
 

平成 22年 9月 28 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ノア 

代表者名 代表取締役社長 渡邊 豊 

 （コード:3383、名証） 

問合せ先 管理本部長  北山 智康 

 （TEL．03－6891－6500） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 22 年 6 月期決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 22年 8月 10 日に発表いたしました「平成 22年 6月期 決算短信」の一部に誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線   を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】  

1．「サマリー情報」 ・・・ 1ページ 

（訂正前） 

1．平成 22年 6月期の業績（平成 21年 7月 1日～平成 22年 6月 30 日） 

（1）経営成績 

 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 

純資産経常利益率 売上高営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

22 年 6月期 △3,992.58 ― △104.3 △39.5 △32.2 

21 年 6月期 △5,337.90 ― △34.7 △12.4 △5.5 

 （参考）持分法投資損益  22 年 6月期 ―百万円   21 年 6月期 ―百万円 

 

（訂正後） 

1．平成 22年 6月期の業績（平成 21年 7月 1日～平成 22年 6月 30 日） 

（1）経営成績 

 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 

純資産経常利益率 売上高営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

22年6月期 △8,698.90 ― △104.3 △39.5 △32.2 

21年6月期 △5,337.90 ― △34.7 △12.4 △5.5 

 （参考）持分法投資損益  22 年 6月期 ―百万円   21 年 6月期 ―百万円 



 

2．「1．経営成績（1）経営成績に関する分析 ①当期の概況」 ・・・ 3ページ 

（訂正前） 

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前期比74.2％の減少と

なりました。さらに、平成19年度より稼働を開始し、当社として期待してまいりましたソフトウェア事業は、そ

の主力顧客である米国ロックビジョン社が買収されたことにより、前期比9.0％の減少となりました。また、当社

では主要事業である装置販売の低迷並びに米国イマーゴ社との国内総代理店契約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19,522千円を計上するとともに、管理経費削減のための本社移転に伴う減損処理費用を2,421千円及

び固定資産除却損1,773千円を計上いたしました。 

一方で、新たな事業の柱となる事業構築を目的に、LED照明市場、太陽電池関連製品市場への参入を目指し、市

場調査等を実施して参りました。その結果、事業実績は今後の目標ではありますが、平成21年12月15日に日本エ

ーエム株式会社と業務提携を行い、LED照明販売事業の構築を目指す事を決定致しました。太陽電池関連製品にお

きましては、当社として十分な収益を期待できるビジネスモデルが見出せていないことから、現時点では参入を

見送っています。 

この結果、売上高1,213,323千円（前期比56.7％減）、営業損失390,421千円（前期は営業損失154,604千円）、経

常損失408,833千円（前期は経常損失179,844千円）、当期純損失437,424千円（前期は当期純損失268,188千円）と

なりました。 

 

（訂正後） 

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前期比74.2％の減少と

なりました。さらに、平成19年度より稼働を開始し、当社として期待してまいりましたソフトウェア事業は、そ

の主力顧客である米国ロジックビジョン社が買収されたことにより、前期比9.0％の減少となりました。また、当

社では主要事業である装置販売の低迷並びに米国イマーゴ社との国内総代理店契約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19,522千円を計上するとともに、管理経費削減のための本社移転に伴う減損処理費用を2,421千円

及び固定資産除却損1,773千円を計上いたしました。 

一方で、新たな事業の柱となる事業構築を目的に、LED照明市場、太陽電池関連製品市場への参入を目指し、市

場調査等を実施して参りました。その結果、事業実績は今後の目標ではありますが、平成21年12月15日に日本エ

ーエム株式会社と業務提携を行い、LED照明販売事業の構築を目指す事を決定致しました。太陽電池関連製品にお

きましては、当社として十分な収益を期待できるビジネスモデルが見出せていないことから、現時点では参入を

見送っています。 

この結果、売上高1,213,323千円（前期比 56.7％減）、営業損失 390,421 千円（前期は営業損失 154,604千円）、

経常損失 408,842千円（前期は経常損失 179,844千円）、当期純損失 437,424千円（前期は当期純損失 268,188

千円）となりました。 

 

 

3．「1．経営成績（2）財政状態に関する分析 ②キャッシュ･フローの状況」 ・・・ 3ページ 

（訂正前） 

(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185,184千円（前期比87,522千円の増加）となりました。これは税引前当期

