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１．平成20年６月期の連結業績（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

（注）当社は、平成20年６月期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年６月期の数値および対前期増減率につい

ては記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期 16,371 － 1,840 － 1,785 － 1,233 －

19年６月期 － － － － － － － －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年６月期 11,290 92 11,071 34 17.5 14.7 11.2

19年６月期 －  －  － － －

（参考）持分法投資損益 20年６月期 －百万円 19年６月期 －百万円

(2）連結財政状態

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 15,354 9,735 63.3 84,161 88

19年６月期 － － － －  

（参考）自己資本 20年６月期 9,718百万円 19年６月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・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 △2,399 △1,083 3,704 918

19年６月期 － － － －

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年６月期 －  －  －  －  －  － － －

20年６月期 －  －  －  －  －  － － －

21年６月期（予想） －  －  －  －  0 00 － － －

３．平成21年６月期の連結業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 8,000 － 950 － 940 － 600 － 5,195 88

通期 20,000 － 2,800 － 2,700 － 1,700 － 14,721 67
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　　　無

(2）連結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（連結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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）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） 20年６月期 115,476株 19年６月期 50,668株

②　期末自己株式数 20年６月期 －株 19年６月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年６月期の個別業績（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期 16,366 68.7 1,865 53.4 1,817 50.7 1,246 59.8

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

 

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年６月期 11,417 77 11,195 73

19年６月期 15,551 88 15,020 90

　(注）平成19年５月28日開催の取締役会決議により、平成19年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって

　株式分割をおこなっております。

(2）個別財政状態

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 15,298 9,749 63.6 84,281 85

19年６月期 8,982 4,414 49.1 87,123 06

 （参考）自己資本 20年６月期 9,732百万円 19年６月期 4,414百万円

　(注）平成19年５月28日開催の取締役会決議により、平成19年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって

　株式分割をおこなっております。

２．平成21年６月期の個別業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 8,000 8.7 920 10.4 900 14.4 580 14.4 5,022 69

通期 20,000 22.2 2,700 44.8 2,600 43.1 1,650 32.3 14,288 68

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

　　含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度における会計成績

  当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期においては好調な企業収益により、設備投資の増加や、雇用情勢の

改善等に支えられ堅調に推移したものの、下半期には世界的な金融不安や原油・鋼材など原材料価格の高騰等から景

気の減退懸念が出るなど先行きに対する不透明感が拡がる結果となりました。

  このような経済環境のもと、当社グループにおいては、一部の業界で設備投資の落ち込みがあったものの、引き続

き好調な業界への積極展開により、受注および売上は好調に推移しました。しかしながら部材の高騰や事業基盤拡充

の先行負担などから各利益率は減少となりました。

　各業界別の動向として、電子部品製造業界においては、微細チップ部品への外部電極塗布の優位性を維持し、国内

企業の国内工場向けが堅調で、海外への展開と国内企業の海外工場向けでも受注を獲得しています。フラットパネル

ディスプレイ（ＦＰＤ）製造業界においては、主力製品である液晶の点灯検査向けライン装置が大口リピート受注し、

周辺装置でも新規受注を獲得、また有機ＥＬなどの新分野でも受注を得ています。太陽電池に代表されるクリーンエ

ネルギー業界においては、環境問題への世界的な関心が高まり、多数のメーカーが参入している中で、当社グループ

でも同業界を最重点業界に位置づけております。製品としては、製造ラインの前工程のプロセスに組み込み特性検査

が可能な検査装置などを投入し、国内外のメーカーより受注を受けております。光学関連業界におきましては、高画

素化・極小化の傾向が進んでおり、カメラモジュールの組立検査一貫装置の受注が好調に進みました。

  この結果、当連結会計年度の業績は、売上高16,371百万円、営業利益1,840百万円、経常利益1,785百万円、当期純

利益1,233百万円となりました。　

②次期の見通し

　わが国経済は、海外景気の鈍化や原油・原材料高騰を受けて停滞感が高まっており、今後、各企業の設備投資や個

人消費も抑制されてくるものと見られています。こうした環境の中、当社グループは特定の市場・顧客に依存しない

営業展開を経営戦略とし、全世界をターゲットとして比較的勢いのある市場に注力するとともに新しい市場への展開

も進めることで、特定の業界・装置に依存しないバランスのとれたポートフォリオを視野に入れながら、引き続き業

績の拡大を図っていく方針です。具体的には、業界の成長が著しいクリーンエネルギー業界を最重点市場とし、また

従来の主力である電子部品製造業界、ＦＰＤ製造業界、光学関連業界でも新しい装置の投入や海外市場への展開など

を積極的に進めてまいります。

　生産体制については、見附事業所の第二期工事の完了により工場フロアスペースが大幅に拡充されるため、生産力

向上が見込まれます。また、平成20年７月より従来の三本部制を七本部制に改組し、各本部の権限を強化することに

よって、機動性のある執行体制を確立してまいります。

　通期の業績につきましては、売上高20,000百万円、営業利益2,800百万円、経常利益2,700百万円、当期純利益1,700

百万円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

　当連結会計年度末の総資産につきましては、15,354百万円となりました。内訳は、流動資産が11,718百万円、固定

資産が3,635百万円であります。

　負債につきましては、5,618百万円となりました。内訳は、流動負債が5,222百万円、固定負債が396百万円でありま

す。

　純資産につきましては、9,735百万円となりました。これは主に当期純利益1,233百万円等を計上したことによるも

のであります。

　なお、平成20年６月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、増減の状況等は記載しておりません。

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加や有形固定資産の取

得による支出があったものの、株式の発行による収入および税引前当期純利益を2,007百万円計上したこと等により、

当連結会計年度末には918百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は2,399百万円となりました。

　これは主に税引前当期純利益2,007百万円の計上、前受金の増加による収入1,296百万円の計上、たな卸資産の減少

による収入512百万円があったものの、売上債権の増加による支出3,878百万円、前渡金の増加による支出1,425百万円、

仕入債務の減少による支出660百万円等により、全体では支出となったものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,083百万円となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出1,020百万円、事業譲受による支出335百万円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）

　財務活動の結果得られた資金は3,704百万円となりました。

　これは主に長期借入金の返済による支出206百万円、短期借入金の純減少額125百万円があったものの、株式の発行

による収入4,036百万円により、全体では収入となったものです。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

区分 平成20年６月期

自己資本比率（％） 63.3

時価ベースの自己資本比率（％） 288.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）平成20年６月期より連結財務諸表を作成しているため、当連結会計年度以外の数値については記載しており

ません。　

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注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。

（注４）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

　　　　す。

（注５）キャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・

　　　　フローがマイナスの為、計算しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元と財務健全性を重要な政策として位置づけております。配当につき

ましては、積極的な事業展開に備えた内部留保とのバランスを図り、業績に応じて適正に実施してまいりたいと考え

ております。

　なお、当連結会計年度につきましては当初の方針のとおり配当は予定しておりません。

　また現時点では、次期についても無配を予定しております。その後の配当につきましては、上記の方針に沿って慎

重に検討してまいりたいと考えております。

(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を充分認識したうえで、発生の予防・回避および発生した場合

の被害軽減に努める方針ではありますが、文中における記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成20

年６月30日）現在に認められる範囲内において当社グループが判断したものであり、実際に発生する結果とは異なる

場合があります。

　また、以下の記載は本株式に投資するリスク全てを網羅するものではありません。

①開発型企業としての開発重視の事業展開について　

　当社グループの製品は、創造的な技術に基づくもので、今後も継続して魅力のある製品開発を行う方針であります。

しかしながら、研究開発と販売のプロセスは不確実なものであり、長期的な人材、資源の投入が新技術の創造に必ず

しもつながるものではなく、またユーザーから支持される新製品、新技術につながるものであるという保証もありま

せん。

　当社グループは、ユーザーニーズに対して最先端かつ高度の技術力を提供し、「新しい価値を創造し具現化する企

業となること」を目標とし、製品開発を行っていく所存ではありますが、当社グループが魅力ある製品を開発できな
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い場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②当社グループの事業の基盤となる技術と当社グループ製品のユーザーについて　

