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平成20年６月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結) 
 

平成20年５月15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) 笹尾 彰彦 
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３四半期の業績（平成19年７月１日～平成20年３月31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３四半期 3,544 △46.7 36 82.2 △9 ― △19 ― 

19年６月期第３四半期 6,649 148.5 20 ― △60 ― △48 ― 

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３四半期 △437 33 ― ―

19年６月期第３四半期 △1,900 89 ― ―

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３四半期 2,807 762 27.1 15,326 97

19年６月期第３四半期 4,642 255 5.5 9,822 41

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３四半期 △388 △59 145 405 

19年６月期第３四半期 1,474 △91 △767 1,321 

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)   ―
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 4,700 △45.1 134 △8.5 54 20.0 100 90.3 2,200 54 
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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３四半期会計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日）におけるわが国経済は、昨年表面

化した米国のサブプライムローン問題に起因する金融市場の世界的な混乱と米国景気の減速の影響が、

とりわけ年明け以降の設備投資や雇用情勢に徐々に現れ始めており、景気の減速懸念も生まれており

ます。 

当社が属する半導体関連業界におきましても、最大消費地である米国の需要に減速感が強まってい

ることから携帯電話や携帯音楽プレーヤー等の人気商品にも陰りが広がり、昨夏から急落が続くNAND

型フラッシュメモリーの価格にはなお下げ圧力が強い等、半導体市況は盛り上がりを欠いた状況が継

続しております。 

  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

ウェア販売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22.6％（前年同期は8.1％）に達すると同時に、売上総利益率が前年同

期比8.5％増と大幅に改善し15.6％となったことにおいて顕著であります。一方、装置販売におきまし

ては市況の不安定化に伴いデバイスメーカーの投資姿勢にも慎重さが見え始め、期初販売計画に対し

て台数、金額ともに下回る厳しい状況が続いております。しかしながら、第４四半期へ向けての営業

活動は中古装置を含め堅調に受注を積み上げております。 

以上のことから当第３四半期会計期間における業績は、売上高3,544,555千円（前年同期比46.7％

減）、営業利益36,843千円（前年同期比82.2％増）、経常損失9,356千円（前年同期は経常損失60,248

千円）、第３四半期純損失19,250千円（前年同期は第３四半期純損失48,802千円）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３四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424,983千円減少

するとともに負債も827,065千円減少する一方、純資産は402,081千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2,660,415千円（前事業年度末比372,717千円の減少）となりました。これは売上債権が

163,718千円減少、棚卸資産が22,083千円減少するなかで現金及び預金が282,441千円減少したものの、

前渡金が157,560千円増加したことによるものであります。固定資産は147,017千円（前事業年度末比

52,266千円の減少）となりました。これは主としてのれんと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1,964,648千円（前事業年度末比764,478千円の減少）となりました。これは、買掛金が

561,652千円、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207,848千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、762,010千円（前事業年度末比402,081千円の増加）となりました。これは

主として、第三者割当増資等に伴う資本の増強423,255千円があった一方、第３四半期純損失が19,250

千円発生したことによるものです。 
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② キャッシュ・フローの状況 

  当第３四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３

四半期純損失を25,867千円計上すると同時に、仕入債務の大幅な減少、長期・短期借入金の減少、さ

らに営業譲受による支出等に伴う資金減少がありましたので、株式発行による収入や売上債権・たな

卸資産の減少による資金増加はあったものの、前事業年度末に比べ314,271千円の減少となる405,503

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３四半期会計期間において営業活動の結果支出した資金は、388,452千円（前年同期は

1,474,517千円の収入）となりました。これは売上債権の減少163,718千円、たな卸資産の減少

11,962千円等に伴う資金増加はあったものの、税引前第３四半期純損失が25,867千円になるととも

に、仕入債務の大幅な減少561,652千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３四半期会計期間において投資活動の結果支出した資金は、59,325千円（前年同期比31,973

