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平成 18 年３月期  決算短信（連結）              
平成１８年５月１５日 

会   社   名    日本エイム株式会社        上場取引所       ＪＱ 
コ ー ド 番 号    ２３８３             本社所在都道府県    東京都 
（ＵＲＬ http://www.nihon-aim.co.jp） 
代  表  者  役 職 名  代表取締役社長 

    氏   名  若 山 陽 一 
問い合わせ先   責任者役職名 常 務 取 締 役 
         氏   名  島 田 恭 介         ＴＥＬ（０３）５７８３－８７２１ 
決算取締役会開催日       平成１８年５月１５日    
米国会計基準採用の有無    無 
当社は当期が連結初年度のため、前連結会計年度、対前期増減率については、記載しておりません。 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
１．平成１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 
(1) 連結経営成績                       
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

百万円 
15,303 

－ 

％ 
－ 
－ 

百万円 
724 
－ 

％ 
－ 
－ 

百万円 
732 
－ 

％ 
－ 
－ 

 
 

当期純利益 
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 

株主資本 

当期純利益率 
総資本 

経常利益率 
売上高 

経常利益率 

 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

百万円 
375 
－ 

％ 
－ 
－ 

円 
12,593 

－ 

銭 
26 
－ 

円 
12,050 

－ 

銭 
94 
－ 

％ 
24.9 
－ 

％ 
21.9 
－ 

％ 
4.8 
－ 

（注）①持分法投資損益        平成 18 年 3 月期   5 百万円 平成 17 年 3 月期 －百万円 
   ②期中平均株式数(連結)  平成 18 年 3 月期  28,354 株 平成 17 年 3 月期 －株 
   ③会計処理の方法の変更  無 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

    百万円 
   4,096 
       － 

 
 
 

   百万円 
   1,714 
       － 

 
 
 

％ 
41.9 
－ 

      円  銭  
58,407     51 

－   

（注）期末発行済株式数(連結)   平成 18 年 3 月期   29,046 株 平成 17 年 3 月期  －株 
(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 

 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

百万円 
308 
－ 

 
 
 

百万円 
△679 

－ 

 
 
 

百万円 
118 
－ 

 
 
 

百万円 
712 
－ 

 
 

 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   2 社  持分法適用非連結子会社数  －社   持分法適用関連会社数   3 社 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規)  2 社 (除外)  －社   持分法(新規)  3 社  (除外)  －社 
２．平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益 

 
中  間  期 
通    期 

百万円 
9,250 
20,500 

 
 

百万円 
430 

1,300 

 
 

百万円 
210 
666 

 
 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,585 円 83 銭 
（注）平成 18 年２月 13 日開催の取締役会決議により、平成 18 年３月 31 日現在の株主に対し平成 18 年４月１日付を      

もって、普通株式１株につき５株の割合で株式分割をしました。これを反映して、１株当たり予想当期純利益（通
期）は、当該株式分割後の発行済株式数 145,230 株を基に算出しております。 

 ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
    実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（日本エイム株式会社）と子会社２社及び関連会社３社で構成さ

れており、アウトソーシング事業、半導体製造装置関連事業、デザイン・ソフトウェア関連事業の３つの事業を営んで
おります。 
 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（1）アウトソーシング事業･･････国内メーカーの構内作業業務の請負を行っており、主要顧客は国内半導体メーカーで 
                あります。 
    当社が構内作業業務の請負を行うほか、持分法適用関連会社 松下エクセルプロダクツ株式会社が松下電器産業

グループ内における構内作業業務の請負を行っております。 
 

  （2）半導体製造装置関連事業･･････半導体製造装置の販売、レトロフィット（旧型装置の改造）、リファビッシュ（旧 
型装置の改修）や部品の販売等を行っており、主要顧客は国内半導体メーカーで 
あります。 

当社が半導体製造装置を販売するほか、連結子会社 ネクサス・テクノロジ株式会社が半導体装置ユニットの修
理事業及び中古半導体製造装置の販売代理店業等を行っており、また持分法適用関連会社 株式会社ウインズがレ
トロフィット、リファビッシュや部品の販売等を行っております。 
 

（3）デザイン・ソフトウェア関連事業･･････主に半導体デバイスの設計・デザイン請負や設計エンジニアの労働者派 
遣事業等を行っており、主要顧客は国内半導体メーカーであります。 

連結子会社 株式会社アルティスタが、デバイス設計請負及び設計エンジニアの労働者派遣事業等を行っており、
持分法適用関連会社 株式会社クロスオーバーが、設計エンジニアの育成事業及び特定人材派遣事業等を行ってお
ります。 

 
[事業系統図] 
事業系統図は、以下のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

アウトソーシング事業   

・製造請負 
・製造エンジニア派遣 

松下ｴｸｾﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱ 
持分法適用関連会社 

半導体製造装置関連事業   

・中古装置販売 
・部品修理・改造 
・装置開発エンジニアリング 

デザイン・ソフトウェア関連事業   

・ソフトウェア開発受託 
・組込ソフトウェア派遣 
・設計エンジニア派遣 

㈱ウインズ 
持分法適用関連会社 

ネクサス・テクノロジ㈱ 
連結子会社 

㈱クロスオーバー 
持分法適用関連会社 

㈱アルティスタ 
連結子会社 

顧 
 
 