純損失が437,065千円になるとともに仕入債務の減少104,234千円や未払費用の減少16,086千円、さらにその

他負債の減少73,567千円等の資金減少はあったものの、売上債権の減少77,934千円、その他資産の減少

166,860千円及びたな卸資産の減少572,015千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23,482千円（前期比62,665千円の増加）となりました。これは有形固定資

産の取得による支出3,785千円や差入保証金の支出3,392千円等がある一方、定期預金の払戻による収入

11,000千円及び差入保証金の返還による収入18,925千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456,122千円（前期比230,913千円の増加）となりました。これは短期借入

金の収支に伴う支出347,000千円、長期借入金の返済による支出69,122千円及び社債の償還による支出40,000

千円によるものであります。 

 

（訂正後） 

(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184,134千円（前事業年度比86,471千円の増加）となりました。これは税引

前当期純損失が437,065千円になるとともに仕入債務の減少104,234千円や未払費用の減少16,086千円、さら

にその他負債の減少73,567千円等の資金減少はあったものの、売上債権の減少77,934千円、その他資産の減

少93,411千円及びたな卸資産の減少640,915千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24,532千円（前事業年度は39,183千円の支出）となりました。これは有形

固定資産の取得による支出3,785千円や差入保証金の支出3,392千円、定期預金の預け入れによる支出37,000

千円等がある一方、定期預金の払戻による収入48,000千円及び差入保証金の返還による収入18,925千円等が

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 456,122千円（前事業年度は225,209 千円の支出）となりました。これは

短期借入金の収支に伴う支出 347,000 千円、長期借入金の返済による支出 69,122 千円及び社債の償還による

支出 40,000 千円によるものであります。 

 

 

4．「4．【財務諸表】」 

（1）【貸借対照表】 ・・・ 13～14 ページ 

（2）【損益計算書】 ・・・ 15～16 ページ 

（4）【キャッシュ・フロー計算書】 ・・・ 21～22 ページ 

（8）表示方法の変更 ・・・ 26 ページ 

（9）財務諸表に関する注記事項   

   税効果会計関係 ・・・ 31 ページ 

   デリバティブ取引関係 ・・・ 33 ページ 

   ストック・オプション等関係 ・・・ 35 ページ 

 

 



（訂正前）
４.【財務諸表】
(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 419,373 163,658