千円の減少）となりました。これは本社移転に伴う差入保証金の収入35,176千円等の資金増加があ

ったものの、前事業年度に実施した営業譲受に伴う支出が64,295千円、本社移転や販売促進を目指

した有形固定資産の取得による支出が21,518千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３四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、145,218千円（前年同期は

767,031千円の支出）となりました。これは株式の発行に伴う収入419,394千円から金融機関への借

入金返済271,175千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］ 

市況の不安定化による客先の投資動向の変化等に伴い、当社事業の中核をなす装置販売におきま

しては、金額・台数ともに期初に予想した販売計画を大幅に下回ることが見込まれております。一

方、利益計画につきましては、付加価値を増大すべく地道な営業活動を行った結果、売上総利益率

の改善が顕著であり期初計画どおりの営業利益、経常利益、当期純利益を計上できる見通しであり

ます。また、第三者割当増資等による発行済株式総数の増加に伴い、１株当たり当期純利益は変更

しております。 

詳細につきましては、本日開示いたしました「平成20年６月期通期業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

 

※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３四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 

  
前第３四半期会計期間末
(平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間末
(平成20年３月31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  1,386,471 459,138 △927,332 △66.9 741,579

 2. 受取手形 ※3 28,509 74,357 45,848 160.8 76,194

 3. 売掛金  1,488,253 1,003,294 △484,959 △32.6 1,165,176

 4. たな卸資産  1,352,366 878,289 △474,076 △35.1 900,372

 5. 前渡金  ― 206,356 206,356 ― 48,796

 6. その他  190,492 50,345 △140,147 △73.6 115,793

   貸倒引当金  △32,272 △11,367 20,905 △64.8 △14,780

   流動資産合計  4,413,820 95.1 2,660,415 94.8 △1,753,405 △39.7 3,033,133 93.8

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物  16,761 14,559 △2,202 △13.1 16,092

  (2) 機械装置  20,837 5,091 △15,746 △75.6 17,437

  (3) 工具器具及び備品  12,845 29,429 16,583 129.1 11,295

   有形固定資産合計  50,445 1.1 49,080 1.7 △1,364 △2.7 44,825 1.4

 2. 無形固定資産  92,214 2.0 72,024 2.6 △20,190 △21.9 87,167 2.7

 3. 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  35,860 894 △34,860 △97.5 1,056

  (2) 出資金  10 10 ― ― 10

  (3) 繰延税金資産  19 ― △19 △100.0 ―

  (4) その他  50,159 25,007 △25,152 △50.1 66,224

   投資その他の資産合計  86,049 1.8 25,912 0.9 △60,137 △69.9 67,290 2.1

   固定資産合計  228,710 4.9 147,017 5.2 △81,692 △35.7 199,283 6.2

   資産合計  4,642,531 100.0 2,807,432 100.0 △1,835,098 △39.5 3,232,416 100.0
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（単位：千円、％） 

  
前第３四半期会計期間末
(平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間末
(平成20年３月31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  2,424,081 553,279 △1,870,802 △77.2 1,114,931

 2. 短期借入金  1,365,784 1,034,500 △331,284 △24.3 1,184,734

 3. 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

 186,894 95,335 △91,559 △49.0 152,949

 4. 前受金  ― 156,364 156,364 100.0 ―

 5. 賞与引当金  14,870 15,928 1,057 7.1 ―

 6. その他 ※2 204,277 109,241 △95,035 △46.5 276,512

   流動負債合計  4,195,907 90.4 1,964,648 70.0 △2,231,259 △53.2 2,729,126 84.4

Ⅱ 固定負債    

 1. 長期借入金  191,197 80,028 △111,169 △58.1 143,355

 2. 繰延税金負債  ― 745 745 100.0 5

   固定負債合計  191,197 4.1 80,773 2.9 △110,423 △57.8 143,360 4.5

   負債合計  4,387,104 94.5 2,045,422 72.9 △2,341,682 △53.4 2,872,487 88.9

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 1. 資本金  283,952 6.1 497,280 17.7 213,327 75.1 285,652 8.8

 2. 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  277,852 491,180 213,327 76.8 279,552