客 

アウトソーシングサー

ビスの提供 

修理・改造サービス・

商品の提供 

 
修理・改造サービス・

商品の提供 

設計・人材サービスの

提供 

設計・人材サービスの

提供 

 
 
 
日本エイム㈱ 
当 社 

商品の提供 

 

商品・サービス 

の提供 

アウトソーシングサー

ビスの提供 

アウトソーシング

サービスの提供 

アウトソーシング

サービスの提供 
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２．経営方針 
(1) グループの経営の基本方針 

当社グループの経営の基本方針は、当社グループの存在理由を表しており利益を超えた普遍的目的である「ミ
ッション」、活動の全般にわたる価値観を表す「経営理念」、中長期的な経営方針「ビジョン」からなりたってお
り、詳細は以下のとおりであります。 
 このような経営基本方針に基づき、アウトソーシングサービスにとどまらず、より高い付加価値がある多様な
製品・サービスを提供できるような戦略を描き、長期的競争優位性を築いてゆく所存であります。 
 

1) ミッション（利益を超えた普遍的目的） 

日本エイムは、イキイキとした『技能的機動集団』を目指します。 
「技能的機動集団」とは、個々人が持つ専門技能の習熟と「ひと」を活かす組織能力を高め、業務を一括して

受託することによって、付加価値の高いサービスをお客様に提供している姿を表しています。 
私たちは、個々人の職業能力の向上を積極的に推進し、いきいきとした職場づくりを通じて、お客様の経営効

率の向上を実現していきたいと考えています。 
 

2) 経営理念（活動の全般にわたる価値観） 

Think×Aggressive＝Unique 

上記の 3つのワードは、「独自性を追求」するため「能動的であること」「考えること」を重視するという意味
です。 
 

3) ビジョン（中長期的な経営方針） 

日本エイムは「ノンアセット型ファンドリー企業」を目指します。 
「ノンアセット型ファンドリー企業」とは顧客の生産効率を上げる為に生産設備を保有しない事を強みとし、
様々な環境変化に対応できるフレキシビリティを持った、当社グループ独自の戦略概念を示す言葉です。顧客の
生産効率を高めるワンストップ・ソリューションビジネスを行い、日本の半導体・FPD（フラット・パネル・デ
ィスプレイ）製造のインフラを担う事を目指します。 

 
(2) 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識しております。配当政策については、企業体
質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を基本方針としております。 
  内部留保金の使途については、シェアアップのための拠点の拡充や、ローコスト・オペレーション実現のため
の IT 投資、事業基盤拡充のための新規事業開発やアライアンス強化に充当する予定です。 

 株主配当は、配当性向 30％を目処としておりますが、利益の状況に応じて柔軟な利益還元を行う所存であります。
当連結会計年度における期末配当金は１株当たり 3,820 円（配当性向：30.9％）を予定しております。 
  

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社グループは、より多くの個人投資家に当社株式を投資対象にしていただくためにも、投資単位を引き下げ、

流動性を高めることは非常に重要であると考えております。投資単位の引き下げに関しましては、平成 18 年４月
１日付をもって平成 18 年３月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を１株につ
き５株の割合をもって分割いたしました。今後も株価の動向を見ながら検討してまいります。 

 
(4) 目標とする経営指標 

目標とする経営指標につきましては、前期に中期経営計画「Value up Vision 2008」（平成 18 年３月期から平
成 20 年３月期までの３ヶ年計画）を発表しましたが、今期それをローリングし、引き続き、平成 19 年３月期か
ら平成 21 年３月期の経営目標として「株主資本利益率 30％以上（平成 20 年３月期）」、「一株当たり利益成長率
50％以上（３ヶ年平均）」と定めております。 
「株主資本利益率」と「一株当たり利益成長率」を経営指標として採用した理由につきましては、株主重視の

観点から投資効率と密接な関係があり、株主価値を数値的に判断できるためであります。 
また、この数値を実現するためには、単に多くの利益をあげるだけでなく、半導体・FPD 分野へ資源を集中し、

より効率的な経営を行うことが株主価値の増大につながると考え、収益性の指標として「売上総利益伸張率」、「売
上高経常利益率」も重視してまいります。 

 
(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、前期より中期経営計画「Value up Vision 2008」の基本方針として、「日本エイムは、半導体
専門教育によって高付加価値な領域でコアベンダーとなり、IT によるローコスト・オペレーションを実現し、利
益成長率Ｎo.１アウトソーサーになる。」を掲げておりますが、今期この基本方針に基づき、「ノンアセット型フ
ァンドリー企業」という戦略的概念を打ち出しております。この概念はこれまでの「製造」工程における一括請
負事業のみならず、半導体・FPD 製造における“バリューチェーン”の、より上流にある「設計（デザイン）」分
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野及び「半導体製造装置」分野にも進出し、デザイン設計者が製造工程にも一定の関わりを持つこと及び半導体
製造装置に関する製品・サービスを提供することで、顧客の生産性を向上させる事を目的としたビジネスモデル
です。 
このビジネスモデルを実現する具体的な戦略として、以前から掲げている「製造請負事業の半導体・FPD 分野へ