　　受取手形 1,229 －

　　売掛金 ※2 106,585 29,880

　　商品 473,710 4,376

　　原材料 111,225 8,875

　　仕掛品 141 181

　　貯蔵品 752 381

　　前渡金 171,712 5,798

　　前払費用 8,836 6,353

　　未収入金 ※2 80,087 152,762

　　その他 ※2 925 4,708

　　貸倒引当金 △ 1,054 －

　　流動資産合計 1,373,525 376,977

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 19,895 18,139

　　　　減価償却累計額 △ 9,485 △ 9,705

　　　　建物(純額) 10,409 8,434

　　　工具器具及び備品 42,073 28,339

　　　　減価償却累計額 △ 33,354 △ 24,013

　　　　工具器具及び備品(純額) 8,719 4,325

　　　有形固定資産合計 19,128 12,760

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 6,879 3,208

　　　無形固定資産合計 6,879 3,208

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 91 113

　　　関係会社株式 12,761 12,761

　　　出資金 10 0

　　　長期前払費用 5,578 4,937

　　　差入保証金 19,005 3,471

　　　長期預金 50,000 50,000

　　　長期未収入金 95,745 23,400

　　　投資その他の資産合計 183,192 94,685

　　固定資産合計 209,200 110,654

　資産合計 1,582,725 487,631



(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 ※3 121,047 ※3 16,812

　　短期借入金 347,000 －

　　一年以内返済予定の長期借入金 69,122 23,878

　　一年内償還予定の社債 40,000 40,000

　　未払金 19,886 13,833

　　未払費用 22,883 7,008

　　未払法人税等 2,752 986

　　未払消費税等 8,525 －

　　前受金 97,812 37,647

　　預り金 ※3 3,287 4,463

　　製品保証引当金 11,348 3,301

　　その他 － 1,903

　　流動負債合計 743,664 149,834

　固定負債

　　社債 160,000 120,000

　　長期借入金 40,908 17,030

　固定負債合計 200,908 137,030

負債合計 944,572 286,864

純資産の部

　株主資本

　　資本金 149,055 149,055

　　資本剰余金

　　　資本準備金 142,955 142,955

　　　その他資本剰余金 650,555 650,555

　　　資本剰余金合計 793,510 793,510

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △ 268,188 △ 705,612

　　　利益剰余金合計 △ 268,188 △ 705,612

　　自己株式 △ 36,225 △ 36,225

　　株主資本合計 638,152 200,728

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 － 37

　　評価・換算差額等合計 － 37

　純資産合計 638,152 200,766

負債純資産合計 1,582,725 487,631



（訂正後）
４.【財務諸表】
(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 419,373 163,658

　　受取手形 1,229 －

　　売掛金 ※2 106,585 29,880

　　商品 473,710 4,376

　　原材料 111,225 －

　　仕掛品 141 181

　　貯蔵品 752 －

　　原材料及び貯蔵品 － 9,257

　　前渡金 171,712 5,798

　　前払費用 8,836 6,353

　　未収入金 ※2 80,087 152,762

　　その他 ※2 925 4,708

　　貸倒引当金 △ 1,054 －

　　流動資産合計 1,373,525 376,977

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 19,895 18,139

　　　　減価償却累計額 △ 9,485 △ 9,705

　　　　建物(純額) 10,409 8,434

　　　工具器具及び備品 42,073 28,339

　　　　減価償却累計額 △ 33,354 △ 24,013

　　　　工具器具及び備品(純額) 8,719 4,325

　　　有形固定資産合計 19,128 12,760

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 6,879 3,208

　　　無形固定資産合計 6,879 3,208

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 91 113

　　　関係会社株式 12,761 12,761

　　　出資金 10 －

　　　長期前払費用 5,578 4,937

　　　差入保証金 19,005 3,471

　　　長期預金 50,000 50,000

　　　長期未収入金 95,745 23,400

　　　投資その他の資産合計 183,192 94,685

　　固定資産合計 209,200 110,654

　資産合計 1,582,725 487,631



(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 ※3 121,047 ※3 16,812

　　短期借入金 347,000 －

　　一年以内返済予定の長期借入金 69,122 23,878

　　一年内償還予定の社債 40,000 40,000

　　未払金 19,886 13,833

　　未払費用 22,883 7,008

　　未払法人税等 2,752 986

　　未払消費税等 8,525 －

　　前受金 97,812 37,647

　　預り金 ※3 3,287 4,463

　　製品保証引当金 11,348 3,301

　　その他 － 1,903

　　流動負債合計 743,664 149,834

　固定負債

　　社債 160,000 120,000

　　長期借入金 40,908 17,030

　固定負債合計 200,908 137,030

負債合計 944,572 286,864

純資産の部

　株主資本

　　資本金 149,055 149,055

　　資本剰余金

　　　資本準備金 142,955 142,955

　　　その他資本剰余金 650,555 650,555

　　　資本剰余金合計 793,510 793,510

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △ 268,188 △ 705,612

　　　利益剰余金合計 △ 268,188 △ 705,612

　　自己株式 △ 36,225 △ 36,225

　　株主資本合計 638,152 200,728

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 － 37

　　評価・換算差額等合計 － 37

　純資産合計 638,152 200,766

負債純資産合計 1,582,725 487,631



（訂正前）
（2）【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日

　至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日

　至 平成22年６月30日)

