減）となりました。 

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、トプコン社のウェーハ表面検査装置が国内・海外販売とも

に順調に推移しております。その一方、当社のメトロロジー装置販売における主たる商材として成長を牽引

しております東レエンジニアリング社のウェーハ外観検査装置は、新規顧客開拓が順調に進みながらもリピ

ート販売に関しては一部得意先の設備投資停滞の影響を受けたため、前年同期比、期初販売計画比ともに下

回っております。しかしながら当該装置の有効性は市場においても浸透してきており、下期におきましては

受注を積上げていくことが予想されます。また、かつては収益の柱でありました中古メトロロジー装置事業

は、購買方法並びに海外への販売経路を含め事業の再構築の途上にあり、下期さらには来年度へ向けた地道
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な営業活動を行っております。その結果、売上高は570,805千円（前期比40.1％減）となりました。 

テクニカル事業 

テクニカル事業におきましては、自社再生案件の減少並びに各種メンテナンス受託に関する事業減少はあ

りましたが、昨年度より事業を開始しましたティーガル社製の部品販売並びに技術サービス事業やクリーデ

ンス社製の検査・解析装置等の技術サービス事業が当社の高い技術力を背景に順調に推移いたしました。そ

の結果、売上高は516,580千円（前年同期比64.5％増）となりました。 

②通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、企業の設備投資や個人所得は底堅く推移するとみられるものの、サブプライ

ムローン問題の深刻化に伴う米国経済の減速懸念に加え、円高の進行や原油、鉄鉱石等の原材料価格の高止ま

り等の下振れ要因を抱えているため、景気の先行きへの不透明感は一層増大すると思われます。 

半導体及び半導体製造装置業界におきましては、NAND型フラッシュメモリーやDRAMの分野で大型投資計画の

発表や海外メーカーとの提携が進行する一方、価格下落による収益悪化の影響で一部メーカーに投資計画の延

期・縮小が出始めるなど全体として好･不調が錯綜した状況で推移するものと思われます。 

当社におきましては、デバイスメーカーの設備投資等に関する情報収集能力の向上と各種プロダクトを機能

的に組み合わせた積極的な営業展開を推進することを目的としたアカウント制度の導入を行います。さらに新

品装置事業の生産性を高めることで収益性の一層の向上を図るべく新たな装置販売の代理店権の獲得を目指し

てまいる所存であります。また、高い技術力を有するテクニカル事業とソフトウェア事業におきましては、本

来保持するその高い収益性を追求しながら、事業拡大に併せて強い収益基盤を有する企業への転進の足がかり

とすべく事業の育成・拡大に注力してまいります。さらに過年度よりの懸案事項であります中古装置事業の立

て直しにつきましては、海外販路の開拓に加え、仕入ルートや市場調査方法を抜本的に見直しながら、早期に

利益体質と成長性の回復を図ることを営業政策上の重点課題と認識し、優先的に改善策を探る所存であります。 

以上のことから、平成20年６月期の通期業績見通しは期初の予想どおり売上高6,630,577千円（前期比22.6％

減）、営業利益134,832千円（前期比8.5％減）、経常利益54,832千円（前期比20.0％増）を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

  ①資産・負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

  当中間会計期間末における流動資産の残高は、2,469,929千円（前期末比563,203千円減）となりました。そ

の主な要因は、売上高の減少並びに売上債権の早期回収を積極的に推し進めたことによる売上債権の大幅な減

少（前期末比608,621千円減）と現金及び預金の減少(前期末比96,654千円減)がある一方、下期に増加する売上

計画に備え装置販売に係るたな卸資産の積み増し(前期末比95,204千円増)を実施したことによるものでありま

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、160,833千円（前期末比38,450千円減）となりました。その主

な要因は、技術サービス事業で使用するデモ用の器具・備品等が増加（前期末比24,793千円増）する一方、平

成19年８月に実施した本社移転に伴う差入保証金の減少（前期末比35,030千円減）や減価償却等による機械装

置の減少（前期末比11,205千円減）及びのれんの償却（前期末比9,373千円減）によるものであります。 
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（流動負債） 