の特化」、「高付加価値業務の受託」、「シェアアップ」、「IT 導入によるローコスト・オペレーションの実現」を引
き続き推進していくと同時に、アライアンスを強化し、「設計（デザイン）」「装置」「アウトソーシング」の３つ
の切り口でワンストップでのソリューションビジネスの提案を行い得るグループを確立していきます。 

1) 高付加価値業務の受託 
市場の変動に伴う顧客ニーズの変化により、当社は半導体・FPD 分野に特化している強みを活かし、従来軸足

を置いていた製造オペレーションから、専門性が求められる装置メンテナンスやエンジニアリング等の高付加
価値業務の受託を積極的に進めてまいります。 
 

2) シェアアップ 
半導体・FPD 分野への特化によって培った半導体・FPD の専門教育により、今後は社員教育を戦略の中心に位

置づけ、顧客価値を総合的に高めることに注力しシェアアップを目指します。 
 
3) IT 導入によるローコスト・オペレーションの実現 

勤怠管理・給与計算・財務会計等の基幹業務をシステム化し本社集中の管理体制を構築します。これにより労
働生産性の向上を図り、間接人員の増加抑制に努めてまいります。更に、採用業務オペレーションのシステム化
や人材教育における Eラーニング等、人的資源の確保及び人材の能力開発において IT を活用することで、より
一層の効率化を図ってまいります。 
 

4) アライアンスの強化 
 半導体・FPD 製造における「設計（デザイン）」「装置」のノウハウを有する会社と積極的にアライアンスを進
めていき、それらのノウハウと当社の顧客基盤及び半導体製造に精通した専門人材とを融合させることにより、
「設計（デザイン）」から「製造」までを一貫して生産支援する体制を構築します。これにより、当社戦略概念
である、「ノンアセット型ファンドリー企業」というビジネスモデルを実現してまいります。 
 

(6) 会社の対処すべき課題 
1) 技術職社員採用の困難化について 

平成 15 年版厚生労働白書によると平成 12 年以降若年層を中心に労働人口が減少する傾向にあります。当社
グループの事業に従事する社員は若年層が大多数であり、この傾向の影響を受けやすいといえます。よって、
今後長期的には、技術職社員の採用が困難となる可能性があります。 

このような環境におきまして、当社グループは人材を確保することを目的として、新卒採用を強化して優秀
な人材を定期的に確保していくとともに、中途採用につきましては、ＷＥＢ媒体等応募者とのアクセスチャネ
ルの増加を図っております。更に沖縄等の比較的失業率の高い地域からの採用を強化し、より広域での採用活
動を実現できる体制を構築してまいります。また多様化する雇用形態のなかで若年労働者の企業選別が進むと
考え、人事制度の見直しを図っており、若年労働者に対して魅力ある会社づくりを継続実践することで、多く
の人材の獲得に注力してまいります。 

 
2) 製造業の海外移転について 

内閣府経済社会総合研究所によると、海外で生産を行っている製造業は平成 15 年度実績の 63.0％から平成 16
年度実績の 59.6％と低下したものの、平成 17 年度実績見込みは 60.4％、22 年度見通しは 62.6％と上昇する見
通しであります。また、全生産に対する海外現地生産の比率は製造業全体でみると平成 16 年度実績は 14.0％と
なり、平成 13 年度以来３年ぶりに上昇に転じました。国内の高労働コスト体質と経済のグローバル化を考えれ
ば、この流れは一層強まると予想されます。今後、量産製品は海外への生産移転が進み、国内製造業は研究開発
体制を強化し、国内での多品種少量・高付加価値製品の生産に向かうものと予想されます。当社グループは半導
体・FPD の製造分野に特化して専門性を高めることにより、スピードや高度なものづくりの技能が要求される生
産ラインの専門サービスを提供してゆくことで、製造業の海外移転に対応してまいります。 

 
(7) 親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 
 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 
 この事項に関しましては、あらためて開示いたします、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において
記載いたします。 
 

(9) その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 
 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油及び原材料価格の高騰という懸念材料は発生したものの、企業収
益及び設備投資の拡大、雇用情勢の改善による個人消費の伸張が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。
今後は生産・所得・支出の好循環が期待され、平成 14 年より続く景気の拡大期間は戦後最長の「いざなぎ景気」を
超えるとの予測もあります。 
 当社グループの中核事業であるアウトソーシング事業の業界におきましても、全体的な景気の回復を背景に、半
導体・FPD デバイスメーカーの設備投資の増加やデジタル家電を中心としエレクトロニクス製品の生産の回復に製
造業のアウトソーシングニーズの拡大があいまって市場の拡大が続きました。 
 このような状況の中、当社グループは当連結会計年度より、３ヵ年の中期経営計画「Value up Vision 2008」を
スタートさせました。新規顧客の開拓は半導体・FPD デバイスメーカーの高付加価値業務の受託に注力し、既存顧
客は企業系列を特定してシェアを高めていく戦略で営業活動を行いました。 
 