　当社グループの営む３Ｄアプリケーション事業およびファンクションアナライズ事業では、それぞれ当社グループ

が独自に開発した「３Ｄアプリケーションの技術」および「特殊機能分析の技術」を基礎として開発・製造された製

品を国内および海外のユーザーに販売しております。これらの技術は、幅広い分野で活用可能なものであり、その用

途も今後拡大していくものと期待しております。

　しかしながら、現時点においては、新規市場への営業展開を進めてはいるものの、依然当社グループの主力製品は

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

下した場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループ製品は従来の技術により開発・製造された他社製品に代替するものとしてユーザーに導入され

ておりますが、当社グループの技術的優位性が発揮されなくなった場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

③技術者の確保について　

　当社グループが、技術的優位性を維持し事業推進していくためには、現在在籍している技術者の技術レベルを向上

させるとともに、高い能力を有する技術者を採用していくことが重要であります。今後、当社グループが想定する技

術レベルに達する人員を確保できない場合、または優秀な技術者の流出が生じた場合には、当社グループの事業およ

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④生産体制について　

　当社グループでは、製造工程の一部を積極的に協力外注先へ発注しており、当連結会計年度の総製造費用に占める

外注加工費の割合は68.6％となっております。協力外注先とは良好で継続的な取引関係を維持しておりますが、何ら

かの事情によって協力外注先との取引に支障をきたすこととなった場合には、当社グループの事業および経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

⑤製品やサービスの品質について　

　当社グループは高品質な製品やサービスの提供を目指し、各種法規制の遵守はもとより、高い品質管理基準に基づ

いた製品の製造およびきめ細かな顧客サービス対応に努めております。しかしながら、製品やサービスに欠陥等の問

題が生じた場合には、当該問題から生じた損害やクレームについて当社グループが責任を負う可能性があるとともに、

当社グループの製品やサービスの品質への信頼を失い、その結果、営業活動に支障が生じ、当社グループの事業およ

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥知的財産権について　

　当社グループは、３Ｄアプリケーション事業に関連する塗布技術に関する特許権を、国内において６件、海外にお

いて１件登録済みであるほか、複数の特許権を出願しております。これらの登録済みまたは出願中の特許権は、事業

遂行にあたり、競合他社等から当社グループの知的財産権を保護するために不可欠なものであります。当社グループ

は、製品開発にあたって、今後新たに研究開発を行ったものについて特許権等の知的財産権を出願していく方針であ

りますが、当社グループが出願する特許権等の知的財産権全てが登録される保証はありません。当社グループが知的

財産権を充分に保全できない場合には、当社グループの事業および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは第三者に対する知的財産権の侵害を行っていないものと認識しておりますが、当社グループ

の事業分野における知的財産権の現状を完全に把握することは困難であります。万が一当社グループが第三者の知的

財産権を侵害した場合には、損害賠償または使用差止等の請求を受ける可能性があり、当社グループの事業および経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦会社組織について　

　当社グループは、平成20年６月30日現在、従業員294名の規模であります。当社グループでは、今後の業務拡大に備

え既存従業員の育成、各種採用活動による人員補強等の施策を講じるとともに、管理業務の組織的な効率化を図り、

安定的な業務推進と生産性の向上を重要な課題と認識しておりますが、当社グループの想定以上の急激な業務拡大が

生じた場合や、既存従業員の育成、人員補強等が順調に進まなかった場合には、当社グループの事業拡大および事業

運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑧売掛債権、たな卸資産について　
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　当社グループのカスタマイズ事業は、ユーザーからの要求に応じて、製品ごとに開発・製造を行うこと、また３Ｄ

アプリケーション事業、ファンクションアナライズ事業においても、ユーザーの要求する仕様により、ある程度のカ

スタマイズが必要なことから、受注から納品までの期間が６ヶ月を超える案件も多くあります。また、検収後ユーザー

に対する売掛債権の回収までに要する期間も、通常１ヶ月から６ヶ月程度かかります。

　このように受注から売掛債権の回収までが長期となっている一方で仕入債務の支払は経常的に発生することから、

たな卸資産の状況、製品の検収の状況により、当社グループの財政状態およびキャッシュ・フローに影響を及ぼす可

能性があります。

⑨自然災害、事故にかかるリスクについて　

　当社グループは、新潟県に３事業所と１事務所、長野県に１事業所、東京都に１支社、埼玉県に１事業所、愛知県

に１事務所、秋田県に１事務所をそれぞれ設置しております。各拠点において、地震、台風または火山活動等の自然

災害や、事故、火災、テロ等による生産の停止、設備の損壊や給水・電力供給の制限等、不測の事態が発生した場合、

また当社グループ従業員への人的被害が発生した場合には、各拠点の機能が低下し当社グループの事業活動に支障が

生じる可能性があり、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況
　当社グループは、当社および子会社である株式会社プロデュースプレシジョンで構成されており、各種製造装置、検

査装置の開発・製造および販売を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容は以下のとおりであります。なお、株式会社プロデュースプレシジョンは金属加工・製缶を

専門としており、各々の事業において製造する装置の部材加工、部品加工などを行っております。

・３Ｄアプリケーション事業　

　三次元印刷技術を応用した各種装置の開発・製造・販売を行っております。

・ファンクションアナライズ事業

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

・カスタマイズ事業

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

　当社の事業系統図は以下のとおりであります。

 

仕入先 外注先 

商社・ 
代理店 

ユーザー 

当社グループ 

当社 
 

開発・設計 
製造・組立 

納入 

発注 
製品 

開発委託 

製品 

発注 

納入 
（パーツ部品） 

発注 製品 

開発委託 

プロデュースプレシジョン 
金属加工・部品加工・組立 

発注 納入 
納入 

（パーツ部品） 

発注 

納入 

発注 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社およびグループ会社は、“新しい価値を創造し、具現化する”企業となることをカンパニーポリシーとし、も

のづくりの世界で独自技術の開発に徹し、市場ニーズのある装置や設備を開発し、あらゆる業界の製造工程の革新を

果たしていくことを経営理念としております。

　当社グループは、こうした経営理念の実現を、会社としての健全性の維持、法令等の厳格な遵守、環境への配慮等、
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社会の公器としての当然の使命を果たしながら進めていく所存であります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、売上高の伸張と営業利益率の向上を経営目標としております。具体的には独自技術に基づく高付

加価値商品の開発を積極的に進め、展開対象を絞ることなく好調な業種・業界への製品投入を推進していくとともに、

原価管理の徹底等により利益率の向上を図ってまいります。財務的には資本の効率的な活用を実現するために、ＲＯ

Ｅの水準を高めていくことを意識した経営を行ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、３Ｄアプリケーション事業とファンクションアナライズ事業およびカスタマイズ事業の三つの事

業を立ち上げてまいりました。中長期的な経営戦略の第一は、独自技術による事業である３Ｄアプリケーション事業

とファンクションアナライズ事業の二つの既存事業をより深堀りし、またその対象市場の横展開を図っていくことで

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

途開発、既存技術をベースにした新しい工法の開発による市場開拓、当社製品の優位性をさらに向上させる材料およ

び消耗品の開発などがあげられます。３Ｄアプリケーション事業においてはスプレー塗布技術、フィルム印刷技術な

どにおいて新工法の研究を行い、ファンクションアナライズ事業においては、従来の電気特性検査装置を応用展開し

た太陽電池向けテスターなどの新基軸の検査装置を市場投入しております。

　中長期的な戦略の第二は、新しい技術による新製品や新規事業分野の継続的な開拓です。次期につきましては、ク

リーンエネルギー業界とされる太陽電池、燃料電池、二次電池関連業界を最重点分野として展開するとともに、新規

展開としてＬＥＤ（※１）やＭＥＭＳ（※２）分野などをターゲットとしてまいります。

（※１）ＬＥＤ　Light Emitting Diode  発光ダイオードとも呼ばれ、順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素