    資本剰余金合計  277,852 6.0 491,180 17.5 213,327 76.8 279,552 8.6

 3. 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  △273,748 △191,310 82,437 △30.1 △172,059

    利益剰余金合計  △273,748 △5.9 △191,310 △6.8 82,437 △30.1 △172,059 △5.3

 4. 自己株式  △36,225 △0.8 △36,225 △1.3 ― ― △36,225 △1.1

   株主資本合計  251,832 5.4 760,925 27.1 509,093 202.2 356,920 11.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

 △28 0.0 △62 0.0 △34 120.4 8 0.0

 2. 繰延ヘッジ損益  622 0.0 1,148 0.0 526 84.5 ― ―

   評価・換算差額等合計  593 0.0 1,085 0.0 491 82.8 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  255,426 5.5 762,010 27.1 506,584 198.3 359,929 11.1

   負債純資産合計  4,642,531 100.0 2,807,432 100.0 △1,835,098 △39.5 3,232,416 100.0
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(2) 第３四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

  
前第３四半期会計期間

 (自 平成18年７月１日）
(至 平成19年３月31日)

当第３四半期会計期間
 (自 平成19年７月１日）
(至 平成20年３月31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  6,649,520 100.0 3,544,555 100.0 △3,104,965 △46.7 8,561,287 100.0

Ⅱ 売上原価  6,177,841 92.9 2,992,202 84.4 △3,185,639 △51.6 7,811,890 91.3

   売上総利益  471,679 7.1 552,353 15.6 80,673 17.1 749,396 8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  451,454 6.8 515,509 14.5 64,055 14.2 602,045 7.0

   営業利益  20,224 0.3 36,843 1.1 16,618 82.2 147,350 1.7

Ⅳ 営業外収益 ※1 25,099 0.4 7,687 0.2 △17,412 △69.4 26,996 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2 105,573 1.6 53,887 1.5 △51,686 △49.0 128,669 1.5

   経常利益又は 
   経常損失(△) 

 △60,248 △0.9 △9,356 △0.2 50,892 △84.5 45,677 0.5

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― 3,860 0.1 3,860 100.0 2,203 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 6,940 0.1 20,371 0.6 13,431 193.5 10,566 0.1

税引前第３四半期純損
失(△)及び当期純利益 

 △67,188 △1.0 △25,867 △0.7 41,321 △61.5 37,315 0.4

法人税、住民税及び事
業税 

※6 △18,386 △0.3 △6,617 △0.2 11,769 △64.0 △15,571 △0.2

第３四半期純損失(△)
及び当期純利益 

 △48,802 △0.7 △19,250 △0.5 29,551 △60.6 52,886 0.6

   

 

 

 



 
 
 
 
 

㈱ノア（3383）平成20年６月期 第３四半期財務・業績の概況 

― 8 ― 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３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

第３四半期会計期間中の変動額 

 新株の発行 350 350 350

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
350 350 350

平成19年３月31日残高(千円) 283,952 277,852 277,852

 

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３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  700

 第３四半期純損失 △48,802 △48,802  △48,802

 自己株式の取得  

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
△48,802 △48,802  △48,102

平成19年３月31日残高(千円) △273,748 △273,748 △36,225 251,832

 

 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３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  700

 第３四半期純損失  △48,802

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の第３四 
半期会計期間中の変動額(純額) 

△59 △100 △159 3,000 2,840

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
△59 △100 △159 3,000 △45,261

平成19年３月31日残高(千円) △28 622 593 3,000 255,426
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当第３四半期会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３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

第３四半期会計期間中の変動額 

 新株の発行 211,627 211,627 211,627

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
211,627 211,627 211,627

平成20年３月31日残高(千円) 497,280 491,180 491,180

 

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３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  423,255

 第３四半期純損失 △19,250 △19,250  △19,250

 自己株式の取得  

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
△19,250 △19,250  404,004

平成20年３月31日残高(千円) △191,310 △191,310 △36,225 760,925

 

 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３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  423,255