  当中間会計期間末における流動負債の残高は、1,831,608千円（前期末比897,518千円減）となりました。そ

の主な要因は、買掛金の減少（前期末比587,675千円減）並びに期中に実施した増資を背景に推進した財務体質

改善策の一環である借入金返済によって、短期借入金及び一年以内返済予定の長期借入金が減少（前期末比

352,158千円減）したこと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、100,051千円（前期末比43,309千円減）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43,329千円減）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、699,102千円（前期末比339,173千円増）となり自己資本比率は

26.6％となっております。その主な要因は、当期純損失を73,908千円計上したことに伴い利益剰余金がマイナ

スの245,968千円（前期末比73,908千円減）となりましたが、資本金が208,727千円、資本準備金が208,727千円

増加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、前事業年度末に比べ116,583千

円減少し、当中間会計期間末には603,190千円となりました。その主たる要因は、税引前中間純損失76,182千円

（前中間期は税引前中間純利益43,388千円）を計上すると同時に、有形固定資産の取得や営業譲受による支出

並びに借入金返済に伴う資金の減少はありましたが、新株発行による資本増強や売上債権の回収サイト短縮を

積極的に推し進めたことによるものであります。 

 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） 

営業活動の結果支出した資金は89,452千円（前中間期は423,010千円の収入）となりました。これは売上債権

の減少608,621千円並びにその他負債の増加137,929千円を計上したものの、税引前中間純損失が76,182千円に

なるとともに仕入債務の減少587,675千円やたな卸資産の増加105,325千円、さらに未払費用の減少24,562千円

等の資金減少があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は42,521千円（前中間期比8,460千円の減少）となりました。これは差入保証金

の返還による収入35,030千円や貸付金の回収による収入20,000千円がある一方、有形固定資産の取得による支

出20,552千円、営業譲受による支出64,295千円と定期預金の預入による支出が19,929千円あったことによるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は15,223千円（前中間期は488,878千円の支出）となりました。これは株式の発

行による収入413,711千円から短期借入金の収支に伴う支出307,884千円と長期借入金の返済による支出87,603

千円等を差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ページのとおりです。 
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 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 3.5 7.6 5.4 11.0 26.6

時価ベースの自己資本比率（％） 80.8 33.8 10.0 18.1 24.6

債務償還年数（年） ― ― 2.4 1.3 ―

インタレスト・カバレッジ・レ 

シオ（倍） 
― ― 20.6 32.3 ―

(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. 平成18年６月期並びに平成20年６月期中間会計期間は営業キャッシュ・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。 

 

(4) 利益分配に関する基本方針および当期の配当 

   当社は、株主に対する利益還元を行うことを経営の重要課題の一つと認識しております。しかしながら前々

期に大幅な損失を計上したことから、当面は事業拡大のための内部留保の充実に注力する方針です。今後、収

益が安定成長期に入ったと判断された段階で経営成績及び財政状況を勘案しながら、配当等による株主への利

益還元を検討していく所存であります。 

 