子のこと

（※２）ＭＥＭＳ　Micro Electro Mechanical Systems　機械要素部品、センサー、アクチュエータ、電子回路を一

つのシリコン基板、ガラス基板、有機材料などの上に集積したデバイスのこと

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く経営環境は、今後も早いスピードで変化することが予想されるなかで、当社は「新しい価

値を創造し、具現化する」企業であることを目標として、製品開発力の強化を継続し事業展開を図ってまいります。

　当社が対処すべき当面の課題と取り組みとして次の点があげられます。

①製品開発力の強化

　当社グループは、創造的な技術を開発することによって工業界の製造プロセスを変革することを経営戦略にしてお

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

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

し、また他社の持つ技術との連携による新技術の開発にも積極的に取り組んでまいります。

②人材の確保・活用

　当社グループは、開発型企業として、技術者の確保は重要課題であると認識しております。高い能力を有する技術

者の新規採用に取り組むとともに、現在在籍している技術者の技術レベルを向上させるために、人事・教育制度等に

おける諸施策を講じてまいります。また、組織および事業の拡大に対応し、今後の社内管理体制を強化するために、

企画、財務など管理系の従業員の教育、採用にも注力してまいります。

③知的財産権の確保

　当社グループは、開発した技術の知的財産化も重要な課題と認識しております。専門のチームを設け、知的財産権

の確保および管理強化を推進してまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社グループの内部管理体制については、別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載して

おります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   932,799  

２．受取手形及び売掛金 　  5,706,891  

３．たな卸資産   3,341,705  

４．繰延税金資産   69,813  

５．前渡金   1,425,967  

６．その他   253,062  

貸倒引当金   △11,705  

流動資産合計   11,718,534 76.3

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  1,823,886   

減価償却累計額  231,091 1,592,795  

(2）機械装置及び運搬具  945,360   

減価償却累計額  428,682 516,677  

(3）土地   645,061  

(4）建設仮勘定   447,549  

(5）その他　  91,276   

減価償却累計額  50,809 40,467  

有形固定資産合計   3,242,551 21.1

２．無形固定資産     

(1）のれん   205,244  

(2）その他   50,719  

無形固定資産合計   255,963 1.7

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   107,600  

(2）その他   40,624  

貸倒引当金   △11,075  

投資その他の資産合計   137,149 0.9

固定資産合計   3,635,665 23.7

資産合計   15,354,199 100.0
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当連結会計年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   796,385  

２．短期借入金   2,167,764  

３．未払法人税等   588,510  

４．前受金   1,364,824  

５．その他   305,008  

流動負債合計   5,222,492 34.0

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金   217,729  

２．繰延税金負債   151,607  

３．役員退職慰労引当金   26,912  

固定負債合計   396,249 2.6

負債合計   5,618,741 36.6

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   3,372,895 22.0

２．資本剰余金   3,691,644 24.0

３．利益剰余金   2,656,757 17.3

株主資本合計   9,721,297 63.3

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価　
差額金

  △2,620 △0.0

評価・換算差額等合計   △2,620 △0.0

Ⅲ　新株予約権   16,781 0.1

純資産合計   9,735,458 63.4

負債純資産合計   15,354,199 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   16,371,591 100.0

Ⅱ　売上原価   13,060,394 79.8

売上総利益 　  3,311,196 20.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,470,526 9.0

営業利益   1,840,670 11.2

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  1,101   

２．受取配当金　  4,000   

３．助成金収入  5,632   

４．仕入割引  12,804   

５．業務受託収入　  4,989   

６．保険解約益  3,551   

７．受取賃貸料  5,224   

８．その他  2,461 39,765 0.2

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  35,503   

２．支払手数料  22,718   

３．株式交付費  27,959   

４．その他  8,753 94,935 0.5

経常利益   1,785,499 10.9

Ⅵ　特別利益     

１．助成金収入  324,182   

２．その他  1,226 325,408 2.0

Ⅶ　特別損失     

１．投資有価証券評価損  102,998 102,998 0.6

税金等調整前当期純利益   2,007,910 12.3

法人税、住民税及び
事業税

 760,000   

法人税等調整額  14,783 774,783 4.8

当期純利益   1,233,126 7.5
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

平成19年６月30日　残高（千円） 1,340,154 1,658,903 1,423,630 4,422,689 △8,338 － 4,414,350

連結会計年度中の変動額        

公募増資による新株の発行 1,864,284 1,864,284 － 3,728,568 － － 3,728,568

第三者割当による新株の発行 155,357 155,357 － 310,714 － － 310,714

新株予約権の行使による新株の発行　 13,100 13,100 － 26,200 － － 26,200

当期純利益 － － 1,233,126 1,233,126 － － 1,233,126

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

－ － － － 5,717 16,781 22,499

連結会計年度中の変動額合計（千円） 2,032,741 2,032,741 1,233,126 5,298,608 5,717 16,781 5,321,107

平成20年６月30日　残高（千円） 3,372,895 3,691,644 2,656,757 9,721,297 △2,620 16,781 9,735,458
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  2,007,910

減価償却費  270,175

のれん償却費  42,168

株式報酬費用　  16,781

株式交付費　  27,959

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  7,306

貸倒引当金の増減額（減少：△）　  10,505

受取利息及び受取配当金  △5,101

為替差損益（差益：△）  △43

支払利息  35,503

助成金収入  △324,182

投資有価証券評価損  102,998

売上債権の増減額（増加：△）  △3,878,646

たな卸資産の増減額（増加：△）  512,811

未収消費税等の増減額（増加：△）  39,955

前渡金の増減額（増加：△）　  △1,425,967

仕入債務の増減額（減少：△）  △660,798

前受金の増減額（減少：△）　  1,296,248

未払消費税等の増減額（減少：△）　  137,694

未払金の増減額（減少：△）　  △9,022

未払費用の増減額（減少：△）　  34,971

その他　  △113,911

小計  △1,874,683

利息及び配当金の受取額  4,510

利息の支払額  △35,834

法人税等の支払額  △493,192

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,399,199
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当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入れによる支出  △1,832

有形固定資産の取得による支出 　 △1,020,766

無形固定資産の取得による支出  △22,746

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

※２ △18,978

事業譲受による支出 ※３ △335,000

助成金による収入  324,182

短期貸付金の純増減額（増加：△）  △2,842

その他  △5,656

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,083,641

   

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（減少：△）  △125,000

長期借入金の返済による支出  △206,931

株式の発行による収入  4,036,880

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,704,949

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  43

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  222,152

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  696,791

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 918,943
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　１社

　連結子会社の名称

　  株式会社プロデュースプレシジョン

　　　なお、平成20年１月31日付をもって、

株式会社エヌシステムの全株式を取得

し、当社の子会社としております。ま

た、子会社化するにあたり同社社名を

株式会社プロデュースプレシジョンと

変更しております。このため、当期よ

り連結財務諸表を作成しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用した非連結子会社および関

連会社はないため、該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社である株式会社プロデュース

プレシジョンの決算日は６月30日でありま

す。

　なお、連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

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）　

 ②たな卸資産

　原材料

　　移動平均法による原価法

　製品、仕掛品

　　個別法による原価法

　 貯蔵品

　 　最終仕入原価法
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しております。

  ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

　建物及び構築物　　７年～40年

  工具器具及び備品　３年～12年

　 (追加情報）

　　法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて表示しております。

　　なお、これによる当連結会計年度の損

益に与える影響は軽微であります。

 ②無形固定資産

定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。

(3）重要な繰延資産の処理

方法　

　株式交付費

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。　

 (追加情報）

  平成19年12月７日を払込期日とする公募

増資による新株式の発行は、引受証券会社

が引受価額で買取引受を行い、これを引受

価額と異なる発行価格で一般投資家に販売

するスプレッド方式によっております。

　スプレッド方式では、発行価額と引受価

額との差額194,112千円が事実上の引受手

数料であり、引受価額と同一の発行価格で

一般投資家に販売する従来の方法であれば

株式交付費として処理されていたものであ

ります。

　このため従来の方法によった場合に比べ、

株式交付費の額と資本金および資本剰余金

の合計額は、それぞれ194,112千円少なく

計上され、経常利益および税金等調整前当

期純利益は、それぞれ同額多く計上されて

おります。
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

(4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

②役員退職慰労引当金

　当社グループのうち、当社は役員の退職

慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(6）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等は税抜方式により処理しており