 第３四半期純損失  △19,250

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の第３四 
半期会計期間中の変動額(純額) 

△71 1,148 1,077 △3,000 △1,922

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 
△71 1,148 1,077 △3,000 402,081

平成20年３月31日残高(千円) △62 1,148 1,085 ― 762,010
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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３四半期キャッシュ・フロー計算書                      （単位：千円） 

  
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日）
(至 平成19年３月31日)

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日） 
(至 平成20年３月31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３四半期純損失(△)及び税
引前当期純利益 

 △67,188 △25,867 37,315

   減価償却費  17,678 24,752 17,632

   のれん償却費  ― 14,060 10,936

   長期前払費用償却  78 29 88

   賞与引当金の増減額  14,870 15,928 ―

   貸倒引当金の増減額  5,614 △3,413 △11,878

   受取利息及び受取配当金  △1,155 △2,040 △1,521

   為替差損益  △18 7,175 △1,702

   支払利息  30,733 21,929 39,998

   固定資産除却損  ― 3,368 ―

   投資有価証券評価損  ― 41 3,626

   関係会社出資金評価損  ― ― 26,360

   売上債権の増減額  159,577 163,718 434,970

   たな卸資産の増減額  △74,822 11,962 455,097

   その他資産の増減額  1,225 △98,552 13,617

   仕入債務の増減額  1,401,694 △561,652 92,545

   未払費用の増減額  △22,780 △24,674 5,207

   その他負債の増減額  34,937 91,367 74,767

   その他  3,987 3,238 5,804

    小計  1,504,432 △358,626 1,202,863

   利息及び配当金の受取額  967 2,407 1,074

   利息の支払額  △26,914 △28,996 △36,004

   法人税等の支払額  △3,968 △3,236 △3,969

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,474,517 △388,452 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  △53,603 △31,829 △10,503

   有形固定資産の取得による支出  △38,342 △21,518 △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  △27,759 ― △2,749

   関係会社出資金の払戻しによる収入  104,489 ― ―

   営業譲受による支出  ― △64,295 △57,768

   投資有価証券購入による支出  △35,200 ― ―

   貸付による支出  △36,124 △5,000 △36,124

   貸付金の回収による収入  3,000 20,916 14,124

   差入保証金の支出  △8,506 ― △23,879

   差入保証金の返還による収入  1,514 35,176 1,514

   長期前払費用の支出  △767 △55 △1,513

   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  △91,298 △59,325 △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  △549,153 △150,234 △730,203

   長期借入金の返済による支出  △219,804 △120,941 △301,591

   株式の発行による収支  84 419,394 3,464

   新株予約権の発行による収入  1,841 ― 1,841

   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  △767,031 145,218 △1,026,488

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  18 △11,712 1,702

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  616,206 △314,271 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第３四半期末 
(期末)残高 

※1 1,321,565 405,503 719,774
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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 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成20年３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第３

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、当第３四半期会計期間より以

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） 

・ロジックビジョン社 

 (DFM分野テスト製品) 

当該ビジネスへの取組みは既存ビ

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。特にロ

ジックビジョン社のDFM分野テスト

製品は当社における新しい分類の商

品(ソフトウェア)にあたり、成長

性、収益性の観点から今後の注力商

品と認識しております。 

上記の結果、当第３四半期会計期間

における売上高は、6,649百万円と前

第３四半期会計期間の約2.5倍に達す

ると同時に、期末に向けての受注状

況も活発に推移しております。 

― ― 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成20年３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、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。 

 

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。 

― ― 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成20年３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) 

・テクニカル事業の推進と損益管

理の徹底を目的に平成18年８月

１日付をもって一部テクニカル

事業を子会社として独立させま

した。これにより、テクニカル

事業を電子部品業界における当

社戦略事業と定め、新たにエン

ジニアリング・ステーション事

業（保守業務受託事業、装置延

命・改造事業、パーツ事業）を

構築してまいります。具体的に

は、半導体製造・検査装置メー

カーの保守業務支援及び半導体

メーカーでの設備保全コンサル

ティング、製造ライン立上げ支

援等技術者の派遣ニーズに対応

するため、一般労働者派遣事業

の許可を取得して技術者の確保

と事業の拡大を追求いたしま

す。 

④ 財務体質の健全化 

・当社では、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３四半期会計期間末の自己資

本比率は5.5％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 

 