(5) 事業等のリスク 

①リファブ装置について 

    当社は、リファブ装置、新品装置及び技術サービスによる三位一体（トライアングルユニット）の体制を整

え、半導体製造装置の専門商社として事業展開しております。リファブ装置が当社のこれまでの成長を牽引し

てきたと認識しておりますが、当社では三位一体（トライアングルユニット）の体制を強化することでさらな

る成長を目指しております。 

  (ⅰ)収益性 

リファブ装置については、中古装置の仕入、リファービッシュ(修理・再生)、販売及びアフターサービス

という各過程において、①デバイスメーカーの設備投資動向を受けて中古装置の仕入価格、リファブ装置の

需要とも大きく変動する、②仕入れた中古装置がコスト的または技術的にリファービッシュ(修理・再生)で

きない可能性がある、③顧客の生産ラインに合わせた据付け調整や立ち上げに想定以上のコストや時間を要

する可能性がある、④納品後の品質保証期間中（通常３ヶ月間）に多額なアフターサービスコストが発生す

る可能性がある―などの要因が存在することから、付加価値は高いものの、新品装置とは異なり必ずしも安

定した収益を確保できるとは限りません。 

(ⅱ)仕入ルート 

リファブ装置の仕入においては、中古装置の売却情報をいち早くキャッチする情報ネットワーク、的確な

査定や需要動向に基づいて購入交渉を行うノウハウが重要であります。そのため、当社ではリファブ装置ビ

ジネスが確立している米国において、現地のデバイスメーカーや中古装置を取り扱うリファービッシュ業者、

リース業者等の仕入ルートの確立及び関係強化に取り組んでおります。しかしながら、米国における当社の

組織体制の拡充が間に合わず、十分な仕入ルートが確立しない場合には、業績に影響を及ぼす可能性があり
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ます。 

(ⅲ)在庫リスク 

リファブ装置の販売までの過程においては、ニーズの高い売れ筋の中古装置をいち早く仕入れて、これを

リファービッシュ(修理・再生)してタイミング良くリファブ装置として販売することが重要ですが、中古装

置の購入需要が生まれる時にタイミングよく仕入れができるとは限りません。従いまして、売れ筋の中古装

置を先行的に仕入れ、リファービッシュを施したうえで需要に備えて在庫として保有する営業戦略をとって

おりますが、先行的に仕入れる以上在庫リスクを負わざるを得ません。そこで、先行的に仕入れる在庫つい

ては、数量に一定の上限枠を設けておりますが、半導体製造装置の大幅な技術革新などによる陳腐化や需要

の減少に伴い、在庫品の販売価格が当社の予測と著しく乖離した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

    (ⅳ)競合 

将来的に半導体製造装置メーカー自身が自社装置を対象に本格的にリファブ装置を提供する事業に参入し

てきた場合には、買取り・販売の両面で競合することとなり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②半導体製造装置メーカーとの販売代理店契約について 

当社は、主として海外の半導体製造装置メーカーとの間で販売代理店契約を締結し、国内デバイスメーカー

向けに新品装置を販売しております。しかしながら、当該メーカーの販売政策の変更等に伴って販売代理店契

約の解除や契約内容が変更された場合、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

③デバイスメーカーの設備投資動向が業績に及ぼす影響について 

半導体業界では、半導体の生産量や設備投資額の増減が周期的にあらわれる『シリコンサイクル』と呼ばれ

る現象があるといわれており、それによって業績が大きく左右される傾向があります。 

当社でも、シリコンサイクルによって業績が左右される可能性がありますが、半導体プロセス装置と半導体

メトロロジー装置、新品装置とリファブ装置では、シリコンサイクルの影響を受ける時期や度合いがそれぞれ

異なるために、シリコンサイクルが業績に及ぼす影響は緩和される傾向にあるものと認識しております。 

半導体プロセス装置部門は、半導体生産量の増減に応じたデバイスメーカーの設備投資額動向により、総じて

シリコンサイクルの波の影響を受け易い傾向にあるものと考えられます。当社は、デバイスメーカーの投資サ

イクルが異なる、前工程及び後工程向けの両装置をバランス良く取り扱い、また、市況が不調な時に設備投資

を低く抑える企業からの需要が見込めるリファブ装置をも積極的に取扱うことにより、シリコンサイクルの影

響を軽減するよう努力しておりますが、これら当社の努力が奏功しない場合には、当社の半導体プロセス装置

事業における業績がシリコンサイクルの影響を受ける可能性があります。 

半導体メトロロジー装置部門については、メトロロジー装置の需要が、半導体増産の時だけに限らず、既存

の生産ラインの歩留まり向上等、品質改善を目的として生じる場合もありますので、シリコンサイクルの影響

を抑えられる可能性はあるものと認識しておりますが、半導体プロセス装置と同様、当社の半導体メトロロジ

ー装置事業における業績がシリコンサイクルの影響を受ける可能性は否定し切れません。 

  

