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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第3四半期 2,648 △25.3 △35 ― △59 ― △148 ―
20年6月期第3四半期 3,544 △46.7 36 82.2 △9 ― △19 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

21年6月期第3四半期 △2,957.02 ―
20年6月期第3四半期 △437.33 ―

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

21年6月期第3四半期 2,105 758 36.0 15,083.87
20年6月期 2,740 906 33.1 18,214.32

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  758百万円 20年6月期  906百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― ― ―
21年6月期 ― ― ―
21年6月期 

（予想）
― ―

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 3,756 △19.8 △40 ― △85 ― △169 ― △3,363.70
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第3四半期 50,623株 20年6月期  50,103株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  338株 20年6月期  338株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第3四半期 50,228株 20年6月期第3四半期 44,018株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国金融機関の信用不安に端を発する世界的な連鎖不況の影

響で欧米諸国に加え新興国におきましても成長ペースが鈍化するなど厳しい状況となったことから、輸出関連

企業の業績悪化等、景気の後退局面が鮮明になってきております。また、雇用情勢の急激な悪化を背景とした

景気の先行き不透明感からも、個人消費の低迷は一層の厳しさを見せております。 

当社が属する半導体関連業界におきましても、主要な需要先である電機・自動車メーカーの収益悪化による

メモリー等の半導体デバイスの需要減少や価格低迷の影響を受け、設備投資の延期や凍結の動きが一段と広が

る等、引き続き厳しい経営環境下にあります。 

このような市場環境の中、当社は装置販売事業、テクニカル事業、ソフトウエア事業（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エア販売を主体とした事業）の各プロダクトにおいて市場ニ

ーズを徹底的に掘り起こすべく丁寧な営業活動を推進するとともに、半導体業界に比べ不況の影響が相対的に

低い業界においても設備投資に適した商材（イマーゴ社の三次元原子プローブ装置等）の積極的な販売と安定

収益に寄与するソフトウエア事業への注力を図ってまいりました。 

しかしながら、市況に即した取引先の設備投資の凍結・抑制は3月末まで徹底して続き、売上面におきまして

はその影響を大きく受け、装置販売においては前期比31.3％の減少となりました。また、テクニカル事業にお

きましても装置販売の停滞並びに顧客の経費節減の影響から17.2％の減少となりました。一方、前事業年度よ

り稼働を開始しましたソフトウエア事業は順調に販売を伸ばし前期比26.7％の増加となりました。 

また、当社では主要事業である装置販売の低迷並びにテクニカル事業の柱であった米国DCG社との販売代理店

権の終了に伴う収益悪化を改善すべく、取扱プロダクトの取捨選択及び終了を決定した商品に関わる人員削減

等を速やかに実施し、その処理に伴う事業整理損31,552千円を計上いたしました。 

この結果、売上高2,648,447千円（前年同期は3,544,555千円）、営業損失35,253千円（前年同期は営業利益

36,843千円）、経常損失59,142千円（前年同期は経常損失9,356千円）、四半期純損失148,525千円（前年同期

は四半期純損失19,250千円）となりました。 

事業部門別業績は次のとおりであります。 

半導体装置事業 

半導体装置事業におきましては、世界的な不況に伴う消費低迷と生産・在庫調整が断続的に続き、当社事業

と直接的に結びつく電機・半導体並びに自動車業界における市況悪化から顧客サイドにおける投資計画の凍結

や先送りが顕著となる状況が続いております。しかしながら、半導体以外の業界における設備投資にも適した

イマーゴ社の三次元原子プローブ装置は順調に売上実績を伸ばし、環境志向の強いハイブリッドカーへの車載

半導体の検査にも使用される東レエンジニアリング社のウェーハ外観検査装置は市況悪化の局面においても当

該分野においては堅調に売上実績を積上げました。一方、量産ラインでの設備投資を見越した製造装置や中古

装置、トプコン社のウェーハ表面検査装置等は、期初の販売計画を大幅に下回り前期実績をも大きく割込んで

おります。 

その結果、売上高は1,781,020千円（前年同期比31.3％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、装置販売の減少に伴う据付・立上げ作業の減少や市況悪化による加工サー