売上高

　商品売上高 2,100,234 1,031,320

　テクニカル売上高 ※7 705,040 ※7 182,003

　売上高合計 2,805,274 1,213,323

売上原価

　商品売上原価

　　期首商品たな卸高 666,228 472,923

　　当期商品仕入高 1,735,319 574,391

　　合計 2,401,547 1,047,314

　　他勘定振替高 ※1 147,668 ※1 39,486

　　商品期末たな卸高 533,241 4,376

　　商品評価損 59,530 －

　　商品売上原価合計 1,780,168 1,003,451

　　テクニカル売上原価 ※7 653,918 ※7 268,350

　売上原価合計 2,434,086 1,271,801

売上総利益 371,188 △ 58,478

販売費及び一般管理費 ※2 525,793 ※2 331,943

営業損失（△） △ 154,604 △ 390,421

営業外収益

　受取利息 1,097 336

　受取賃貸料 ※7 7,168 ※7 5,504

　雑収入 ※7 1,558 ※7 501

　営業外収益合計 9,824 6,341

営業外費用

　支払利息 16,931 6,970

　社債利息 681 2,269

　社債発行費 3,817 －

　手形売却損 437 －

　債権売却損 4,439 2,686

　為替差損 8,109 3,595

　支払手数料 － 5,500

　株式交付費 131 －

　雑損失 515 3,731

　営業外費用合計 35,064 24,753

経常損失(△） △ 179,844 △ 408,833

特別利益

　貸倒引当金戻入益 8,537 1,054

　固定資産売却益 ※3 446 ※3 61

　特別利益合計 8,983 1,116

特別損失

　投資有価証券評価損 456 8

　前期損益修正損 ※4 11,750 －

　固定資産売却損 － ※5 906

　固定資産除却損 ※6 736 ※6 1,773

　減損損失 － ※8 2,421

　本社移転費 － 4,715

　事業整理損 34,426 19,522

　特別損失合計 47,369 29,347

税引前当期純損失（△） △ 218,231 △ 437,065

法人税、住民税及び事業税 1,117 359

法人税等調整額 48,840 －

法人税等合計 49,957 359

当期純損失（△） △ 268,188 △ 437,424



（訂正後）
（2）【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日

　至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日

　至 平成22年６月30日)