④法的規制について 

(ⅰ)古物営業法 

当社が売買する半導体装置の中古品は、「古物営業法」に定められた「古物」に該当するため、同法によ

る規制を受けております。現在まで当社はこれらの規制をすべて遵守しておりますが、今後の法改正等に伴
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い万一当社が規制に抵触することとなり、営業停止や許可の取消し、刑事罰等の処分を受けることとなった

場合には、業績に影響が及ぶ可能性があります。 

(ⅱ)外国為替及び外国貿易法 

半導体装置のうち一定のものの輸出、又は半導体装置に関する一定の技術の提供に関しては、外国為替及び

外国貿易法に基づき経済産業大臣の許可が必要とされます。現在まで当社はかかる規制を遵守しておりますが、

今後の法改正等に伴い万一当社が規制に抵触することとなり、刑事罰等の処分を受ける場合、あるいは規制範

囲や手続の変更により当社の事業活動そのものが制約される場合などには、当社の業績に影響が生じる可能性

があります。 

(ⅲ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

当社の事業活動の結果として発生する廃棄物の中には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定す

る「産業廃棄物」が含まれ、同法律の規制を受けることになっており、廃棄物の適正な分別、保管、収集、

運搬、再生、処分等の実施をするとともに、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全および公衆衛

生の向上を図ることが求められております。現在まで当社はこれらの規制をすべて遵守しておりますが、今

後の法改正等に伴い万一当社が規制に抵触することとなり、刑事罰等の処分を受ける場合、あるいは規制範

囲や規制方法の変更により事業活動に制限が加えられることで業績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑤技術者の確保について 

当社のテクニカル部門において、今後、さらに広範な装置の保守業務を受託していくためには、現在、当社

に在籍している技術者の技術レベルを向上させるとともに、高い能力を有する技術者を新規採用していくこと

が重要であります。当社では、現在までのところ、技術レベル・人数ともに予定どおりの技術者を確保してお

りますが、今後、当社が想定する技術レベルに達している人員を適時・適切に確保できない場合には、当社の

テクニカル事業の拡充に影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑥その他 

(ⅰ)配当政策について 

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

到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。 

(ⅱ)潜在株式について 

当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成15年６月20日、平成16年３月30日及び

平成16年７月30日開催の各臨時株主総会の特別決議に基づき、いずれも当社取締役並びに従業員の業績貢献及

び経営への参加意識を高めるため、新株予約権（以下、「ストックオプション」という。）を付与しておりま

す。 

現在付与しているこれらのストックオプションが行使された場合、１株当たり株式の価値は希薄化します。

また、ストックオプション行使によって発行された当社株式の売却に伴い、短期的な需給バランスの変動が発

生し、株価形成に影響を及ぼす可能性もあります。なお、平成19年12月31日現在の発行済株式総数49,127株に

対してストックオプションによる潜在株式数は3,608株となっております。 
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２ 企業集団の状況 

 [事業の内容］ 

当社は、①半導体製造装置メーカーとの代理店契約（平成19年12月現在 海外11件、国内３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、立ち上げまで実施して通常３ヶ月間の品質保証付きで納入するリフ

ァブ装置の販売、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、Logic Vision,Inc.、

Nascentric,Inc.、ATop Tech,Inc.、Roth & Rau AG、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、ノードソンアシムテック株式会社 

 

当社の取り扱う半導体製造装置は、以下のとおりプロセス装置とメトロロジー装置とに区分されますが、い

ずれにおいてもリファブ装置、新品装置及び技術サービス等を一体的に提供していることから、事業の種類別

セグメントは単一であります。 

区    分 当社の主な取扱商品 

プロセス装置(注)1 

エミッション顕微鏡(注)3、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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３ 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) 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。 