1) アウトソーシング事業 

  新規顧客の開拓につきましては、半導体・FPD デバイスメーカーの設備投資増加にあいまって、アウトソーシ
ングニーズが高まったことにより、当社の半導体・FPD 製造に対する専門性が顧客の評価につながり引き続き新
規受注は好調で 16 件ありました。既存顧客におきましても、松下エクセルスタッフ株式会社（松下電器産業株
式会社 100％出資子会社）との合弁会社である松下エクセルプロダクツ株式会社の設立を機に、法令遵守をモッ
トーとした当社のコンプライアンス経営及び半導体・FPD 製造の専門性が競争優位に働き、大幅にシェアを高め
ることができました。これにより、当社の売上高につきましては、技術職社員の採用活動が当初の計画であった
前年比 700 名増加を大幅に上回る前年比 1,097 名増を実現できたことが貢献し、前年対比 4,030 百万円の増加と
なりました。また、販売費及び一般管理費につきましては、募集費を適切にコントロールできたこと及び半導体
特化による管理業務の生産性が向上したこと等により、売上高販売費及び一般管理費率は 12.9%と低く抑えるこ
とができました。 
 

2) 半導体製造装置関連事業 
平成17年10月に株式会社エイペックスとの合弁会社としてネクサス・テクノロジ株式会社を設立しました。

また平成 18 年２月に株式会社ウインズの株式を取得し、持分法適用関連会社としました。 
 

3) デザイン・ソフトウェア関連事業 
平成 18 年３月に株式会社日本能率協会コンサルティングとの合弁会社として、株式会社クロスオーバーを

設立し持分法適用関連会社としました。また、平成 17 年９月に当社代表取締役 若山陽一が株式会社アルティ
スタの株式を取得し、連結子会社としました。 
 
 この結果、当社グループの売上高は 15,303 百万円、経常利益は 732 百万円、当期純利益は 375 百万円とな
りました。 

 
(2) 財政状態についての分析 

当連結会計年度においては、受注は順調に推移し、税金等調整前当期純利益 732 百万円を計上した他、売上高
の増加により売上債権は増加(850 百万円)しました。また、これに伴い社員数の増加により未払給与等の未払費
用の増加(374 百万円)、預り金の増加(65 百万円)等となりました。一方、合弁や提携を進めており、松下エクセ
ルスタッフ株式会社との合弁会社松下エクセルプロダクツ株式会社への出資額９百万円、平成 17 年 10 月、株式
会社エイペックスとの合弁会社ネクサス・テクノロジ株式会社への出資 15 百万円、平成 18 年２月、株式会社ウ
インズへの業務提携に伴う出資 264 百万円、平成 18 年３月には、株式会社日本能率協会コンサルティングとの合
弁会社株式会社クロスオーバーへの出資 40 百万円が発生しております。また、請求・勤怠等の基幹システム開発
に伴う有形固定資産、無形固定資産の取得 332 百万円等により、現金及び預金の減少(251 百万円)となりました。 
当連結会計年度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。 

 なお、当連結会計年度より、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較は記載し
ておりません。 
 
（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 732 百万円、社員数の増加等による未払費用の増加 374 百万円、預り金の増加 65 百万円

及び新規受注の増加による売上債権850百万円等により、営業活動の結果得られた資金は308百万円となりました。 
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 請求・勤怠等の基幹システム開発に伴う無形固定資産の取得 173 百万円、投資有価証券の取得 404 百万円等によ
り、投資活動の結果使用した資金は 679 百万円となりました。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
株式の発行による収入 65 百万円、少数株主からの払込による収入 59 百万円等により、財務活動の結果得られた

資金は 118 百万円となりました。 
 
当社グループのキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

（平成 18 年 3 月 31 日現在） 
株主資本比率（％） 41.9  
時価ベース株主資本比率（％） 861.6  
債務償還年数（年） 0.1  
インタレスト・カバレッジ・レシオ 559.0  

 

株主資本比率：株主資本／総資産 
時価ベース株主資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 
※ 営業キャッシュ･フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

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。
また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
 

(3)事業等のリスク 
事業上のリスクとしては、以下のようなものがあります。 

当社グループにおける連結子会社においてはいずれも当連結会計年度中に設立したものであり会社規模・会
社業績も当社に比して極めて小さく、当社グループの事業上のリスクに対する連結子会社における事業上のリ
スクの影響は軽微なものであります。よって、当社グループの経営上のリスクとして当社の事業上のリスクを
以下に記載しております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断した
ものであります。 

 
1) アウトソーシング事業について 

当社の中核となるアウトソーシング事業は、メーカーの工場の生産工程における作業を受託する「構内作業
業務請負」を主としており、顧客企業との業務請負契約の付属契約として設備などの賃貸借契約を締結し、そ
こで請負業務を遂行する際に発生する設備などの破損についての責任を負っております。また、当社は、生産
性のリスクや不良品発生リスクの一部も担っております。 

なお、業務を遂行する「技術職社員」※が労働災害に見舞われた場合において、その損害についての責任を
負っております。 

したがって、これらの損害により当社の費用負担が増加した場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