ビスの減少、さらには修理案件においても取扱いの現象が顕在化してきております。その結果、売上高は

638,144千円（前年同期比17.2％減）となりました。 

ソフトウエア事業 

ソフトウエア事業におきましては、事業開始から２年目を迎え市場及び時代のニーズを的確に捉えた商品群

の提供を心掛け、受注残を積上げるとともに売上高も大幅な拡大となりました。その結果、売上高は229,283千

円（前年同期比26.7％増）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 

①資産の状況 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、1,853,815千円（前事業年度末は2,608,654千円）と

なり754,839千円の減少となりました。その主な要因は、DCG社の代理店終了に伴う資産売却等による未収入

金が85,086千円増加したものの、売上高の減少並びに売上債権の早期回収を推し進めたことによる売上債権
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の減少が401,372千円、また、前事業年度末に膨らんでいた装置代金に係る前渡金が51,457千円の減少、在庫

商品の販売を進めたことによるたな卸資産の減少207,524千円や繰延税金資産の減少48,840千円、さらに現金

及び預金の減少125,431千円によるものであります。 

また、当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、251,188千円（前事業年度末は131,977千円）

となり119,211千円の増加となりました。その主な要因は、DCG社の代理店終了に伴い売却したのれんの減少

64,055千円や拠点廃止による差入保証金の減少5,339千円、さらに売却を含む有形固定資産の減少が16,039千

円ある一方、DCG社への資産売却に伴う長期未収入金の増加131,918千円や長期定期預金の増加50,000千円、

さらに基幹システム拡充によるソフトウエアの増加4,767千円やテクニカル事業の拡大を目指して出資を行っ

た関係会社株式の増加12,761千円等によるものであります。 

この結果、当第３四半期会計期間末における総資産は2,105,003千円（前事業年度末は2,740,631千円）と

なりました。 

②負債の状況 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,136,010千円（前事業年度末は1,771,870千円）と

なり635,859千円の減少となりました。その主な要因は、当期より引当計上を開始した製品保証引当金（販売

した装置の保証期間中に発生が見込まれる費用相当額）が9,668千円増加したものの、売上減少やそれに伴う

資金需要等の減少に起因する買掛金が57,395千円、未払金が15,281千円、短期借入金が295,020千円、未払消

費税が24,398千円減少するとともに、さらに未払費用が57,907千円、前受金が178,967千円減少したこと等に

よるものであります。 

また、当第３四半期会計期間末における固定負債残高は、210,500千円（前事業年度末は62,325千円）とな

り148,174千円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が49,994千円減少したものの、社債の増加

が200,000千円あったこと等によるものであります。 

この結果、当第３四半期会計期間末における負債合計は1,346,510千円（前事業年度末は1,834,196千円）

となりました。 

③純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、758,492千円（前事業年度末は906,435千円）となり

147,943千円の減少となりました。その主な要因は、当四半期純損失を148,525千円計上したことに伴い、資

本剰余金をもって前事業年度末の利益剰余金マイナスの49,444千円を相殺した後においても、当第３四半期

会計期間末における利益剰余金がマイナスの148,525千円（前事業年度末はマイナスの49,444千円）となった

ことによるものであります。 

 

 （２）キャッシュ･フローの状況 

当第３四半期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

117,745千円減少し、451,981千円となりました。なお、当四半期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） 

    営業活動の結果得られた資金は107,740千円となりました。これは税引前四半期純損失が98,961千円になる

とともに仕入債務の減少57,395千円や未払費用の減少57,873千円、さらにその他負債の減少221,177千円等の

資金減少はあったものの、売上債権の減少401,372千円、その他資産の減少62,835千円並びにたな卸資産の減

少59,443千円等の資金増加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69,233千円となりました。これは関係会社株式購入による支出12,320千円