(3) 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。 

(4) 会社の対処すべき課題 

市場を牽引してきた薄型テレビやデジタル音楽プレーヤーに加え、カーナビゲーションをはじめとする車載

用デジタル機器の普及により、市場の拡大基調は当分継続すると見られております。一方で、事業統合や合併

等生き残りを賭けた合従連衡も世界規模で進行しつつあります。 

 このような状況下における当社の経営課題は、安定した収益基盤の確立と、機動的な事業展開の推進である

と認識しており、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。 

②海外販路の拡大（開拓） 

当社が取扱う半導体製造装置の市場は、韓国・台湾・中国などアジア市場においては引き続き大幅な拡大

基調が見込まれております。当社ではこのような市場予測に基づき、現在10％未満にとどまる海外販売の比

率を早期に30％まで引上げることを経営上の重点課題と認識しており、戦略的パートナーとのアライアンス

や、中古装置の販売あるいは商権を利用したハンドオーバー戦略を推進し、装置販売・テクニカルサービス

の両面からアジア市場の開拓に注力してまいります。 

   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。 
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 (5) 子会社等に関する事項 

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（既存会社の株式の80％を取得）いたしましたが、テクニカル事業の中核であるソフト

ウェアビジネスに経営資源を集中させることが重要であると判断し、平成19年５月に同社株式を譲渡いたしま

した。なお、今後も技術者派遣等で同社との提携関係は維持していくことから同社株式の９％は保有を継続し

てまいります。 

 (6) 関連当事者との関係に関する基本方針 

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

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

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度末の要約貸借対照表
(平成19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   606,787 644,925  741,579

 ２ 受取手形 ※3  11,636 106,406  76,194

 ３ 売掛金   4,233,805 526,342  1,165,176

 ４ たな卸資産   1,383,331 995,577  900,372

 ５ 前渡金   ― 160,754  48,796

 ６ その他   180,391 47,202  115,793

   貸倒引当金   △54,622 △11,280  △14,780

   流動資産合計   6,361,329 95.3 2,469,929 93.9  3,033,133 93.8

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物  17,431 15,146 16,092 

(2) 機械装置  24,237 6,232 17,437 

  (3) 工具器具及び備品  10,245 51,913 0.8 36,089 57,468 2.2 11,295 44,825 1.4

 ２ 無形固定資産   96,912 1.4 77,072 2.9  87,167 2.7

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  35,836 1,105 1,056 

  (2) 出資金  78,138 10 10 

  (3) 繰延税金資産  29 ― ― 

  (4) その他  49,997 164,002 2.5 25,177 26,292 1.0 66,224 67,290 2.1

   固定資産合計   312,828 4.7 160,833 6.1  199,283 6.2

   資産合計   6,674,158 100.0 2,630,762 100.0  3,232,416 100.0
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前中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度末の要約貸借対照表
(平成19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   3,810,131 527,256  1,114,931

 ２ 短期借入金   1,567,550 876,850  1,184,734

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

  245,957 108,675  152,949

 ４ 未払法人税等   3,445 3,486  4,737

 ５ 前受金   ― 190,227  67,977

 ５ その他 ※2  472,593 125,112  203,797

   流動負債合計   6,099,678 91.4 1,831,608 69.6  2,729,126 84.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   208,701 100,026  143,355

 ２ 繰延税金負債   ― 25  5

 ３ その他   ― ―  ―

   固定負債合計   208,701 3.1 100,051 3.8  143,360 4.5

   負債合計   6,308,379 94.5 1,931,659 73.4  2,872,487 88.9

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   283,852 4.3 494,380 18.8  285,652 8.8

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  277,752 488,280 279,552 

   資本剰余金合計   277,752 4.2 488,280 18.6  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  △162,558 △245,968 △172,059 

   利益剰余金合計   △162,558 △2.5 △245,968 △9.4  △172,059 △5.3

 ４ 自己株式   △36,225 △0.6 △36,225 △1.4  △36,225 △1.1

   株主資本合計   362,822 5.4 700,467 26.6  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 

  △43 △0.0 37 0.0  8 0.0

 ２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △1,402 △0.0  ― ―

   評価・換算差額等 
   合計 

  △43 0.0 △1,364 △0.0  8 0.0

Ⅲ 新株予約権   3,000 0.1 ― ―  3,000 0.1

   純資産合計   365,779 5.5 699,102 26.6  359,929 11.1

   負債純資産合計   6,674,158 100.0 2,630,762 100.0  3,232,416 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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  5,406,452 100.0 2,054,427 100.0  8,561,287 100.0