※ 当社では、顧客企業の生産工程に従事する社員を「技術職社員」と呼んでおります。技術職社員の雇用形
態には、正社員の他、契約社員も含まれます。 

 
2) 「構内作業業務請負」における業績の変動要因 

「構内作業業務請負」においては、顧客であるメーカーのニーズのひとつとして、労務費の変動費化が挙げ
られます。すなわち専門性の高い即戦力の人材の確保ということだけでなく、好不況の影響で生産量が変動す
ることにフレキシブルに対応するための戦略として、当社のような「構内作業業務請負」業者への委託が行わ
れると認識しております。 
したがって、不況等により顧客であるメーカーが生産量を減少させる場合には、当社との契約業務量も縮小

される傾向にあり、また同業との価格競争が激化する傾向にあります。 
一方で、当社が雇用している技術職社員については、7)で記載のように長期雇用を原則としておりますので、

当社内での配置転換等が円滑に進まなかった場合には、余剰人員となり、当社の収益を圧迫する可能性があり
ます。 
また、当社の契約業務量が急激に増加する場合には、売上高の増加よりも先行して発生する技術職社員の採

用費の負担が大きく影響し、期間損益に悪影響を与える可能性があります。 
当社ではこれらの変動要因を回避するため、顧客企業とパートナーシップを構築して、長期的かつ安定的な

製造業務を請け負うことを目指しております。 
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3)過去の営業損失の発生について 
 

決算年月 
第６期 

平成13年３月 
第７期 

平成14年３月 
第８期 

平成15年３月
第９期 

平成16年３月 
第10期 

平成17年３月
第11期 

平成18年３月

売上高 (百万円) 3,172 2,977 4,609 7,755 11,073 15,103 

売上総利益 (百万円) 628 502 856 1,559 2,026 2,637 

営業損益 (百万円) △122 △32 205 462 199 712 

経常損益 (百万円) △152 △38 200 422 201 711 

当期純損益 (百万円) △74 △39 79 190 84 369 

労務費(売上原価) 
              (百万円) 

2,440 2,368 3,623 5,993 8,782 12,011 

採用関連費(販管費) 
              (百万円) 

153 33 95 168 273 321 

従業員数 (名) 1,114 759 1,604 2,545 3,022 4,168 

    
 

当社は、第６期～第７期において営業損失を計上しております。 
第６期(122百万円)については、事業規模の拡大に伴う新規支店の開設、技術職社員、一般社員の採用関連費

が大きく発生したことが原因であります。 
第７期(32百万円)については、エレクトロニクス業界を中心として近年例を見ない不況となったことが主な

原因であります。当社は、売上高に占めるエレクトロニクス関連の売上高が７割を超えており、エレクトロニ
クス不況の影響を大きく受けることとなりました。 
5)で記載しているように、現在においても特定の業種との取引の割合が大きく、世界景気や国内景気の動向

によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

4) 特定事業への依存について 
当社は平成７年の設立以来、構内作業業務請負を主な事業としております。 
したがって、当社の中核となる当社の業績は、構内作業業務請負に対する顧客企業のニーズの変化、当該業

界での競争激化等の影響を大きく受ける傾向にあります。 
 

5) 特定の業種への依存について 
当社の取引先は半導体・FPDメーカーや半導体製造装置メーカーが中心であり、全売上高の７割弱を占めてお

ります。半導体・FPD分野は世界景気や国内景気の影響を受けやすい傾向があり、継続的な売上が確保できない、
あるいは売上が急激に変動する場合があります。 

 
6) 市場について 

当社の中核事業における業界である構内作業業務請負業界は事業主が少なくとも大小合わせて2,000社以上
あると推定され、比較的参入障壁が低い業界であります。 

近年製造業における生産拠点が中国を始めとして海外に移転するケースが増えており、国内で生産拠点が減
少した場合には、顧客そのものの減少につながり、当社は売上に大きな影響を受ける可能性があります。 

 
7) 技術職社員とその雇用について 

当社の受託した業務を遂行するのは、「技術職社員」であります。労働者派遣とは異なり、当社の構内作業業
務請負は長期にわたるため、技術職社員は長期雇用を基本としております。 

当社では受託した業務において、経験ある社員が組織化して指揮命令系統を確立し、チーム単位で業務を遂
行する場合がほとんどであります。経験やスキルが不足している場合には、受入研修やOJTなどにより技術職社
員の技能を向上させております。欠員などが発生した場合は、他の部署で雇用している技術職社員を配置転換さ
せるか、あるいは新たに採用を行っております。技術職社員の雇用について以下の点により業績に影響を与える
可能性があります。 

 
① 技術職社員の採用に当たっては、労働市場の状況により、当社が必要とする技術職社員の確保が難しい可

能性があり、継続的に売上に結びつける事ができない可能性があります。 
② 人材流動化による技術職社員の定着率の低下により、採用費が増加し業績に影響を及ぼす可能性がありま 

す。 
③ 平成17年以降若年層を中心に労働人口が減少すると予測されます。当社の技術職社員の平均年齢は30.21

歳の若年層であり、労働人口の減少により、採用が困難になり売上に影響を及ぼす可能性があります。 
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④ 当社は長期雇用を基本としており、従業員の解雇が困難な場合が考えられますので、適正な請負作業量が
確保できない場合、技術職社員の雇用を継続して行うことにより、利益を圧迫する可能性があります。 

⑤ 当社は地元採用を基本としており、採用環境の悪化等により地元採用が困難になった場合、地方で採用を
行うため異動に伴う費用が発生し、利益を圧迫する可能性があります。 