ます。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　 連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、効果の発現す

る期間を合理的に見積り可能なものはその

見積り期間に応じて（５年間）均等償却し

ております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

　１　受取手形裏書高　　　　　　　　　　22,604千円

２　当社グループのうち当社は、運転資金の効率的な調

達をおこなうため取引銀行10行と当座貸越契約を締結

しております。これら契約に基づく当該連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。　　　

　　　　　　　

当座貸越極度額および貸出

当座貸越限度額の総額    15,000,000千円

借入実行残高      2,050,000千円

差引額     12,950,000千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 393,147千円 

研究開発費 405,671千円 

貸倒引当金繰入額 10,505千円 

役員退職慰労引当金繰入額　 7,306千円 

※２　一般管理費に含まれる研究開発費

405,671千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　　当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　１．発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

　　普通株式（注） 50,668 64,808 － 115,476

合計 50,668 64,808 － 115,476

　　（注）普通株式の発行済株式総数の増加64,808株のうち、平成19年５月28日開催の取締役会決議により、平成

19年７月１日をもって、普通株式１株を２株に分割したことによる増加が50,668株、平成19年12月７日

を払込期日とする公募増資に基づく新株発行による増加が12,000株、平成19年12月19日を払込期日とす

る第三者割当増資（オーバーアロットメント分）に基づく新株発行による増加が1,000株、新株予約権の

権利行使による増加が1,140株であります。

　　２．自己株式に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　　３．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 16,781

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 16,781

　　４．配当に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 932,799

預入期間が３か月を超える定期預金 △13,855

現金及び現金同等物 918,943

 ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳　

　　 ㈱プロデュースプレシジョン

（千円）

11,290.92円

流動資産 176,016

固定資産 58,715

のれん 7,855

流動負債 △136,292

固定負債 △81,294

㈱プロデュースプレシジョン

株式の取得価額

25,000

㈱プロデュースプレシジョンの

現金及び現金同等物

6,021

差引：㈱プロデュースプレシジョン

株式取得による支出

18,978

　※３ 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受けに

より増加した資産及び負債の主な内訳

　　(1)㈱藤森技術研究所

（千円）

のれん 200,384

流動資産　 55,979

固定資産 18,636

　　資産合計 275,000

 

　  (2)㈱フィズケミックス

（千円）

のれん 39,173

流動資産　 29,873

固定資産 10,953

　　資産合計 80,000
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

　 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定によ

り記載を省略しております。

（有価証券関係）

　　当連結会計年度（平成20年６月30日）

　　  その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（1）株式 － － －

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 － － －

 連結貸借対照表計上額が

 取得原価を超えないもの 

（1）株式 112,000 107,600 △4,400

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 112,000 107,600 △4,400

合計 112,000 107,600 △4,400

　　　（注）当連結会計年度において、有価証券について102,998千円減損処理を行っております。なお、減損処理に

あたっては、期末における１株当たり純資産（時価がある場合には時価）が帳簿価額に比べ50％以上下

落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性を

考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。

（デリバティブ取引関係）

　 当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

 　 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

　 当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　当社グループのうち、当社は退職給付制度として確定拠出型年金制度を設けており、費用認識した拠出額は13,449

　千円であります。
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（ストック・オプション等関係）

 　 当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　16,781千円

　　２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　 (1)ストック・オプションの内容

 平成15年６月期 平成18年６月期 平成20年６月期 

付与対象者の区分

及び数（注）１

　当社取締役　　　　４名 

　当社従業員　　　　27名

　当社取引先取締役　１名

　関係会社の取締役　３名

　当社取締役　　　２名 

　当社従業員　　　１名

　当社取締役　　　５名 

　当社従業員　　　８名

ストック・オプ

ション数

（注）２，３

　普通株式　304株 　普通株式　180株 　普通株式　400株

付与日 　平成15年４月28日 　平成17年８月30日 　平成19年８月17日 

権利確定条件

　付与日以降、権利行使日まで

継続して、会社および会社の

関係会社の取締役、監査役、

顧問または従業員であること。

　付与日以降、権利行使日まで

継続して、会社および会社の

関係会社の取締役、監査役、

顧問または従業員であること。

　付与日以降、権利行使日まで

継続して、会社および会社の

関係会社の取締役、監査役、

顧問または従業員であること。

対象勤務期間
  平成15年４月28日から

  権利行使日まで

  平成17年８月30日から

  権利行使日まで

  平成21年８月17日から

  権利行使日まで

権利行使期間

  平成17年７月１日から

  平成22年６月30日まで

　１年間に行使できる新株予約

権の個数は以下のとおりとす

る。

①平成17年７月１日から平成

20年６月30日までにおいて１

年間に権利行使できる新株予

約権の個数は、当初割当個数

の３分の１を上限とする。た

だし、新株予約権の行使個数

に１個未満の端数が生じる場

合には、これを繰り上げるも

のとする。

②平成20年７月１日から平成

21年６月30日までにおいて１

年間に権利行使できる新株予

約権の個数は、当初割当個数

の２分の１を上限とする。た

だし、新株予約権の行使個数

に１個未満の端数が生じる場

合には、これを繰り上げるも

のとする。

③平成21年７月１日から平成

22年６月30日までにおいて１

年間に権利行使できる新株予

約権の個数は、当初割当個数

を上限とする。

  平成20年１月７日から

  平成25年６月30日まで

　１年間に行使できる新株予約

権の個数は以下のとおりとす

る。

①平成20年１月７日から平成

23年６月30日までにおいて１

年間に権利行使できる新株予

約権の個数は、当初割当個数

の３分の１を上限とする。た

だし、新株予約権の行使個数

に１個未満の端数が生じる場

合には、これを繰り上げるも

のとする。

②平成23年７月１日から平成

24年６月30日までにおいて１

年間に権利行使できる新株予

約権の個数は、当初割当個数

の２分の１を上限とする。た

だし、新株予約権の行使個数

に１個未満の端数が生じる場

合には、これを繰り上げるも

のとする。

③平成24年７月１日から平成

25年６月30日までにおいて１

年間に権利行使できる新株予

約権の個数は、当初割当個数

を上限とする。

  平成21年８月18日から

  平成24年８月17日まで
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　　(注)１　平成15年６月期ストック・オプションにおいては付与対象者の退職等により、付与対象者の人数は当社取締

役３名、当社従業員16名となっており、平成18年６月期ストック・オプションにおいては、付与対象取締役

の退任により、付与対象者の人数は、当社取締役１名、当社従業員２名となっております。

  　　  ２　付与日時点の株式数に換算して記載しております。

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

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

日時点の株式数に換算して記載しております。

　　 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成20年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

  ①ストック・オプションの数

 平成15年６月期 平成18年６月期 平成20年６月期

 権利確定前　　　　　　（株）    

 　前連結会計年度末 －　 360　 －　

 　付与 －　 －　 400　

 　分割による増加（注） －　 360　 －　

 　失効 －　 －　 －　

 　権利確定 －　 720　 －　

 　未確定残 －　 －　 400　

 権利確定後　　　　　　（株）    

 　前連結会計年度末 1,056　 －　 －　

 　権利確定 －　 720　 －　

 　分割による増加（注） 1,056　 －　 －　

 　権利行使 896　 244　 －　

 　失効 －　 －　 －　

　　未行使残 1,216　 476　 －　

  ②単価情報

  平成15年６月期 平成18年６月期 平成20年６月期 

権利行使価格　　　　　 （円) 15,625　 50,000　 （注）341,577

行使時平均株価　　　　　(円) 350,889　 369,000　 －

 公正な評価単価（付与日) (円) －　 －　 352,000

（注）平成19年12月に公募増資ならびに第三者割当増資を実施したことにより、行使価格の調整を行っております。
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　　３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。