Ⅱ 売上原価  4,952,247 91.6 1,731,941 84.3  7,811,890 91.3

   売上総利益  454,204 8.4 322,485 15.7  749,396 8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  334,372 6.2 357,155 17.4  602,045 7.0

   営業利益又は営業損 
   失（△） 

 119,831 2.2 △34,669 △1.7  147,350 1.7

Ⅳ 営業外収益 ※1  7,944 0.1 12,871 0.6  26,996 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  77,448 1.4 37,915 1.8  128,669 1.5

   経常利益又は経常損 
   失（△） 

 50,328 0.9 △59,713 △2.9  45,677 0.5

Ⅵ 特別利益 ※3  ― ― 3,860 0.2  2,203 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4  6,940 0.1 20,330 1.0  10,566 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益又は純損失 
   （△） 

 43,388 0.8 △76,182 △3.7  37,315 0.4

   法人税、住民税 
   及び事業税 

705 720 1,376 

   法人税等調整額 △19,704 △18,999 △0.4 △2,995 △2,274 △0.1 △16,947 △15,571 △0.2

   中間(当期)純利益 
   又は純損失（△） 

 62,387 1.2 △73,908 △3.6  52,886 0.6
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(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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当中間会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19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19年６月30日残高(千円) 285,652 279,552 279,552

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 208,727 208,727 208,727

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

208,727 208,727 208,727

平成19年12月31日残高(千円) 494,380 488,280 488,280

 

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

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  417,455

 中間純利益 △73,908 △73,908  △73,908

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△73,908 △73,908  343,546

平成19年12月31日残高(千円) △245,968 △245,968 △36,225 700,467

 

 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

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  417,455

 中間純利益  △73,908

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

29 △1,402 △1,373 △3,000 △4,373

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

29 △1,402 △1,373 △3,000 339,173

平成19年12月31日残高(千円) 37 △1,402 △1,364 ― 699,102
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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) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

(自 平成18年７月１日
至 平成19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（△） 

 43,388 △76,182 37,315

 ２ 減価償却費  6,887 14,912 17,632

 ３ のれん償却費  ― 9,373 10,936

 ４ 長期前払費用償却  36 19 88

 ５ 貸倒引当金の増加額又は
減少額（△） 

 27,964 △3,499 △11,878

 ６ 受取利息及び受取配当金  △419 △1,267 △1,521

 ７ 支払利息  21,050 15,707 39,998

 ８ 為替差損益  △173 △4,703 △1,702

 ９ 固定資産除却損  ― 3,368 ―

 10 投資有価証券評価損  ― ― 3,626

 11 関係会社出資金評価損  ― ― 26,360

 12 売上債権の増加額（△）
又は減少額 

 △2,569,100 608,621 434,970

 13 たな卸資産の増加額（△）
又は減少額 

 △105,787 △105,325 455,097

 14 その他資産の増加額（△）
又は減少額 

 4,676 △61,288 13,617

 15 仕入債務の増加額又は 
減少額（△） 

 2,787,745 △587,675 92,545

 16 未払費用の増加額又は 
減少額（△） 

 △23,209 △24,562 5,207

 17 その他負債の増加額  245,850 137,929 74,767

 18 その他  5,472 3,121 5,804

    小計  444,380 △71,451 1,202,863

 19 利息及び配当金の受取額  219 1,671 1,074

 20 利息の支払額  △20,560 △18,323 △36,004

 21 法人税等の支払額  △1,029 △1,348 △3,969

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 423,010 △89,452 1,163,963
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