― ― 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年３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) 

当社では営業キャッシュ・フロ

ーの早期改善を重要な経営目標

の１つと認識し、次のような施

策を推し進めてまいります。 

・中古装置ビジネスに伴う中古装

置の取得時期を受注見込時に変

更することにより、在庫の削減

と先行的な中古装置発注による

借入金の削減を図り、結果とし

て在庫回転率を向上させます。

当社は半導体製造装置に係る新

品装置販売並びに中古装置販売

を事業の主体とする専門商社で

ありますが、中古装置ビジネス

を推進するためには、売れ筋在

庫の積上げが必要であり、短期

的には資金の流出を招きます。 

しかしながら、当社では平成18

年２月に検査・計測装置の有力

メーカーと中古装置の販売提携

を実施したことにより、従来、

自前で獲得、保有してきた在庫

が不要となり、さらに中古プロ

セス装置の購入時期も受注ある

いは受注内定時期へと先送りす

ることを営業方針として確認し

ております。当該営業政策等の

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

な卸資産の圧縮は順調に進

捗しておりますが、新規取

扱商品の拡充並びに技術保

守部門の強化に伴う新品装

置・部品在庫は増加してお

り、当事業年度末における

たな卸資産は1,000百万円ほ

どになることが見込まれて

おります。） 

・売掛金回収サイトの短縮化を全

社挙げて実行します。具体的に

は、口座開設時、商談開始時に

おける交渉の徹底とファクタリ

ングの活用により、回収サイト

を短縮するとともに営業キャッ

シュ・フローの好転を目指しま

す。 

― ― 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成20年３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、当第

３四半期会計期間におきましても

1,474百万円のプラスを計上いたし

ました。なお、営業キャッシュ・フ

ローによる余剰資金は借入金の返済

に充当しており、今後も財務体質の

健全化を推し進めていく方針であり

ます。一方、当事業年度における販

売・利益計画に対して、納期遅れ等

の支障が生じ、結果として経常損失

に陥る等の状況となった場合には、

コミットメントラインの借入枠

1,050百万円（当第３四半期末当該

借入残高1,039百万円）に付与され

ている財務制限条項等に抵触するこ

ととなり、融資契約上のすべての債

務について期限の利益を失い、当社

の資金繰り及び業績に重大な悪影響

を及ぼすおそれがあります。 

当社といたしましては、引き続き

小回りの利くベンチャー企業のメリ

ットを最大限に活用し、収益性への

経営資源の集中並びに不採算事業の

利益化転換を図るとともに、損益の

責任明確化と事業再構築を推し進め

てまいります。さらに、迅速な経営

状況の把握と管理の強化、外部の経

営コンサルタント等の活用による経

営体質の改善、加えて収益率改善を

含めた新規ビジネスの検討に注力す

ることにより、付加価値の創出と事

業拡大を図ってまいる所存であり、

上述の各施策を通して業績の向上と

企業価値の極大化に努め、投資家の

皆様の信頼維持に邁進してまいりま

す。 

従いまして、財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、当該

重要な疑義の影響を財務諸表には反

映しておりません。 

― ― 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成20年３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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期末の市場

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）を採用しており

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）

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 

同左 

時価のないもの 

同左 

（２）子会社株式 （２）子会社株式 （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。 

― 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 

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 

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 

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 
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項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成20年３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）株式交付費 

支出時に全額費用として

おります。 

（１）株式交付費 

 同左 

３．繰延資産の処理方法 

― ― 

（２）新株予約権発行費 

    支出時に全額費用として

おります。 

（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３四

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。 

（１）ヘッジ会計の方法 

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

(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

  
 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 （３）ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の