①使用した評価技法　　ブラック・ショールズモデル

②主な基礎数値及び見積方法

 　平成20年ストック・オプション

株価変動性（注）１ 　35.47％

予想残存期間（注）２ 3.5年

予想配当（注）３ 0％

無リスク利子率（注）４ 1.042％

（注）１．3.5年間（平成15年２月から平成19年８月まで）の株価実績に基づき判定しております。

２．権利行使までの期間を合理的に見積もることができないため、算定時点から権利行使期間の中間点ま

での期間を予想残存期間として推定しております。

３．過去の配当実績がないことによります。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　　４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。

（企業結合等）

 　　 当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　　　（パーチェス法適用関係）

　　１．提出会社による株式会社藤森技術研究所の一部譲受

(1)被取得企業の名称および取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日および企業結合の法的形

式

 ①被取得企業の名称および取得した事業の内容

　 株式会社藤森技術研究所　ＮＶＤ事業

 ②企業結合を行った主な理由

　 当社グループ３Ｄアプリケーション事業の更なる強化、業績の向上

 ③企業結合日

　 平成19年７月２日

 ④企業結合の法的形式

 　事業譲受

(2)財務諸表に含まれている取得事業の業績の期間

 　　　　　 平成19年７月２日から平成20年６月30日

(3)取得した事業の取得原価およびその内訳

　　　　　　取得の対価

　現金 275,000千円　

　取得原価 275,000千円　

(4)発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法および償却期間

 ①発生したのれんの金額

　 200,384千円

 ②発生原因

　 ＮＶＤ装置事業に関連する知的財産を含む技術・ノウハウによって期待される収益力から発生したもので

 あります。

 ③償却方法および償却期間

　 ５年間による均等償却
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(5)企業結合の日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

　ＮＶＤ装置（製品）及び関連部材在庫 55,979千円　

　関連設備 18,636千円　

　のれん 200,384千円　

　合計 275,000千円　

(注)当企業結合において引き受けた負債はありません。

(6)企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の、当会計年度の損益計算書に及ぼす影響の概

算額

　　　　　当該影響額の重要性が乏しいので省略しております。

　　２．提出会社による株式会社フィズケミックスの一部事業譲受

(1)被取得企業の名称および取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日および企業結合の法的形

式

 ①被取得企業の名称および取得した事業の内容

　 株式会社フィズケミックス　ＭＥＭＳ装置事業

 ②企業結合を行った主な理由

被取得企業がもつ新たな独自技術および装置を獲得することで、当社３Ｄアプリケーション事業のＭＥＭＳ

分野への展開を強化するため。

 ③企業結合日

　 平成20年３月25日

 ④企業結合の法的形式

 　事業譲受

(2)財務諸表に含まれている取得事業の業績の期間

 　　　　　 平成20年３月25日から平成20年６月30日

(3)取得した事業の取得原価およびその内訳

　　　　　　取得の対価

　現金 80,000千円　

　取得原価 80,000千円　

(4)発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法および償却期間

 ①発生したのれんの金額

　 39,173千円

 ②発生原因

　 ＭＥＭＳ装置事業に関連する知的財産を含む技術・ノウハウによって期待される収益力から発生したもの　

　 であります。

 ③償却方法および償却期間

　 ５年間による均等償却

(5)企業結合の日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

　ＭＥＭＳ装置(仕掛品)、関連部材在庫 40,826千円　

　のれん 39,173千円　

　合計 80,000千円　

(注)当企業結合で引き受けた負債はありません。

(6)．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当会計年度の、損益計算書に及ぼす影響の

概算額

　　　　　当該影響額の重要性が乏しいので省略しております。
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

①流動資産

繰延税金資産

未払事業税         33,773千円

棚卸資産評価損否認         16,227千円

貸倒引当金繰入限度超過額 4,731千円

未払賞与等 14,505千円

その他　 575千円

繰延税金資産合計         69,813千円

繰延税金資産の純額         69,813千円

②固定負債

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金        227,151千円

特別償却準備金 4,218千円

繰延税金負債合計        231,370千円

繰延税金資産

役員退職慰労引当金        10,883千円

貸倒引当金繰入限度超過額 4,478千円

投資有価証券評価損否認        54,189千円

その他有価証券評価差額金      1,779千円

固定資産評価損否認      8,411千円

その他   19千円

繰延税金資産合計        79,762千円

繰延税金負債の純額        151,607千円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、

注記を省略しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

        当社グループは精密機械装置の専門メーカーとして、同一セグメントに属する３Ｄアプリケーション、ファンク

ションアナライズ、カスタマイズの各装置等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がない

ため該当事項はありません。　

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

        本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　　 　当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　 　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）において関連当事者との取引が存在しないため該

当事項はありません。

（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額   84,161.88円

１株当たり当期純利益金額 11,290.92円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

11,071.34円　

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり当期純利益金額  

  当期純利益（千円） 1,233,126

  普通株主に帰属しない金額（千円） －

  普通株式に係る当期純利益（千円） 1,233,126

  期中平均株式数（株） 109,214

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

  当期純利益調整額（千円） －

  普通株式増加数（株） 2,166

  　（うち新株予約権） （2,166）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

 

－
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   708,513   844,525  136,011

２　受取手形 ※４  63,437   70,808  7,370

３　売掛金   1,608,860   5,634,856  4,025,995

４　製品   －   24,995  24,995

５　原材料   21,153   44,253  23,099

６　仕掛品   3,734,855   3,244,396  △490,458

７　貯蔵品   －   1,578  1,578

８　前渡金   －   1,425,967  1,425,967

９　前払費用   8,838   35,110  26,271

10　未収入金 ※１  111,385   210,146  98,761

11　未収消費税等   39,955   －  △39,955

12　関係会社短期貸付金   －   45,727  45,727

13　繰延税金資産   32,817   57,650  24,832

14　その他 ※１  3,214   4,728  1,513

貸倒引当金   △11,075   △11,700  △625

流動資産合計   6,321,957 70.4  11,633,044 76.0 5,311,087

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  1,312,708   1,748,580    

減価償却累計額  132,086 1,180,621  209,047 1,539,532  358,911

(2）構築物  66,465   70,750    

減価償却累計額  14,210 52,254  21,234 49,515  △2,739

(3）機械及び装置  563,675   872,023    

減価償却累計額  258,816 304,859  401,950 470,073  165,213

(4）車両及び運搬具  8,134   8,134    

減価償却累計額  4,878 3,255  6,083 2,050  △1,204

(5）工具器具及び備品  53,183   84,139    

減価償却累計額  27,845 25,338  47,419 36,720  11,381

(6）土地   479,938   645,061  165,122

(7）建設仮勘定   349,366   447,549  98,182

有形固定資産合計   2,395,635 26.6  3,190,503 20.9 794,868
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前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２　無形固定資産         

　(1) のれん   －   198,174  198,174

(2）特許権   9,462   17,562  8,099

(3）ソフトウェア   32,277   32,582  305

(4) その他   585   574  △10

無形固定資産合計   42,325 0.5  248,894 1.6 206,569

３　投資その他の資産         

　(1) 関係会社株式   －   25,000  25,000

(2）投資有価証券   200,998   107,600  △93,398

(3）出資金   7   7  －

(4）長期前払費用   274   434  160

(5) 関係会社長期貸付金   －   64,272  64,272

(6）その他   21,790   40,183  18,392

  貸倒引当金   －   △11,075  △11,075

投資その他の資産合計   223,070 2.5  226,422 1.5 3,352

固定資産合計   2,661,030 29.6  3,665,820 24.0 1,004,789

資産合計   8,982,988 100.0  15,298,865 100.0 6,315,877
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前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   442,659   381,459  △61,199

２　買掛金 ※１  931,038   372,611  △558,427

３　短期借入金   2,150,000   2,050,000  △100,000

４　一年以内返済予定の
長期借入金

  129,395   117,764  △11,631

５　未払金 ※１  37,176   52,958  15,782

６　未払費用   54,185   78,803  24,618

７　未払法人税等   293,977   583,510  289,533

８　前受金   68,575   1,364,824  1,296,248

９　預り金   13,555   15,643  2,088

10　その他   －   139,947  139,947

流動負債合計   4,120,562 45.9  5,157,521 33.7 1,036,959

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   336,326   217,729  △118,597