(自 平成18年７月１日
至 平成19年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 

 △6,803 △19,929 △10,503

 ２ 有形固定資産の取得 
      による支出 

 △2,746 △20,552 △3,902

 ３ 関係会社株式の取得によ
る支出 

 ― ― △35,200

 ４ 関係会社株式の売却によ
る収入 

 ― ― 31,240

 ５ 無形固定資産の取得 
      による支出 

 ― ― △2,749

 ６ 関係会社出資金の払戻し 
による収入 

 26,360 ― ―

 ７ 営業譲受による支出  ― △64,295 △57,768

 ８ 投資有価証券購入による
支出 

 △35,200 ― ―

 ９ 貸付による支出  △24,124 ― △36,124

 10 貸付金の回収による収入  ― 20,000 14,124

 11 差入保証金の支出  △8,220 ― △23,879

 12 差入保証金の返還による
収入 

 503 35,030 1,514

 13 長期前払費用の支出  △750 △55 △1,513

 14 保険解約による収入  ― 7,280 ―

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △50,981 △42,521 △124,762

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  △347,387 △307,884 △730,203

 ２ 長期借入金による収入  ― ― ―

 ３ 長期借入金の返済 
による支出 

 △143,237 △87,603 △301,591

 ４ 株式の発行による収支  △95 413,711 3,464

 ５ 新株予約権の発行による
収入 

 1,841 ― 1,841

 ６ 新株予約権の買戻による
支出 

 ― △3,000 ―

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △488,878 15,223 △1,026,488

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 173 167 1,702

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額 

 △116,677 △116,583 14,414

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 

 705,359 719,774 705,359

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高 

※1 588,682 603,190 719,774
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

(5) 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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31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。 

― ― 
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31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 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・

ステーション事業（保守業務受託 

― ― 
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

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 

― ― 
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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 

・ 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423百万円

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 

― ― 
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前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19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、中間財務諸表は継続

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中間財務諸

表には反映しておりません。 

― ― 
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

(6) 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18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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 

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 

 

同左 

（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 

 

同左 

― 

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 

同左 

（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 

 

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 8～15年 

工具器具 

及び備品 
3～12年 

 

 

同左 

 

 

（２）無形固定資産 （２）無形固定資産 （２）無形固定資産 

のれん 

支出の効果の及ぶ期

間(５年)に基づく均

等償却によっており

ます。 

のれん 

 

同左 

のれん 

 

同左 

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 

同左 

 

 

  

新株予約権発行費 

 支出時に全額費用としており

ます。 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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．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 

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 

 （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 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

７．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。 

８．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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(7) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― 

（減価償却の方法の変更） 

前事業年度下期より、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。 

（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。 

― 

（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。

 

(8) 表示方法の変更 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日) 

（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。 

（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87,776
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流動負債
の「その他」に含めておりました「前
受金」(前中間会計期間225,200千円)
については、負債・純資産総額の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。 
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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18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31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 

           21,160千円 
 

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 

           38,989千円

※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 

同左 

※２．     ― 

 

 

 

※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    41,538千円

 

※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．     ― 
 

４．受取手形割引高 504,225千円
 

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
 

 ５．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と

当座貸越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。 

 

 

当座貸越極度額の総額 

 300,000千円

貸出実行残高 120,000千円

差 引 額 180,000千円
 

 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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(中間損益計算書関係) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日) 
至 平成19年12月31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 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 1,266千円

受取配当金 1千円

為替差益 7,636千円

受取賃貸料 2,400千円

受取保険料 1,296千円
 

※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 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 15,707千円

債権売却損 3,249千円

手形売却損 2,196千円

支払手数料 12,936千円

株式交付費 3,743千円

 

 
 

※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 

      ― 
 

※３．特別利益の主なもの 

貸倒引当金戻入益 3,860千円
 

※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 

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 6,983千円

固定資産除却損 3,368千円

本社移転費 9,979千円

前期損益修正損は、前期に売り上げ

た商品の返品に伴う損失でありま

す。固定資産除却損は、建物附属設

備の除却に伴うものであります 

※４．特別損失の主なもの 

前期損益修正損 6,940千円

前期損益修正損は、前期に売上げた

商品の返品に伴う損失であります。

５．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

  