 
[技術職社員の状況] 
平成18年3月31日現在 

技術職社員数 平均年齢 平均勤続年数 

       3,948名       30.21歳       1.47年 

 
8)一般社員について 

当社では、営業・企画・技術指導・管理監督などの事務技術的業務、それらに必要な補助的業務を行う社
員を「一般社員」と称しております。 

当社は、業績の拡大に伴い採用担当者並びに現場管理者を採用しましたことから、平均勤続年数 1.81
年(平成 18 年 3 月 31 日現在)となっております。当社の事業を継続的に運営するために、優秀な人材の確
保が一層必要であると考えておりますが、当社の求める人材が十分に確保できない場合、または現在在職
している人材が流出するような場合は、事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 
(1)連結貸借対照表 

（単位：千円） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 
  

科目 
注記
番号 

金額 構成比    

(資産の部)  ％    

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金  712,012      

２ 受取手形及び売掛金  2,157,495      

３ 前払費用  187,662      

４ 繰延税金資産  79,435      

５ その他  24,294      

    貸倒引当金  △32,521      

流動資産合計  3,128,378 76.4     

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 17,911       

  減価償却累計額 4,708 13,202      

(2) 工具器具備品 91,256       

  減価償却累計額 64,889 26,366      

(3) その他   22,588       

減価償却累計額 1,126 21,462      

  有形固定資産合計  61,031 1.5     

 ２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア仮勘定  311,390      

(2) その他  20,492      

   無形固定資産合計  331,882 8.1     

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※１  418,204      

(2) 差入保証金  137,892      

(3) その他  18,771      

      投資その他の資産合計  574,868 14.0     

固定資産合計  967,782 23.6     

資産合計  4,096,161 100.0     
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（単位：千円） 

当連結会計年度 
（平成18年3月31日現在）   

科目 
注記
番号 

金額 構成比    

（負債の部）    ％     

Ⅰ 流動負債         

１ 短期借入金   20,000      

２ 未払金   338,932      

３ 未払法人税等   373,203      

４ 未払消費税等   232,656      

５ 未払費用   1,094,044      

６ 賞与引当金    51,595      

７ その他   197,637      

流動負債合計   2,308,068 56.3     

Ⅱ 固定負債         

１ 長期未払金   4,428      

      固定負債合計   4,428 0.1     

負債合計   2,312,496 56.4     

（少数株主持分）         

  少数株主持分   68,700 1.7     

(資本の部) 
        

Ⅰ 資本金 ※２  489,880 12.0     

Ⅱ 資本剰余金   608,380 14.9     

Ⅲ 利益剰余金   616,981 15.0     

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △277 △0.0     

資本合計   1,714,964 41.9     

負債、少数株主持分及び 

資本合計 
  4,096,161 100.0     
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    (2)連結損益計算書 
（単位：千円） 

 当連結会計年度   

 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日)   

科目 
注記
番号 

金額 百分比   

    ％  

Ⅰ 売上高   15,303,740 100.0  

Ⅱ 売上原価   12,611,592 82.4   

    売上総利益   2,692,148 17.6  
 

 
 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費      

  １ 貸倒引当金繰入額  24,573    

２ 給与及び賞与  840,297    

３ 福利厚生費  151,058    

４ 採用関連費  321,927    

５ 減価償却費  32,359    

    ６ その他  597,095 1,967,311 12.9  

    営業利益   724,837 4.7 
 

 
 

 Ⅳ 営業外収益      

  １ 受取利息  7    

２ 持分法による投資利益  5,605   

３ 消費税等差益  3,504     

  ４ その他  60 9,177 0.1  

 Ⅴ 営業外費用     
 

 

１ 支払利息  552    

２ 新株発行費  484      

３ 創立費  545      

  ４ その他  0 1,582 0.0  

    経常利益   732,432 4.8  

    税金等調整前当期純利益   732,432 4.8 

 

 

 

    法人税、住民税及び 
事業税 

 399,025    

    法人税等調整額  △51,122 347,902 2.3  

    少数株主利益   △9,000 △0.0 
 

 

    当期純利益   375,529 2.5    
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    (３)連結剰余金計算書 
                                            (単位：千円) 

 当連結会計年度  

 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

 区分 

金  額 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  575,500  

Ⅱ 資本剰余金増加高    

増資による新株の発行 32,880 32,880  

Ⅲ 資本剰余金期末残高    608,380  

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  266,607  

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   当期純利益 375,529 375,529  

Ⅲ 利益剰余金減少高    

   配当金 25,155 25,155  

Ⅳ 利益剰余金期末残高  616,981  
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

                                (単位:千円) 
 

当連結会計年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 科        目 

注記 
番号 

 金   額  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
１ 税金等調整前当期純利益  732,432  
２ 減価償却費  32,359  
３ 貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  24,573  
４ 賞与引当金の増加額又は減少額(△)  51,595  
５ 退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  △8,046  
６ 受取利息  △7  