２　役員退職慰労引当金   19,605   26,912  7,306

３　繰延税金負債   92,142   147,389  55,246

固定負債合計   448,074 5.0  392,030 2.6 △56,043

負債合計   4,568,637 50.9  5,549,552 36.3 980,915

         

㈱プロデュース（6263）平成 20 年６月期決算短信

－ 29 －



  
前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１　資本金   1,340,154 14.9  3,372,895 22.0 2,032,741

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  1,658,903   3,691,644    

資本剰余金合計   1,658,903 18.5  3,691,644 24.1 2,032,741

３　利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  186,605   334,548   147,943

繰越利益剰余金  1,237,025   2,336,062   1,099,037

利益剰余金合計   1,423,630 15.8  2,670,611 17.5 1,246,980

株主資本合計   4,422,689 49.2  9,735,151 63.6 5,312,462

Ⅱ　評価・換算差額等         

１  その他有価証券評価差額金   △8,338 △0.1  △2,620 △0.0 5,717

評価・換算差額等合計   △8,338 △0.1  △2,620 △0.0 5,717

Ⅲ　新株予約権   － －  16,781 0.1 16,781

純資産合計   4,414,350 49.1  9,749,312 63.7 5,334,961

負債・純資産合計   8,982,988 100.0  15,298,865 100.0 6,315,877
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   9,704,000 100.0  16,366,364 100.0 6,662,364

Ⅱ　売上原価         

　１　事業譲受による製品
　受入高

 －   48,835    

　２　当期製品製造原価  7,517,214   13,041,246    

　　　　　合計  7,517,214   13,090,082    

３　製品期末たな卸高  － 7,517,214 77.5 24,995 13,065,086 79.8 5,547,872

売上総利益   2,186,786 22.5  3,301,278 20.2 1,114,491

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  46,710   56,666    

２　給与手当  224,857   382,299    

３　法定福利費  31,354   50,329    

４　役員退職慰労引当金
　　繰入額

 9,096   7,306    

５　旅費交通費  34,535   58,192    

６　減価償却費  29,475   48,349    

７　租税公課  22,695   45,213    

８　支払手数料  57,492   64,012    

９　貸倒引当金繰入額  11,075   11,700    

10　研究開発費 ※２ 340,540   405,671    

11　雑費  163,241 971,072 10.0 306,295 1,436,036 8.8 464,963

営業利益   1,215,713 12.5  1,865,241 11.4 649,527

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 26   1,495    

２　受取配当金  －   4,000    

３　助成金収入  2,684   5,364    

４　仕入割引  4,036   14,097    

５　業務受託収入 ※１ 7,816   17,840    

６　保険解約益  5,113   3,200    

７　受取賃貸料 ※１ －   8,481    

８　その他  7,926 27,605 0.3 1,866 56,345 0.3 28,740
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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）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  17,039   34,782    

２　支払手数料  16,620   22,718    

３　株式交付費  －   27,959    

４　賃貸費用 ※１ －   17,800    

５　その他  3,840 37,501 0.4 997 104,259 0.6 66,757

経常利益   1,205,818 12.4  1,817,328 11.1 611,510

Ⅵ　特別利益         

１　前期損益修正益 ※３ 10,517   －    

２　助成金収入  259,156   324,182    

３　貸倒引当金戻入益  5,000 274,673 2.8 － 324,182 2.0 49,508

Ⅶ　特別損失         

１　投資有価証券評価損  31,001   102,998    

２　棚卸資産評価損  204,928   －    

３　固定資産評価損  20,800 256,729 2.6 － 102,998 0.6 △153,731

税引前当期純利益   1,223,761 12.6  2,038,512 12.5 814,750

法人税、住民税及び　
事業税

 394,000   765,000    

法人税等調整額  49,290 443,290 4.6 26,531 791,531 4.9 348,240

当期純利益   780,471 8.0  1,246,980 7.6 466,509
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  1,045,294 10.8 2,869,494 22.1 1,824,200

Ⅱ　労務費  350,542 3.6 546,237 4.2 195,695

Ⅲ　経費 ※１ 8,325,477 85.6 9,556,646 73.7 1,231,168

当期総製造費用  9,721,314 100.0 12,972,378 100.0 3,251,064

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

　　事業譲受による仕掛品
受入高

 －  29,873  29,873

合計  11,753,104  16,737,107  4,984,003

期末仕掛品たな卸高  3,734,855  3,244,396  △490,458

他勘定振替高 ※２ 501,035  451,464  △49,571

当期製品製造原価  7,517,214  13,041,246  5,524,032

原価計算の方法

　原価計算の方法は、実際個別原価計算を用いております。

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

外注加工費（千円） 7,946,558 9,100,784

減価償却費（千円） 165,034 187,928

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

建設仮勘定（千円） 35,307 －

研究開発費（千円） 257,800 403,507

棚卸資産評価損（千円） 204,928 －

工具器具及び備品（千円） 3,000 －

機械及び装置（千円） － 47,904

雑費（千円） － 51

合計（千円） 501,035 451,464
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(3）株主資本等変動計算書

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
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計

その他

有価証券 

評価差額金
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金

繰越利益

剰余金

平成18年６月30日 残高

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

事業年度中の変動額

新株予約権の行使

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

固定資産圧縮積立金の

積立
－ － 132,017 △132,017 － － － －

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ － △5,027 5,027 － － － －

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

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

－ － － － － － △8,338 △8,338

事業年度中の変動額合計

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

平成19年６月30日　残高

（千円）
1,340,154 1,658,903 186,605 1,237,025 1,423,630 4,422,689 △8,338 4,414,350
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当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
　合計　固定資産

圧縮積立金
繰延利益
剰余金

平成19年６月30日　残高（千円） 1,340,154 1,658,903 186,605 1,237,025 1,423,630 4,422,689

事業年度中の変動額       

公募増資による新株の発行 1,864,284 1,864,284 － － － 3,728,568

第三者割当による新株の発行 155,357 155,357 － － － 310,714

新株予約権の行使による新株の発行　 13,100 13,100 － － － 26,200

固定資産圧縮積立金の積立　 － － 175,190 △175,190 － －

固定資産圧縮積立金の取崩　 － － △27,247 27,247 － －

当期純利益 － － － 1,246,980 1,246,980 1,246,980

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 2,032,741 2,032,741 147,943 1,099,037 1,246,980 5,312,462

平成20年６月30日　残高（千円） 3,372,895 3,691,644 334,548 2,336,062 2,670,611 9,735,151

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成19年６月30日　残高（千円） △8,338 － 4,414,350

事業年度中の変動額    

公募増資による新株の発行 － － 3,728,568

第三者割当による新株の発行 － － 310,714

新株予約権の行使による新株の発行 － － 26,200

固定資産圧縮積立金の積立　 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩　 － － －

当期純利益 － － 1,246,980

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

5,717 16,781 22,499

事業年度中の変動額合計（千円） 5,717 16,781 5,334,961

平成20年６月30日　残高（千円） △2,620 16,781 9,749,312
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  1,223,761

減価償却費  204,402

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 6,609

貸倒引当金の増減額（減少：△）  6,075

受取利息及び受取配当金  △26

支払利息  17,039

為替差損益（差益：△）  △96

前期損益修正益  △10,517

助成金収入  △259,156

投資有価証券評価損  31,001

棚卸資産評価損  204,928

固定資産評価損  20,800

売上債権の増減額（増加：△）  △248,617

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1,879,434

未収消費税等の増減額（増加：△）  12,196

仕入債務の増減額（減少：△）  295,700

前受金の増減額（減少：△）  △160,840

未払金の増減額（減少：△）  839

未払費用の増減額（減少：△）  36,932

預り金の増減額（減少：△）  10,416

その他  △113,711

小計  △601,693
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

利息及び配当金の受取額  26

利息の支払額  △16,987

法人税等の支払額  △324,641

営業活動によるキャッシュ・フロー  △943,296

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  △7

投資有価証券の取得による支出  △186,000

有形固定資産の取得による支出  △1,504,921

無形固定資産の取得による支出  △43,685

助成金による収入  303,642

その他  △7,264

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,438,236

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
 
 