変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っておりま

す。金利スワップ取引につ

いては、将来の金利の変動

によるリスクをヘッジして

おり、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

（３）ヘッジ方針 

同左 

（３）ヘッジ方針 

同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成20年３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）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３四半期キャッシ

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３四半期キャッシュ・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３四半期財務

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 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年３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） 

  当第３四半期会計期間より「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、当第３四半期会
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。 

 

 

表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年３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） 
  前第３四半期会計期間において
流動資産の「その他」に含めてお
りました「前渡金」(前第３四半期
会計期間90,326千円)については、
資産総額の100分の5超となったた
め、当第３四半期会計期間より区
分掲記しております。 

― 

― 

前第３四半期会計期間において
流動負債の「その他」に含めてお
りました「前受金」(前第３四半期
会計期間34,331千円)については、
負債・純資産総額の100分の5超と
なったため、当第３四半期会計期
間より区分掲記しております。 

― 
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(5) 注記事項 

(第３四半期貸借対照表関係) 
 

前第３四半期会計期間末 
(平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年３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 
26,904千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計

   額 
48,469千円

 

※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、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

※２.          ― 

 

 

 

 

※３． 

 

 

― 

※３． 

 

 

― 

※３．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 260,190千円 4.受取手形割引高   60,000千円

 

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。当第３四半期会計期間末に

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 1,189,500千円

差 引 額 560,500千円
 

 ５．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５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３四半期会計期間末に

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 

 1,050,000千円

貸出実行残高 772,000千円

差 引 額 278,000千円

  

 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３四半期損益計算書関係) 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年３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 1,151千円

受取配当金 4千円

仕入割引 1,586千円

受取賃貸料 2,131千円

為替差益 13,957千円
 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息 2,038千円

受取配当金 1千円

受取賃貸料 4,041千円

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 30,733千円

債権売却損 22,821千円

支払手数料 18,597千円

株式交付費 615千円

新株予約権発行費 1,159千円

出資金評価損 26,562千円
 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息 21,929千円

債権売却損 4,690千円

支払手数料 12,936千円

株式交付費 3,860千円

為替差損 7,746千円

 
 

※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 10,478千円

無形固定資産 7,199千円

計 17,678千円

 

※６．当第３四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 23,671千円

無形固定資産 15,142千円

計 38,813千円

 

※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３四半期会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３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 25,973株 64株 (注) ― 株 26,037株

自己株式  

  普通株式 338株 ― 株 ― 株 338株

(注) 普通株式の当四半期会計期間増加株式数64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 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３四半期会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３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 26,581株 23,474株 (注) ― 株 50,055株

自己株式  

  普通株式 338株 ― 株 ― 株 338株

（注）普通株式の当四半期会計期間増加株式数23,474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1,000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３四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年３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第３四

半期末残高と第３四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成19年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 1,386,471千円

預入期間が３ケ月を
越える定期預金 64,905千円

現金及び現金同等物 1,321,565千円

 

２．     ― 
 

※１．現金及び現金同等物の第３四

半期末残高と第３四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 459,138千円

預入期間が３ケ月を
越える定期預金 53,635千円

現金及び現金同等物 405,503千円

 

２．     ― 
  

※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

 

 ２．営業の譲受により増加した資
産及び負債の内訳 
当事業年度に営業の譲受により
増加した資産の主な内訳は以下
のとおりであります。なお、該
当する負債はありません。 

 

固定資産 25,370千円

のれん(発生額)   93,739 
当事業年度に譲
受けた資産の取
得価額  119,110 

未払金   61,341 
差引：当事業年
度における営業
の譲受けによる
支出   57,768 
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(リース取引関係) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年３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第３四

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３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具
及び備品 

7,420 4,050 3,370 

ソフト 
ウェア 

5,900 3,933 1,966 

合計 13,320 7,983 5,336 
 

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３四

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３四半
期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

18,182 6,268 11,913

ソフト
ウェア

5,900 5,113 786

合計 24,082 11,381 12,700
 

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３四半期末残

高相当額 

１年内 2,640千円

１年超 3,275千円

合計 5,916千円
 

 