７ 支払利息  552  
８ 持分法による投資利益  △5,605  

９ その他の費用  8,035  
10 売上債権の増加額(△)又は減少額  △850,131  
11 たな卸資産の増加額(△)又は減少額  335  
12  前払費用の増加額(△)又は減少額  △77,504  
13  その他資産の増加額（△）又は減少額  △6,447  
14  仕入債務の増加額又は減少額（△）  8,327  
15 未払費用の増加額又は減少額(△)  374,420  
16 預り金の増加額又は減少額(△)  65,580  
17 未払消費税等の増加額又は減少額(△)  33,075  
18 その他負債の増加額又は減少額（△）  78,962  

小計  462,507  
19 利息の受取額  7  
20 利息の支払額  △552  
21 法人税等の支払額  △153,180  

営業活動によるキャッシュ・フロー  308,782  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 有形固定資産の取得による支出  △24,077  
２ 無形固定資産の取得による支出  △173,838  
３ 投資有価証券の取得による支出  △404,066  
４ 差入保証金の純増加額(△)又は純減少額  △68,263  
５ その他  △9,198  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △679,444  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
１ 短期借入金の純増加額又は純減少額(△)  20,000  
２ 長期未払金の返済による支出  △1,476  
３ 株式の発行による収入  65,760  
４ 少数株主からの払込みによる収入  59,700  
５ 配当金の支払額  △25,155  

財務活動によるキャッシュ・フロー  118,829  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △251,833  
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 963,845  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 

 
 
 
※１ 
 

    712,012  
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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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 
    

子会社は全て連結しております。 
連結子会社の数    2社 
連結子会社の名称 

 ㈱アルティスタ 
ネクサス・テクノロジ㈱ 
なお、㈱アルティスタは平成17年9月30日に、ネ

クサス・テクノロジ㈱は平成17年10月3日に新たに
設立したため、当連結会計年度より連結子会社とな
りました。 

２．持分法の適用に関する事項 

 

関連会社は全て持分法を適用しております。 

持分法を適用した関連会社数  3社     
関連会社の名称 
 松下エクセルプロダクツ㈱ 

 ㈱クロスオーバー 
    ㈱ウインズ 

  なお、松下エクセルプロダクツ㈱は平成17年4月1

日に、㈱クロスオーバーは平成18年3月9日に新たに
設立したため、また、㈱ウインズは平成18年2月17日
に株式を取得したため、当連結会計年度より持分法

を適用した関連会社となりました。 

３．連結子会社の事業年度等に関
する事項 
    

全ての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 

 

 

イ 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法 
を採用しております(評価差額は全部資本直 
入法により処理し、売却原価は移動平均法に 

より算定しております)。 
ロ たな卸資産  
      貯蔵品 
    最終仕入原価法による原価法 

(2)重要な減価償却資産の減価 
償却の方法 

 

イ 有形固定資産 
    定率法を採用しております。 
    ただし、建物（建物付属設備を除く）について 

は定額法を採用しております。 
なお、耐用年数及び残存価額については、法人 

税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。 
   ロ 無形固定資産 

   定額法によっております。 

    営業権については商法施行規則に規定する 
最長期間(5年)で均等償却しております。 
 また、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
額法を採用しております。 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

     
 

イ 新株発行費 

   支出時に全額費用として処理しております。 
ロ 創立費 

支出時に全額費用として処理しております。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

(4)重要な引当金の計上基準 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(5)重要なリース取引の処理方法 

 
 

イ 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 

については合理的に見積もった貸倒率により、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。 

ロ 賞与引当金 
 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額の 
うち当連結会計年度に対応する金額を計上しており 

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。 

 

(6)その他連結財務諸表作成のた 
めの重要な事項 

 

   

消費税等の処理方法 
 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の
評価に関する事項 
 

 連結子会社の資産及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．連結調整勘定の償却に関する

事項 
 

該当事項はありません。 

７．利益処分項目等の取扱いに
関する事項 

    

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、 
連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し 

ております。 

８．連結キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲 

    

 

連結キャッシュ・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
に償還期限が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18年3月31日現在） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりで 
あります。 
 投資有価証券(株式)  318,605千円 

 
※２ 発行済株式総数 
   普通株式        29,046株 
 

３ 当社においては、運転資金の効率的な調達
を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締
結しております。この契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ
ります。 
当座貸越契約     950,000千円 

借入実行残高       －千円 

     差引額     950,000千円 

 

 (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17年4月 1日 
 至 平成18年3月31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18年3月31日現在) 

      現金及び預金勘定        712,012千円  
    現金及び現金同等物   712,012千円 
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（リース取引関係） 
 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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
及び期末残高相当額 

 

 

 
 工具器 
具備品 
(千円) 

有形固定資
産その他 
(千円) 

無形固定資
産その他 
(千円) 

合計 
 

(千円) 
      

取得価額相
当額 

7,260 9,186 3,540 19,986  

減価償却累
計額相当額 

2,057 2,234 1,534 5,825  
 

期末残高 
相当額 

5,203 6,951 2,006 14,160 
 
 

 

 
② 未経過リース料期末残高相当額 
 

   １年以内        4,786千円 
   １年超          9,961千円 
    合計         14,748千円 

 
 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      3,801千円 

   減価償却費相当額    3,554千円 
   支払利息相当額       376千円 
 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
  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。 
 
  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。 
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 (有価証券関係) 

