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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 1,087 △59.0 △169 ― △176 ― △183 ―
21年6月期第3四半期 2,648 △25.3 △35 ― △59 ― △148 ―

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

22年6月期第3四半期 △3,659.05 ―
21年6月期第3四半期 △2,957.02 ―

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

22年6月期第3四半期 953 455 47.8 9,058.05
21年6月期 1,582 638 40.3 12,690.72

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  455百万円 21年6月期  638百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22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 1,410 △49.7 △239 ― △260 ― △283 ― △5,632.53
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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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第3四半期 50,623株 21年6月期  50,623株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  338株 21年6月期  338株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第3四半期 50,285株 21年6月期第3四半期 50,228株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想値は、本資料の発表日において入手可能な情報から判断された一定の前提に基づき策定したものであり、実際の業績は様々な要因
によって予想数値と異なる場合があります。 
なお、業績予想に関する事項は、４ページ【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３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られ、企業収益は改善してい

るものの、円高やデフレ傾向の強まり等、中長期の景気動向は依然として先行き不透明かつ厳しい状況が続いて

おります。当社の主要な需要先である半導体関連業界におきましては、半導体デバイスの需要が増加基調に変わ

り、アジア地域における設備投資にも回復傾向が見られるものの、当社が市場とする日本国内における設備増強

計画は限定的であり、かつ当社が取り扱う商材の種類が減少していることもあって、全体としては依然厳しい経

営環境が続いております。 

このような市場環境の中、当社は半導体業界の投資動向に大きく依存した既存の事業領域（装置販売事業、テ

クニカル事業、ソフトウェア事業）だけでは断続的な売上金額の低減傾向に歯止めをかけることは困難であると

の認識のもと、期初より経営基盤の抜本的な改革として環境関連分野であるLED事業への進出を推し進めました。

当社が目指す環境関連分野は、不況下の現在においても活発な投資が見込まれる将来展望が明るい市場であり、

とりわけLED照明市場は、世界的な環境意識の高まりと企業のコスト削減志向の浸透を受け、市場規模が急激に

拡大しております。当社ではこの機を確実に捉えることを営業方針の核として、展示会への出展や海外の有力照

明メーカーの代理店契約獲得に向け果断な営業を推進しております。 

一方、既存事業におきましては、低調な投資環境に加えベンダーサイドの資本入替等の事情による有力な代理

店権の剥落が重なり、足下では会社設立以来の厳しい状況が続いておりますが、当社では来るべき景気回復の局

面における加速度的な販売攻勢を目指し、顧客ニーズを徹底的に洗い直す地道な営業活動を続けてまいりました。 

このような状況下、当第３四半期累計期間における装置販売は、ほぼすべてのプロダクトにおいて前年同期の

販売実績を大きく下回り、前年同期比61.2％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取扱プロダクトの減少等の影響から前年同期比

77.1％の減少となりました。一方、ソフトウェア事業は主要なプロダクトの契約終了に伴う一時的な売上増加に

より、前年同期比8.8％の増加となりましたが、今後、新規プロダクトの立上げがスムーズに進まない場合には

数値的に厳しい局面も想定されます。 

当社では前述の外部環境の悪化、取扱プロダクトの減少並びに事業領域の見直しにあたり、前期より継続的

に固定費の圧縮に努めております。 

この結果、売上高1,087,088千円（前年同期比59.0％減）、営業損失169,945千円（前年同期営業損失35,253千

円）、経常損失176,339千円（前年同期経常損失59,142千円）、四半期純損失183,995千円（前年同期四半期純損

失148,525千円）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、デバイスの増産傾向は顕著となり、中国をはじめとするアジア地域の投資は

回復傾向にあります。しかしながら当社事業と直接的に結びつく日本国内における投資計画は依然低調であり、

取扱プロダクト数の減少も加わり、一部装置においては堅調な動きがあるものの、全体的には市況停滞の影響下、

商談機会、売上台数とも減少し、前年同期実績を大きく割込んでおります。 

その結果、売上高は691,432千円（前年同期比61.2％減）となりました。 

テクニカル（技術サービス）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取扱プロダクトの減少に起

因する保守契約の大幅な減少、さらには修理案件においても取扱いの減少が顕在化してきております。 

その結果、売上高は146,307千円（前年同期比77.1％減）となりました。 

ソフトウェア事業 

ソフトウェア事業におきましては、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、堅調な営業

活動を実施してまいりましたが、本事業の過半を占める主要なプロダクトが２月末をもって代理店契約終了とな

りました。この影響により当第３四半期累計期間においては一時的な売上増加が発生いたしました。 

その結果、売上高は249,348千円（前年同期比8.8％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、789,478千円（前事業年度末は1,373,525千円）となり