２．未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 4,488千円

１年超 8,789千円

合計 13,277千円
 

 

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 2,202千円

減価償却費 
相当額 

1,897千円

支払利息相当額 318千円
 

 

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 3,564千円

減価償却費 
相当額 

3,214千円

支払利息相当額 408千円
 

 

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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(有価証券関係) 

前第３四半期会計期間末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

第３四半期貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 

株式 708

 
 

660 △48

計 708 660 △48

（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３四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３四半期会計期間末（平成20年3月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

第３四半期貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 

株式 559

 
 

453 △106

計 559 453 △106

（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３四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) 

前第３四半期会計期間末（平成19年3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。 

 

当第３四半期会計期間末（平成20年3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。 

 



 
 
 
 
 

㈱ノア（3383）平成20年６月期 第３四半期財務・業績の概況 

― 29 ― 

(ストック・オプション等関係) 

前第３四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

会社名 株式会社ノア 

決議年月日 平成18年７月25日 

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

Fund Ltd. 

株式の種類及び付与数 普通株式 8,000株 

付与日 平成18年８月11日 

権利確定条件 定めがありません。 

対象勤務期間 定めがありません。 

権利行使期間 平成18年８月14日～平成21年８月11日 

権利行使価格（円） 41,850円（注） 

付与日における公正な評価単価（円） 375円 

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

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

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

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

なっております。 

 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

  当第３四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。 

 

 

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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(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) 

前第３四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

   該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３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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(企業結合等関係) 

前第３四半期会計期間 (自 平成18年７月１日 至 平成19年３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．第３四半期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３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。 

 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３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) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３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 9,822.41円 

１株当たり 
第３四半期 
純損失金額 

1,900.89円 

 
 

 

１株当たり 
純資産額 15,326.97円 

１株当たり 
第３四半期 
純損失金額 

437.33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３四

半期純利益額については、潜在株式
が存在するものの１株当たり第３四
半期純損失であるため、記載してお
りません。 
 

 
同左 

 
 

 

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前第３四半期会計期間
(自 平成18年７月１日
 至 平成19年３月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年７月１日
 至 平成20年３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３四半期貸借対照表(貸借対照表)
の純資産の部の合計額（千円） 

255,426 762,010 359,929 

普通株式に係る純資産額（千円） 252,426 762,010 356,929 

第３四半期貸借対照表(貸借対照表)

の純資産の部の合計額と１株純資産

額の算定に用いられた普通株式に係

る第３四半期会計期間末(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） 26,037 50,055 26,581 

普通株式の自己株式数（株） 338 338 338 

１株当たり純資産の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 
25,699 49,717 26,243 
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(注) １株当たり第３四半期純利益(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３四半期(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。 

 
前第３四半期会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成20年３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３四半期純損失(△)及び当期純
利益 (千円) 

△48,802 △19,250 52,886 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期純損失

(△)及び当期純利益 (千円) 
△48,802 △19,250 52,886 

普通株式の期中平均株式数(株) 25,673 44,018 25,681 

潜在株式調整後１株当たり第３四

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３四半期(当期)純利益調整額 

(千円) 
― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり第３四

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３四半期

(当期)純利益又は第３四半期純損

失の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

新株予約権４種類 

 （新株予約権の数 

12,240個)

第２回新株予約権 
4,040個

第３回新株予約権 
96個

第４回新株予約権 
104個

第５回新株予約権 
8,000個

新株予約権３種類 

 （新株予約権の数 

2,672個)

第２回新株予約権 
2,496個

第３回新株予約権 
88個

第４回新株予約権 
88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) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成20年３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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前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成20年３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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(6) 事業部門別売上高 

 当第３四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成20年３月31日） 

（千円） 

前年同期比（％） 

半導体プロセス装置 1,666,444 35.0 

半導体メトロロジー装置 926,311 68.4 

テクニカル 799,504 148.6 

ソフトウェア 152,295 ― 

合 計 3,544,555 53.3 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