売上高

　商品売上高 2,100,234 1,031,320

　テクニカル売上高 ※7 705,040 ※7 182,003

　売上高合計 2,805,274 1,213,323

売上原価

　商品売上原価

　　期首商品たな卸高 666,228 472,923

　　当期商品仕入高 1,735,319 574,391

　　合計 2,401,547 1,047,314

　　他勘定振替高 ※1 147,668 ※1 39,486

　　商品期末たな卸高 533,241 4,376

　　商品評価損 59,530 －

　　商品売上原価合計 1,780,168 1,003,451

　　テクニカル売上原価 ※7 653,918 ※7 268,350

　売上原価合計 2,434,086 1,271,801

売上総利益 371,188 △ 58,478

販売費及び一般管理費 ※2 525,793 ※2 331,943

営業損失（△） △ 154,604 △ 390,421

営業外収益

　受取利息 1,097 336

　受取賃貸料 ※7 7,168 ※7 5,504

　雑収入 ※7 1,558 ※7 501

　営業外収益合計 9,824 6,341

営業外費用

　支払利息 16,931 6,970

　社債利息 681 2,269

　社債発行費 3,817 －

　手形売却損 437 －

　債権売却損 4,439 2,686

　為替差損 8,109 3,595

　支払手数料 － 5,500

　株式交付費 131 －

　雑損失 515 3,739

　営業外費用合計 35,064 24,761

経常損失(△） △ 179,844 △ 408,842

特別利益

　貸倒引当金戻入益 8,537 1,054

　固定資産売却益 ※3 446 ※3 －

　特別利益合計 8,983 1,054

特別損失

　投資有価証券評価損 456 －

　前期損益修正損 ※4 11,750 －

　固定資産売却損 － ※5 844

　固定資産除却損 ※6 736 ※6 1,773

　減損損失 － ※8 2,421

　本社移転費 － 4,715

　事業整理損 34,426 19,522

　特別損失合計 47,369 29,277

税引前当期純損失（△） △ 218,231 △ 437,065

法人税、住民税及び事業税 1,117 359

法人税等調整額 48,840 －

法人税等合計 49,957 359

当期純損失（△） △ 268,188 △ 437,424



（訂正前）

（4）【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
　至 平成21年６月30

当事業年度
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年６月30

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純損失（△） △ 218,231 △ 437,065

　減価償却費 19,130 8,113

　減損損失 - 2,421

　のれん償却費 9,373 -

　長期前払費用償却 - 56

　長期前払費用の増減額 △ 5,578 584

　製品保証引当金の増減額 11,348 △ 8,047

　貸倒引当金の増減額 △ 8,537 △ 1,054

　受取利息及び受取配当金 △ 1,097 △ 336

　為替差損益 3,623 △ 2,739

　支払利息 17,613 9,240

　固定資産売却益 △ 446 △ 844

　固定資産除却損 736 3,417

　投資有価証券評価損 456 8

　売上債権の増減額 795,851 77,934

　たな卸資産の増減額 137,094 572,015

　その他資産の増減額 33,106 166,860

　仕入債務の増減額 △ 440,391 △ 104,234

　未払費用の増減額 △ 57,037 △ 16,086

　その他負債の増減額 △ 176,895 △ 73,567

　その他 △ 7,052 -

　小計 113,067 196,675

　利息及び配当金の受取額 1,120 339

　利息の支払額 △ 14,980 △ 9,705

　法人税等の支払額 △ 1,544 △ 2,124

　営業活動によるキャッシュ・フロー 97,662 185,184

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 △ 87,700 -

　定期預金の払戻による収入 66,249 11,000

　有形固定資産の取得による支出 △ 7,884 △ 3,785

　有形固定資産の売却による収入 2,849 717

　無形固定資産の取得による支出 △ 6,518 -

　投資有価証券の売却による収入 - 6

　出資金の払込による支出 △ 0 10

　関係会社株式購入による支出 △ 12,320 -

　差入保証金の支出 △ 79 △ 3,392

　差入保証金の返還による収入 6,219 18,925

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 39,183 23,482

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 △ 392,000 △ 347,000

　長期借入による収入 50,000 -

　長期借入金の返済による支出 △ 82,511 △ 69,122

　社債の発行による収入 196,183 -

　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 △ 225,209 △ 456,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3,623 2,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 170,354 △ 244,714

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期末残高 ※1 399,373 ※1 154,658



（訂正後）

（4）【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日

　至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純損失（△） △ 218,231 △ 437,065

　減価償却費 19,130 7,789

　減損損失 - 2,421

　のれん償却費 9,373 -

　長期前払費用の増減額（△は増加） △ 5,578 640

　製品保証引当金の増減額（△は減少） 11,348 △ 8,047

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 8,537 △ 1,054

　受取利息及び受取配当金 △ 1,097 △ 336

　為替差損益（△は益） 3,623 △ 2,739

　支払利息 17,613 9,240

　固定資産売却損益（△は益） △ 446 844

　固定資産除却損 736 1,773

　投資有価証券評価損 456 －

　売上債権の増減額（△は増加） 795,851 77,934

　たな卸資産の増減額（△は増加） 137,094 640,915

　その他資産の増減額（△は増加） 33,106 93,411

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 440,391 △ 104,234

　未払費用の増減額（△は減少） △ 57,037 △ 16,086

　その他負債の増減額（△は減少） △ 176,895 △ 73,567

　その他 △ 7,052 2,561

　小計 113,067 194,401

　利息及び配当金の受取額 1,120 346

　利息の支払額 △ 14,980 △ 9,705

　法人税等の支払額 △ 1,544 △ 908

　営業活動によるキャッシュ・フロー 97,662 184,134

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 △ 87,700 △37,000

　定期預金の払戻による収入 66,249 48,000

　有形固定資産の取得による支出 △ 7,884 △ 3,785

　有形固定資産の売却による収入 2,849 1,775

　無形固定資産の取得による支出 △ 6,518 -

　出資金の払込による支出 △ 0 -

　出資金の回収による収入 - 10

　関係会社株式購入による支出 △ 12,320 -

　差入保証金の支出 △ 79 △ 3,392

　差入保証金の返還による収入 6,219 18,925

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 39,183 24,532

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 △ 392,000 △ 347,000

　長期借入による収入 50,000 -

　長期借入金の返済による支出 △ 82,511 △ 69,122

　社債の発行による収入 196,183 -

　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 △ 225,209 △ 456,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3,623 2,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 170,354 △ 244,714

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期末残高 ※1 399,373 ※1 154,658



（8）表示方法の変更 

（訂正前） 

 前事業年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日）及び当事業年度（自平成21年７月１日 

至平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

（訂正後） 

【表示方法の変更】 

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

―― （貸借対照表） 

前事業年度において流動資産に区分掲記しておりまし

た「原材料」、「貯蔵品」は、当事業年度より「原材料及

び貯蔵品」として表示しております。 

 



（9）財務諸表に関する注記事項 

（税効果会計関係） 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 68,848千円 税務上の繰越欠損金 245,942千円 