や定期預金の預入による支出71,300千円等と定期預金の払戻による収入29,000千円等が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） 

財務活動の結果支出した資金は158,231千円となりました。これは社債の発行による収入196,182千円と株

式の発行による収入3,118千円から短期借入金の収支に伴う支出295,020千円及び長期借入金の返済による支

出62,513千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 

市況悪化に伴う顧客の投資動向の変化等は継続しておりますが、当第３四半期の業績は概ね予定どおりに推

移しており、平成21年２月12日に発表しました修正業績予想に変更はありません。 

当社におきましては、今後の景気動向に的確に対応すべく取扱いプロダクトの取捨選択、新商品の販売権獲
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得、さらには太陽電池ビジネスを始めとする有望な事業領域への進出を積極的に推進してまいります。また、

徹底した固定費の削減並びに経費の流動化を促進させることにより市況悪化の局面においても抵抗力の強いビ

ジネスモデルへの転換を目指してまいります。 

 

 

4. その他 

 (1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

 

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計的

用語の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。       

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境及び一時差異等の発生状況

に著しい変化があると認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測に当該著しい変化の

影響を加味したものを利用する方法によっております。 

 

 (2) 四半期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 

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸

表を作成しております。 

 

２．「棚卸資産に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当第１

四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方

法)に変更しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

 

 (3) 追加情報 

製品保証引当金 

従来、製品の無償サービス費用については、無償サービスの実施時に費用処理しておりましたが、無償

サービス費用の金額的重要性が増したこと、及び将来の無償サービス費用を合理的に見積もる体制が整備

されたことから、第１四半期会計期間より過去の支出実績率を基礎として算出した無償サービス費用の見

積額を製品保証引当金として計上しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業損失、経常損失は2,081千円減少し、税引前四半期純損

失は9,668千円増加しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 492,831 618,262

受取手形及び売掛金 502,293 903,666

商品 486,249 666,228

原材料 123,902 147,564

仕掛品 858 4,893

貯蔵品 797 644

繰延税金資産 － 48,840

その他 252,108 228,146

貸倒引当金 △5,224 △9,591

流動資産合計 1,853,815 2,608,654

固定資産   

有形固定資産 23,030 39,069

無形固定資産 7,688 66,976

投資その他の資産   

関係会社株式 12,761 －

その他 207,707 25,930

投資その他の資産合計 220,469 25,930

固定資産合計 251,188 131,977

資産合計 2,105,003 2,740,631

負債の部   

流動負債   

買掛金 504,042 561,438

短期借入金 443,980 739,000

1年内返済予定の長期借入金 69,992 82,511

未払金 19,410 34,691

未払法人税等 861 6,075

賞与引当金 1,928 －

製品保証引当金 9,668 －

その他 86,126 348,153

流動負債合計 1,136,010 1,771,870

固定負債   

社債 200,000 －

長期借入金 10,036 60,030

その他 464 2,295

固定負債合計 210,500 62,325

負債合計 1,346,510 1,834,196
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 149,055 497,430

資本剰余金 793,510 491,330

利益剰余金 △148,525 △49,444

自己株式 △36,225 △36,225

株主資本合計 757,815 903,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △126

繰延ヘッジ損益 676 3,471

評価・換算差額等合計 676 3,344

純資産合計 758,492 906,435

負債純資産合計 2,105,003 2,740,631
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,648,447