584,047千円の減少となりました。その主な要因は、３月の売上高増加に伴い売上債権が96,518千円、滞留在
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庫のメーカー返品に伴う未収入金が23,765千円増加したものの、借入金の返済等により現金及び預金が

213,338千円、また、前事業年度末に膨らんでいた装置代金や年間契約に係る前渡金が159,769千円減少し、さ

らに在庫商品の販売並びに持高を圧縮することに努めたこと等により、たな卸資産の減少341,991千円があっ

たこと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、164,047千円（前事業年度末は209,200千円）と

なり45,153千円の減少となりました。その主な要因は、減価償却等に伴う有形固定資産の減少7,042千円、同

じく無形固定資産の減少1,540千円、さらに長期未収入金の減少36,172千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953,525千円（前事業年度末は1,582,725千円）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、355,418千円（前事業年度末は743,664千円）となり     

388,246千円の減少となりました。その主な要因は、販売低迷に伴い買掛金が12,353千円減少するとともに、

短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が267,246千円、未払費用が11,553千円等減少、さらにソフトウ

ェア事業に係る代金を中心に前受金が78,302千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の残高は、142,622千円（前事業年度末は200,908千円）

となり58,285千円の減少となりました。その主な要因は、社債の償還に伴う減少が40,000千円、長期借入金

の減少が19,168千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498,041千円（前事業年度末は944,572千円）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、455,483千円（前事業年度末は638,152千円）となり     

182,668千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183,995千円計上したことにより、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452,183千円（前事業年度末はマイナスの268,188千

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

193,338千円減少し206,035千円となりました。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112,972千円となりました（前年同期は107,740千円の収入）。これは税引前

四半期純損失が183,755千円になるとともに仕入債務の減少12,353千円、未払費用の減少10,841千円、その他

負債の減少91,879千円並びに売上債権の増加96,518千円等の資金減少はあったものの、たな卸資産の減少

376,441千円、その他資産の減少126,977千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） 

投資活動の結果得られた資金は19,903千円となりました（前年同期は69,233千円の支出）。これは定期預金

の預入による支出28,000千円及び差入保証金の差入による支出3,342千円等がある一方、定期預金の払戻しに

よる収入48,000千円と差入保証金の返還による収入3,552千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326,414千円となりました（前年同期は158,231千円の支出）。これは社債の

償還による支出40,000千円と短期借入金の収支に伴う支出227,000千円及び長期借入金の返済による支出

59,414千円によるものであります。 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 

日本国内における設備投資の動向は停滞が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22年２月10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、新規事業であるLED照明販売の迅速な立上げ並びに今後の景気動向に的確に対応すべ

く取扱プロダクトの拡充を目指し、新商品の販売権獲得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。 
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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 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

 

③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適

用後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。

ただし、税引前四半期純損失となった場合には、法定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、住民税及び事業税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等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、

又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前事業年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニング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 

該当する事項はありません。  

 

 (3) 継続企業の前提に関する重要な事象等 

当社は前事業年度（平成21年６月期）において、売上高が前期比40.1％減少すると同時に当期純損失

268,188千円を計上いたしました。 

また、当第３四半期累計期間におきましても、売上高はさらに前年同期比59.0％減少するとともに、四半

期純損失183,995千円を計上しており、継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような事象が存在し

ております。当社では、当該事象の解消に向け平成21年７月より新経営体制に刷新するとともに、営業組織

改革を始め徹底した固定費削減プランの策定、さらには半導体事業に大きく依存した事業構造からLED照明を

主要な商材とした新しい事業領域への進出を目指してビジネスモデルの再構築を実施しております。 

第３四半期までは市場調査や販売手法の確立に努めてまいりましたが、４月以降は業務提携により強化し

た販売網を活用して、新規事業における本格的な受注活動に邁進してまいります。今後は既存の半導体装置

等の事業に新しい事業を重層的に加えることにより、継続的に安定した経営を維持するための強固な収益力

を確立し財務体質の健全化を図ってまいる所存であります。 
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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22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 206,035 419,373