 商品評価損損金不算入額 75,793千円  商品評価損損金不算入額 71千円 

 貸倒引当金損金算入超過額 429千円  製品保証引当金損金不算入額 1,305千円 

製品保証引当金損金不算入額 4,618千円 その他 125千円 

 投資有価証券評価損損金不算入額 1,431千円  評価性引当金額 △247,444千円 

 その他 466千円 繰延税金資産計 ― 千円 

 評価性引当金額 △151,588千円    

繰延税金資産計 ― 千円    

繰延税金負債 

― 

繰延税金負債 

― 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

    課税所得が発生していないため、記載を省略して

おります。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 

 

 

（訂正後） 
前事業年度 

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 68,848千円 税務上の繰越欠損金 321,538千円 

 商品評価損損金不算入額 75,793千円  商品評価損損金不算入額 144千円 

 貸倒引当金損金算入超過額 429千円  製品保証引当金損金不算入額 1,343千円 

製品保証引当金損金不算入額 4,618千円 投資有価証券評価損損金不算入額 1,431千円 

 投資有価証券評価損損金不算入額 1,431千円  その他 500千円 

 その他 466千円  評価性引当金額 △324,958千円 

 評価性引当金額 △151,588千円 繰延税金資産計 ― 千円 

繰延税金資産計 ― 千円   

繰延税金負債 

― 

繰延税金負債 

― 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

    課税所得が発生していないため、記載を省略して

おります。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 

 



（デリバティブ取引関係） 

（訂正前） 

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

（単位：千円） 

区分 種類 契約額等 
契約額等のう

ち1年超 
時価 評価損益 

市場取引以外の取引 

為替予約取引 

 売建 

  米ドル 

 

 

80,104 

 

 

－ 

 

 

△1,903 

 

 

△1,903 

 

 

（訂正後） 

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

２. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

（単位：千円） 

区分 種類 契約額等 
契約額等のう

ち1年超 
時価 評価損益 

市場取引以外の取引 

為替予約取引 

 売建 

  米ドル 

 

 

80,103 

 

 

－ 

 

 

△1,903 

 

 

△1,903 

 



（ストック・オプション等関係） 

（訂正前） 

当事業年度（自平成21年７月１日 至平成22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３回 

ストック・オプション 
第４回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 従業員３名 従業員７名 

ストック・オプションの数 普通株式 88株 普通株式 72株 

付与日 平成16年３月30日 平成16年９月21日 

権利確定条件 

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。 

対象勤務期間 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。 

 

 

（訂正後） 

当事業年度（自平成21年７月１日 至平成22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３回 

ストック・オプション 
第４回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 取締役１名 従業員２名 従業員４名 

ストック・オプションの数 普通株式 48株 普通株式 64株 

付与日 平成16年３月30日 平成16年９月21日 

権利確定条件 

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。 

対象勤務期間 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。 

 



5．「5．その他 （1）生産、受注及び販売の状況 ②受注実績」 ・・・ 44ページ 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 

至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日） 
比較増減 

事業部門別 
受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

半導体装置 1,507,961 206,072 965,766 600 △542,195 △205,472 

テクニカル（技術サービス） 526,511 85,484 233,776 33,712 △292,735 △51,772 

ソフトウェア 326,206 335,487 582,992 23,521 256,786 △311,966 

合計 2,306,679 627,044 1,782,535 57,833 △578,144 △569,211 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

（訂正後） 
前事業年度 

（自 平成20年７月１日 

至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日） 
比較増減 

事業部門別 
受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

半導体装置 1,507,961 206,072 554,821 600 △953,140 △205,472 

テクニカル（技術サービス） 526,511 85,484 130,230 33,711 △396,281 △51,772 

ソフトウェア 326,206 335,487 △40,940 23,521 △367,146 △311,966 

合計 2,360,679 627,044 644,111 57,832 △1,716,568 △569,211 

（注）1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。           

2．ソフトウェアの受注実績については、ロジックビジョン社（米国）のメンター・グラフィックス・

ジャパン㈱への買収により、平成22年3月1日よりメンター・グラフィックス・ジャパン㈱へ販売・保

守業務の移管合意により当該販売代理店契約を解消したため、金額がマイナスになっております。 

 