売上原価 2,259,883

売上総利益 388,564

販売費及び一般管理費 423,817

営業損失（△） △35,253

営業外収益  

受取利息 1,049

受取賃貸料 5,465

その他 395

営業外収益合計 6,909

営業外費用  

支払利息 13,962

社債利息 48

社債発行費 3,817

為替差損 8,801

その他 4,169

営業外費用合計 30,799

経常損失（△） △59,142

特別利益  

固定資産売却益 153

貸倒引当金戻入額 4,367

特別利益合計 4,520

特別損失  

前期損益修正損 11,750

固定資産除却損 510

投資有価証券評価損 526

事業整理損 31,552

特別損失合計 44,339

税引前四半期純損失（△） △98,961

法人税、住民税及び事業税 49,564

法人税等合計 49,564

四半期純損失（△） △148,525

㈱ノア（3383）平成21年６月期第３四半期決算短信（非連結）

8



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △98,961

減価償却費 15,358

のれん償却額 9,373

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,928

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9,668

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,367

受取利息及び受取配当金 △1,049

為替差損益（△は益） △1,979

支払利息 14,010

固定資産売却損益（△は益） △153

固定資産除却損 510

投資有価証券評価損益（△は益） 526

売上債権の増減額（△は増加） 401,372

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,443

その他の資産の増減額（△は増加） 62,835

仕入債務の増減額（△は減少） △57,395

未払費用の増減額（△は減少） △57,873

その他の負債の増減額（△は減少） △221,177

その他 △8,696

小計 123,376

利息及び配当金の受取額 1,047

利息の支払額 △12,700

法人税等の支払額 △3,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,740

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 △71,300

定期預金の払戻による収入 29,000

有形固定資産の取得による支出 △9,941

有形固定資産の売却による収入 2,463

無形固定資産の取得による支出 △6,518

関係会社株式の取得による支出 △12,320

差入保証金の差入による支出 △79

差入保証金の回収による収入 5,419

長期前払費用の取得による支出 △5,957

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,233
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△は減少） △295,020

長期借入金の返済による支出 △62,513

社債の発行による収入 196,182

株式の発行による収入 3,118

財務活動によるキャッシュ・フロー △158,231

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,745

現金及び現金同等物の期首残高 569,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 451,981

㈱ノア（3383）平成21年６月期第３四半期決算短信（非連結）

10



ファイル名:03_0695109692105.doc  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

 (4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 

 

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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ファイル名:04_0695109692105.doc  

【参考】 

前第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19年７月１日）
(至 平成20年３月31日)

区分 金額 百分比

Ⅰ 売上高 3,544,555 100.0

Ⅱ 売上原価 2,992,202 84.4

   売上総利益 552,353 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 515,509 14.5

   営業利益 36,843 1.1

Ⅳ 営業外収益 7,687 0.2

Ⅴ 営業外費用 53,887 1.5

   経常損失(△) △9,356 △0.2

Ⅵ 特別利益 3,860 0.1

Ⅶ 特別損失 20,371 0.6

税引前第３四半期純損
失(△) 

△25,867 △0.7

法人税、住民税及び事
業税 

△6,617 △0.2

第３四半期純損失(△) △19,250 △0.5
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ファイル名:04_0695109692105.doc  

前第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19年７月１日）
(至 平成20年３月31日)

区分 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(△) △25,867

   減価償却費 24,752

   のれん償却費 14,060

   長期前払費用償却 29

   賞与引当金の増減額 15,928

   貸倒引当金の増減額 △3,413

   受取利息及び受取配当金 △2,040

   為替差損益 7,175

   支払利息 21,929

   固定資産除却損 3,368

   投資有価証券評価損 41

   売上債権の増減額 163,718

   たな卸資産の増減額 11,962

   その他資産の増減額 △98,552

   仕入債務の増減額 △561,652

   未払費用の増減額 △24,674

   その他負債の増減額 91,367

   その他 3,238

    小計 △358,626

   利息及び配当金の受取額 2,407

   利息の支払額 △28,996

   法人税等の支払額 △3,236

  営業活動によるキャッシュ・フロー △388,452

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 △31,829

   有形固定資産の取得による支出 △21,518

   営業譲受による支出 △64,295

   貸付による支出 △5,000

   貸付金の回収による収入 20,916

   差入保証金の返還による収入 35,176

   長期前払費用の支出 △55

   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 △59,325

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 △150,234

   長期借入金の返済による支出 △120,941

   株式の発行による収支 419,394

   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 145,218

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,712

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △314,271

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 719,774

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末 
(期末)残高 

405,503
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