５．減価償却実施額 

有形固定資産 14,191千円

無形固定資産 721千円

計 14,912千円
 

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
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間(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 25,973株 56株 (注) ― 株 26,029株

自己株式     

普通株式 338株 ― 株 ― 株 338株

(注) 普通株式の当中間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

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

 

当中間会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19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 26,581株 22,546 (注) ― 株 49,127株

自己株式     

普通株式 338株 ― 株 ― 株 338株

(注) 普通株式の当中間会計期間増加株式数22,546株は、第三者割当増資による新株発行22,474株並びにストック・ 

オプションの権利行使による新株発行72株であります。 

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 

(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中間会計期間増加は、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中間会計期間減少は、新株予約権の消却によるものであります。 
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

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。 

 

 

(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18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31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19年12月31日現在)

現金及び 
預金勘定 644,925千円

預入期間が３ケ
月を越える定期
預金 

41,735千円

現金及び現金
同等物 603,190千円

  

※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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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

(リース取引関係) 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31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

18,182 5,386 12,796

ソフト
ウェア

5,900 4,818 1,081

合計 24,082 10,204 13,877
 

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．未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 4,760千円

１年超 9,685千円

合計 14,446千円
 

 

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 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 2,234千円

減価償却費 
相当額 

2,036千円

支払利息相当額 246千円
 

 

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 
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(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 

 

当中間会計期間末(平成19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 600

 
 

663 63

計 
600

 
663 63

（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) 

株式 441 

計 441 

 

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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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

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) 

前中間会計期間末（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19年12月31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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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間（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 41,850円（注） 

付与日における公正な評価単価 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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

当中間会計期間に付与したストック･オプションはありません。 

 

前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 
 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
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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

(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 ― ― 168 ―

付与 ― ― ― 8,000

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― 168 8,000

未確定残 ― ― ― ―

権利確定後（株）   

期首 4,088 112 ― ―

権利確定 ― ― 168 8,000

権利行使 592 16 ― ―

失効 ― 8 72 ―

未行使残 3,496 88 96 8,000

 

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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31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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㈱ノア(3383) 平成20年６月期中間決算短信 (非連結)

(企業結合等関係) 

前中間会計期間 (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 
 
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。 
 

 

 

当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

   該当事項はありません。 
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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） 

 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．期末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19年６月30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 
 
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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(１株当たり情報) 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31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 14,120.86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 14,329.10円 

１株当たり 

中間純損失金額 1,780.46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 
 

 
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株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存
在するものの１株当たり中間純損失
であるため記載しておりません。 

 

 

(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18年７月１日
 至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日
 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日
 至 平成19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） 

365,779 699,102 359,929 

普通株式に係る純資産額（千円） 362,779 699,102 356,929 

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資

産の部の合計額と１株当たり純資産

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 ― 新株予約権 3,000 

普通株式の発行済株式数（株） 26,029 49,127 26,581 

普通株式の自己株式数（株） 338 338 338 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数（株） 
25,691 48,789 26,243 
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２．１株当たり中間(当期)純利益又は純損失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18年７月１日
 至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日
 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日
 至 平成19年６月30日)

中間損益計算書(損益計算書)上の
中間(当期)純利益又は純損失
(△)(千円) 

62,387 △73,908 52,886 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益
又は純損失(△)(千円) 

62,387 △73,908 52,886 

普通株式の期中平均株式数（株） 25,664 41,511 25,681 

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

― 

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） 4,092 ― 3,347 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益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 

3,608個)

第２回新株予約権 
3,424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) 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

― ― 

（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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前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31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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５ その他 

役員の異動 

①代表取締役の異動 

  笹尾 彰彦（平成20年２月12日付就任） 

  田平 博志（平成20年２月12日付辞任） 

 

②その他の役員の異動 

北島 尚樹（平成19年９月27日付就任） 

簑田 英史（平成19年９月27日付就任） 

大石 恭一（平成20年２月12日付就任） 

 高橋 郭宣（平成20年２月12日付辞任） 

舘野 壽男（平成20年２月12日付辞任） 