 

短期借入金の純増減額  2,150,000

長期借入金の借入れによる収入  400,000

長期借入金の返済による支出  △101,942

株式の発行による収入  18,250

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,466,308

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  96

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  84,871

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  611,920

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 696,791
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

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

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

 

 

 

　時価のないもの

－

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）原材料

　移動平均法による原価法

(1）原材料

同左

(2）仕掛品

　個別法による原価法

(3) 貯蔵品

－

(2）製品、仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

　　 最終仕入原価法

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　　 平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産

　　主として旧定率法によっておりま

す。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、旧定額法を採用しております。

　  平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産

 　 主として、定率法によっておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　建物及び構築物　　７年～40年

  工具器具及び備品　３年～12年

　  (会計方針の変更)

　　当事業年度より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降取得の固定資

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、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。　　　

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

  ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　建物及び構築物　　７年～40年

  工具器具及び備品　３年～12年

　 (追加情報）

　　法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て表示しております。

　　なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。

　 

　

 

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

 

 

 

　　のれんの償却については、効果の発現

する期間を合理的に見積り可能なものは

その見積り期間に応じて（５年間）均等

償却しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

４　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処理しており

ます。

　 (追加情報）

　平成19年12月７日を払込期日とする公

募増資による新株式の発行は、引受証券

会社が引受価額で買取引受を行い、これ

を引受価額と異なる発行価額で一般投資

家に販売するスプレッド方式によってお

ります。

　スプレッド方式では、発行価額と引受

価額との差額194,112千円が事実上の引

受手数料であり、引受価額と同一の発行

価格で一般投資家に販売する従来の方法

であれば株式交付費として処理されてい

たものであります。

　このため従来の方法によった場合に比

べ、株式交付費の額と資本金および資本

準備金の合計額は、それぞれ194,112千

円少なく計上され、経常利益および税引

前当期純利益は、それぞれ同額多く計上

されております。

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

－ 　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

６　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(2）役員退職慰労引当金

同左

７　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

８　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

－

９　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等は税抜方式により処理しており

ます。

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

 （損益計算書）

 　前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「保険解約益」は、営業外収益の総額の百分の

十を越えたため区分掲記しました。

　なお、前期における「保険解約益」の金額は27千円で

あります。

 （損益計算書）

 　前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「受取賃貸料」は、営業外収益の総額の百分の

十を超えたため区分掲記しました。

　 なお、前期における「受取賃貸料」の金額は1,999千

円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

※１　　　　　　　　　　　－

 

 

 

 

※１　関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

立替金

未収入金

買掛金  

未払金   

112千円

2,836千円

102,590千円

0千円

２　受取手形裏書高

３　受取手形割引高

   86,806千円

 50,000千円

※４　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

　　受取手形　　　　　　　　　　　　　78,143千円

２　受取手形裏書高 

３　受取手形割引高

※４　期末日満期手形

 

22,604千円

       －千円

 

－

５　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため取

引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当該事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。　　　　　　　　　　

５　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため取

引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当該事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。　　　　　　　　　　

当座貸越極度額および貸出 当座貸越極度額および貸出

当座貸越限度額の総額     11,400,000千円

借入実行残高 2,150,000千円

差引額     9,250,000千円

当座貸越限度額の総額    15,000,000千円

借入実行残高      2,050,000千円

差引額     12,950,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１　　　　　　　　　　－ ※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社受取利息    427千円

関係会社業務受託収入 12,850千円

関係会社受取賃貸料 3,428千円

関係会社賃貸費用　   10,866千円

※２　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費は、340,540千円

であります。

※２　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費は、405,671千円

であります。

※３　前期損益修正益の内容は次のとおりであります。

　保険積立金　　　　　　　　 　　　　10,517千円

※３　　　　　　　　　　－
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（株主資本等変動計算書関係）

　　前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　　発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株　 式　 数

（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株 　式　 数

（株）

発行済株式     

   普通株式（注） 25,042 25,626 － 50,668

合計 25,042 25,626 － 50,668

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

18年７月１日をもって、普通株式１株を２株に分割したことによる増加が25,042株、新株予約権の権利

行使による増加が584株であります。

　　当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　該当事項はありません。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 708,513 

預入期間が３か月を超える定期預金 △11,722 

現金及び現金同等物 　　696,791 

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定によ

り記載を省略しております。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

同左
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（有価証券関係）

　　前事業年度（平成19年６月30日現在）

　　１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価

（千円） 

貸借対照表
計上額

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

（1）株式 － － －

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
   

（1）株式 186,000 172,000 △14,000

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 186,000 172,000 △14,000

合計 186,000 172,000 △14,000

　　２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

 

28,998

　　　（注）当事業年度において、有価証券について31,001千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっ

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

場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。

　　当事業年度（平成20年６月30日現在）

　　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

（デリバティブ取引関係）

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、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

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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（ストック・オプション等関係）

 　　　前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　　１． ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　 (1)ストック・オプションの内容

 平成15年６月期 平成18年６月期 

 付与対象者の区分及び数

（注）１

　当社取締役　　　　４名 

　当社従業員　　　　27名

　当社取引先取締役　１名

　関係会社の取締役　３名

　当社取締役　　　２名 

　当社従業員　　　１名

 ストック・オプション数

（注）２，３
　普通株式　304株 　普通株式　180株

 付与日 　平成15年４月28日 　平成17年８月30日 

 権利確定条件

　付与日以降、権利行使日まで継続して、会

社および会社の関係会社の取締役、監査役、

顧問または従業員であること。

　付与日以降、権利行使日まで継続して、会

社および会社の関係会社の取締役、監査役、

顧問または従業員であること。

 対象勤務期間
  平成15年４月28日から

  権利行使日まで

  平成17年８月30日から

  権利行使日まで

 権利行使期間

  平成17年７月１日から

  平成22年６月30日まで

　１年間に行使できる新株予約権の個数は以

下のとおりとする。

①平成17年７月１日から平成20年６月30日

までにおいて１年間に権利行使できる新株

予約権の個数は、当初割当個数の３分の１

を上限とする。ただし、新株予約権の行使

個数に１個未満の端数が生じる場合には、

これを繰り上げるものとする。

②平成20年７月１日から平成21年６月30日

までにおいて１年間に権利行使できる新株

予約権の個数は、当初割当個数の２分の１

を上限とする。ただし、新株予約権の行使

個数に１個未満の端数が生じる場合には、

これを繰り上げるものとする。

③平成21年７月１日から平成22年６月30日

までにおいて１年間に権利行使できる新株

予約権の個数は、当初割当個数を上限とす

る。

  平成20年１月７日から

  平成25年６月30日まで

　１年間に行使できる新株予約権の個数は以

下のとおりとする。

①平成20年１月７日から平成23年６月30日

までにおいて１年間に権利行使できる新株

予約権の個数は、当初割当個数の３分の１

を上限とする。ただし、新株予約権の行使

個数に１個未満の端数が生じる場合には、

これを繰り上げるものとする。

②平成23年７月１日から平成24年６月30日

までにおいて１年間に権利行使できる新株

予約権の個数は、当初割当個数の２分の１

を上限とする。ただし、新株予約権の行使

個数に１個未満の端数が生じる場合には、

これを繰り上げるものとする。

③平成24年７月１日から平成25年６月30日

までにおいて１年間に権利行使できる新株

予約権の個数は、当初割当個数を上限とす

る。

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

役２名、当社従業員17名となっており、平成18年６月期ストック・オプションにおいては、付与対象取締役

の退任により、付与対象者の人数は、当社取締役１名、当社従業員２名となっております。

  　　  ２　付与日時点の株式数に換算して記載しております。

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

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

日時点の株式数に換算して記載しております。

　　 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成19年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。なお、この株式数には平成19年７月１日をもって実施しました