受取手形及び売掛金 204,333 107,814

商品 150,170 473,710

原材料 91,798 111,225

仕掛品 130 141

貯蔵品 1,740 752

前渡金 － 171,712

未収入金 103,852 －

その他 31,417 89,848

貸倒引当金 － △1,054

流動資産合計 789,478 1,373,525

固定資産   

有形固定資産 12,086 19,128

無形固定資産 5,338 6,879

投資その他の資産   

関係会社株式 12,761 12,761

その他 133,860 170,430

投資その他の資産合計 146,622 183,192

固定資産合計 164,047 209,200

資産合計 953,525 1,582,725

負債の部   

流動負債   

買掛金 108,694 121,047

短期借入金 120,000 347,000

1年内返済予定の長期借入金 28,876 69,122

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払金 11,756 19,886

未払法人税等 1,008 2,752

前受金 19,509 97,812

製品保証引当金 7,879 11,348

その他 17,694 34,695

流動負債合計 355,418 743,664

固定負債   

社債 120,000 160,000

長期借入金 21,740 40,908

その他 882 －

固定負債合計 142,622 200,908

負債合計 498,041 944,572

㈱ノア（3383）平成22年６月期第３四半期決算短信（非連結）

6



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 149,055 149,055

資本剰余金 793,510 793,510

利益剰余金 △452,183 △268,188

自己株式 △36,225 △36,225

株主資本合計 454,157 638,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40 －

繰延ヘッジ損益 1,286 －

評価・換算差額等合計 1,326 －

純資産合計 455,483 638,152

負債純資産合計 953,525 1,582,725
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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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,648,447 1,087,088

売上原価 2,259,883 998,450

売上総利益 388,564 88,637

販売費及び一般管理費 423,817 258,583

営業損失（△） △35,253 △169,945

営業外収益   

受取利息 1,049 296

受取賃貸料 5,465 4,197

その他 395 497

営業外収益合計 6,909 4,990

営業外費用   

支払利息 13,962 7,755

社債利息 48 －

社債発行費 3,817 －

為替差損 8,801 －

その他 4,169 3,629

営業外費用合計 30,799 11,384

経常損失（△） △59,142 △176,339

特別利益   

固定資産売却益 153 －

貸倒引当金戻入額 4,367 1,054

特別利益合計 4,520 1,054

特別損失   

前期損益修正損 11,750 －

固定資産売却損 － 356

固定資産除却損 510 81

投資有価証券評価損 526 6

事業整理損 31,552 5,593

減損損失 － 2,431

特別損失合計 44,339 8,470

税引前四半期純損失（△） △98,961 △183,755

法人税、住民税及び事業税 49,564 240

法人税等合計 49,564 240

四半期純損失（△） △148,525 △183,995
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22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 △183,755

減価償却費 15,358 5,884

減損損失 － 2,431

のれん償却額 9,373 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,928 －

長期前払費用の増減額（△は増加） － △9

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9,668 △3,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,367 △1,054

受取利息 △1,049 △296

為替差損益（△は益） △1,979 △199

支払利息 14,010 7,755

固定資産売却損益（△は益） △153 356

固定資産除却損 510 81

投資有価証券評価損益（△は益） 526 6

売上債権の増減額（△は増加） 401,372 △96,518

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,443 376,441

その他の資産の増減額（△は増加） 62,835 126,977

仕入債務の増減額（△は減少） △57,395 △12,353

未払費用の増減額（△は減少） △57,873 △10,841

その他の負債の増減額（△は減少） △221,177 △91,879

その他 △8,696 1,993

小計 123,376 121,552

利息及び配当金の受取額 1,047 339

利息の支払額 △12,700 △8,010

法人税等の支払額 △3,982 △908

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,740 112,972

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 △28,000

定期預金の払戻による収入 29,000 48,000

有形固定資産の取得による支出 △9,941 △192

有形固定資産の売却による収入 2,463 1,057

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 －

出資金の回収による収入 － 10

差入保証金の差入による支出 △79 △3,342

差入保証金の回収による収入 5,419 3,552

長期前払費用の取得による支出 △5,957 △1,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,233 19,903
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22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 △227,000

長期借入金の返済による支出 △62,513 △59,414

社債の発行による収入 196,182 －

社債の償還による支出 － △40,000

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 △326,414

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,979 199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,745 △193,338

現金及び現金同等物の期首残高 569,727 399,373

現金及び現金同等物の四半期末残高 451,981 206,035

㈱ノア（3383）平成22年６月期第３四半期決算短信（非連結）

10



ファイル名:02_0695109692205.doc ㈱○○(XXXX)平成 年 月期 第 四半期決算短信(非連結) 

 

 (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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