１株を２株への株式分割は反映しておりません。
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 ①ストック・オプションの数

 平成15年６月期 平成18年６月期

 権利確定前　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 546　 －　

 　付与 －　 180　

 　分割による増加（注） 546　 180　

 　失効 －　 －　

 　権利確定 1,092　 －　

 　未確定残 －　 360　

 権利確定後　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 274　 －　

 　権利確定 1,092　 －　

 　分割による増加（注） 274　 －　

 　権利行使 584　 －　

 　失効 －　 －　

　　未行使残 1,056　 －　

（注）当社は、平成18年７月１日をもって１株を２株に分割しております。

 

 ②単価情報

  平成15年６月期 平成18年６月期 

権利行使価格　　　　　 （円) 31,250　 100,000　

行使時平均株価　　　　　(円) 718,849　 －　

 公正な評価単価（付与日) (円) －　 －　

（企業結合等）

　　当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　　「４．連結財務諸表」の注記事項「企業結合等」に記載のとおりです。

㈱プロデュース（6263）平成 20 年６月期決算短信

－ 45 －



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

①流動資産

繰延税金資産

①流動資産

繰延税金資産

未払事業税       15,533千円

棚卸資産評価損否認      12,805千円

貸倒引当金繰入限度超過額 4,478千円

繰延税金資産合計       32,817千円

繰延税金資産の純額       32,817千円

未払事業税         33,773千円

棚卸資産評価損否認          4,640千円

貸倒引当金繰入限度超過額     4,731千円

未払賞与等　 14,505千円

繰延税金資産合計         57,650千円

繰延税金資産の純額         57,650千円

②固定負債

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金       126,701千円

繰延税金負債合計       126,701千円

繰延税金資産

役員退職慰労引当金      7,928千円

投資有価証券評価損否認   12,537千円

その他有価証券評価差額金 5,661千円

固定資産評価損否認 8,411千円

その他 19千円

繰延税金資産合計      34,558千円

繰延税金負債の純額       92,142千円

②固定負債

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金        227,151千円

繰延税金負債合計        227,151千円

繰延税金資産

役員退職慰労引当金        10,883千円

貸倒引当金繰入限度超過額 4,478千円

投資有価証券評価損否認        54,189千円

その他有価証券評価差額金      1,779千円

固定資産評価損否認      8,411千円

その他   19千円

繰延税金資産合計        79,762千円

繰延税金負債の純額        147,389千円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　　（％）

法定実効税率 40.44

（調整）　  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.36

住民税均等割等 0.35

試験研究費の特別控除　 △3.81

軽減税率適用差額 △2.02

過年度法人税等 0.28

その他　 0.62

税効果会計適用後の法人税率等の負担率 36.22

 

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、

注記を省略しております。

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　関連会社が存在しないため該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　関連当事者との取引が存在しないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 87,123.06円

１株当たり当期純利益金額 15,551.88円

１株当たり純資産額     84,281.85円

１株当たり当期純利益金額 11,417.77円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

15,020.90円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

        11,195.73円

　当社は、平成18年７月１日付で株式１株につき２株の割

合をもって分割しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報は、以下のとおりとなりま

す。

　当社は、平成19年７月１日付で株式１株につき２株の割

合をもって分割しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報は、以下のとおりとなりま

す。

１株当たり純資産額      72,357.80円

１株当たり当期純利益金額      8,993.10円

１株当たり純資産額      43,561.53円

１株当たり当期純利益金額  7,775.94円

　 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

8,595.50円

 

　 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

       7,510.45円

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益（千円） 780,471 1,246,980

  普通株主に帰属しない金額（千円） － －

  普通株式に係る当期純利益（千円） 780,471 1,246,980

  期中平均株式数（株） 50,185 109,214

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益調整額（千円） － －

  普通株式増加数（株） 1,774 2,166

  　（うち新株予約権） （1,774） （2,166） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

 

－

 

－
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．平成19年５月28日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。

①　平成19年７月１日付をもって普通株式１株につき

２株に分割しております。

②　分割方法

　平成19年６月30日を基準日として株主の所有株式

数を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たりの情報および当期首に行

われたと仮定した場合の当期における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなります。

－

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額
72,357.80円

１株当たり純資産額
43,561.53円

１株当たり当期純利益金
額

8,992.70円

１株当たり当期純利益金
額

7,775.94円

 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

 8,595.14円

 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

7,510.45円

２．平成18年９月28日開催の第11回定時株主総会の決議

に基づき、平成19年８月17日開催の取締役会において、

以下のとおり新株予約権（ストック・オプション）の

付与内容を確定しております。

①　新株予約権の発行日

　　平成19年８月17日

②　新株予約権の割当対象者および割当数

　　取締役：５名　100個

　　執行役員および従業員：８名　100個

③　新株予約権の目的たる株式の種類および数

　　当社普通株式　400株

　　（各新株予約権１個当たりの株式数は、平成19年

　　７月１日実施の株式分割により、第11回定時株主

　　総会における承認可決時の１株から２株に変更さ

　　れております。）

④　新株予約権の行使期間

　　平成21年８月18日から平成24年８月17日まで

⑤　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１株につき352,000円

⑥　新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

　　の総額

　　140,800,000円
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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）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

⑦　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発

　　行価額のうち資本に組入れない額

　　70,400,000円（１株当たり176,000円）

⑧　新株予約権の行使の条件

　 (1)新株予約権者は、権利行使時において当社また

　　　は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行

　　　役員、顧問もしくは従業員の地位を有している

　　　ことを要する。ただし、任期満了による退任、

　　　定年退職その他取締役会が正当な理由があると

　　　認めた場合については、この限りでない。

　 (2)新株予約権の分割行使はできないものとする。

　　　（新株予約権１個を最低単位とする。）。

　 (3)新株予約権の相続は、認めない。

　 (4)新株予約権の質入、その他一切の処分は、認め

　　　ない。

　 (5)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づ

　　　き、当社と新株予約権者との間で締結する新株

　　　予約権割当契約に定める。

６．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動

　該当事項はありません。

②その他の役員の異動

  平成20年６月１日付の人事異動に伴い、以下のとおり役職の異動が行われております。　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

専務取締役
事業本部担当　

兼　専務執行役員
専務取締役

専務執行役員

経営企画本部長
井上　義則 平成20年６月１日

取締役

経営企画担当　

兼　常務執行役員東京支

社長

取締役
経営企画担当　

兼　東京支社長
中井　裕正 平成20年６月１日

取締役

営業技術担当　

兼　常務執行役員営業技

術本部長

常務取締役
常務執行役員

事業統括本部長
高野　博 平成20年６月１日

取締役

企画開発担当　

兼　常務執行役員企画開

発本部長　

兼　中央研究所所長

取締役

執行役員企画開発本

部長　

兼　中央研究所所長

兼　長岡事業部長

大塚　雅美 平成20年６月１日
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(2）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

　当連結会計年度における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
  　至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション（千円） 7,384,209 －

ファンクションアナライズ（千円） 5,214,001 －

カスタマイズ（千円） 3,773,380 －

合計（千円） 16,371,591 －

（注）１．金額は、販売価格によっております。

　　　２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

　　　３．平成20年６月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期比については記載しておりません。

 

②受注実績

　当連結会計年度における受注実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
受注高
（千円）

前年同期比
（％） 

受注残高
（千円） 

前年同期比
（％）

３Ｄアプリケーション 8,731,942 － 3,573,085 －

ファンクションアナライズ 8,433,087 － 5,803,668 －

カスタマイズ 5,436,549 － 3,421,547 －

合計 22,601,578 － 12,798,300 －

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記の金額は内示に基づき算定しております。

　　　３．平成20年６月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期比については記載しておりません。

 

③販売実績

　当連結会計年度における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
  　至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

３Ｄアプリケーション（千円） 7,384,209 －

ファンクションアナライズ（千円） 5,214,001 －

カスタマイズ（千円） 3,773,380 －

合計（千円） 16,371,591 －

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．平成20年６月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期比については記載しておりません。
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