   
当連結会計年度 

 その他有価証券で時価のあるもの(平成18年3月31日現在)   (単位:千円) 

 
種類 取得原価 

連結貸借対

照表計上額 
差  額 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない
もの 

その他 100,066 99,598 △467 

合計 100,066 99,598 △467 
 
(デリバティブ取引関係) 
当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

   当社グループ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) 

当連結会計年度(平成18年3月31日現在) 
   該当事項はありません。 
 

 
（税効果会計関係） 
 

当連結会計年度  
(自 平成17年4月 1日 
  至 平成18年3月31日)    

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
            （平成 18 年 3 月 31 日現在） 
                  （単位：千円） 
  繰延税金資産(流動) 
   未払雇用納付金           8,626    
   賞与引当金              21,160   
   未払社会保険料                    2,602  
   未払事業税                       33,813 
   貸倒引当金                     13,233 
          計             79,435 
  繰延税金資産(固定) 
      その他有価証券評価差額金      190 
      計              190 
  繰延税金資産計                   79,625 
(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                         40.7 % 
  （調整） 
    交際費等永久に損金に算入 
    されない項目                     1.2 
    住民税均等割                      4.6 
    同族会社の留保金課税              2.1 
    その他                         △ 1.1 
    税効果会計適用後の法人税等の 
    負担率                        47.5 % 
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 (セグメント情報) 

 
1.事業の種類別セグメント情報 
  当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

   全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるアウトソーシング事業の割
合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。 

 

2.所在地別セグメント情報 
  当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の

記載は省略しております。 

 
 3.海外売上高 

  当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 
当社グループは、海外売上高がないため、海外売上高の記載は省略しております。 

 

(関連当事者との取引) 

  当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

(百万円) 

事業の内
容又は職

業 

議決権等

の所有 

(被所有) 

割合(%) 

役員の

兼務等 

事業上 

の関係 

取引の

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

関連

会社 

松下エク

セルプロ

ダクツ㈱ 

大阪市 

中央区 

30 
 

構内作業業

務請負及び

労働者派遣

事業 

(所有) 
直接

30.0 
 

1名 

業務請負

契約を結

んでいる 

請負契

約に基

づく役

務提供 

3,068,210 売掛金 484,500 

(注)１.上記の金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には、消費税等を含めております。 

  ２．取引条件及び取引条件の決定方針については、一般取引先と同様であります。 
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（１株当たり情報） 
 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額      58,407円51銭 
１株当たり 
当期純利益金額          12,593円26銭 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額          12,050円94銭 

   
（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、以下のとおりです。 

項        目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 375,529  

普通株主に帰属しない金額 （千円） 18,460  

(うち利益処分による役員賞与金(千円) (18,460)  

普通株式に係る当期純利益 （千円） 357,069  

普通株式の期中平均株式数 （株） 28,354  

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） 1,276  

（うち新株予約権（株）） (1,276 ) 

   

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 

新株予約権方式によるストックオプション 
(新株予約権 393株) 
       

 
 
 
 
(重要な後発事象) 
 
１．平成 18 年４月 25 日開催の取締役会決議に基づき、半導体・FPD 製造の上流工程である「設計(デザイン)」面でのソリ

ューションサービスを提供できる体制を構築するため、平成 18 年４月 26 日付で、デバイス設計の高度なノウハウを有
する株式会社アルティスタの株式を当社代表取締役若山陽一より取得いたしました。 
①商 号 株式会社アルティスタ 
②事 業 内 容 機械・電気・電子機器等の設計・製図、工場内の設備機器の保守・点検業務、精密機器の修理業務及 

び技術者派遣 
③設立年月日 平成17年９月30日 
④代 表 者 代表取締役社長 橋口 謙  
⑤資 本 金 4,500万円 
⑥取得価額 45,480千円(持分比率84.2%) 

 
２．平成 17 年６月 25 日開催の定時株主総会決議に基づき、平成 18 年４月 27 日開催の取締役会において、平成 18 年４月 

28 日付で商法 280 条ノ 20 及び商法 280 条ノ 21 の規定によるストックオプションを目的とした新株予約権を発行するこ 
とを決議しました。 

  新株予約権の内容は以下のとおりであります。 

①新株予約権の発行数 80 個(各新株予約権 1個当たりの株式数:5 株) 

②新株予約権の発行価額 無償 

③新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 400 株 

④新株予約権の行使に際しての払込金額 １株につき 249,000 円 
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⑤新株予約権の行使により発行する株式 99,600,000 円 

 の発行価額の総額 

⑥新株予約権の行使期間 平成 19 年７月１日から平成 22 年６月末日まで 

⑦新株予約権の行使により新株を発行する １株につき 124,500 円 

場合の発行価額のうち資本に組入れない額 

⑧新株予約権の割当対象者数 当社子会社取締役 3名、当社顧問 1名 
 
 
３．平成 18 年 2 月 13 日開催の当社取締役会に基づき、平成 18 年 4 月 1 日付で、以下のとおり株式分割により新株式を発行

しております。 
①平成 18 年 3 月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有普通株式 1株につき 5株の割合をもっ 
て分割する。 

②分割により増加する株式数 
   普通株式  116,184 株 
 ③配当起算日 平成 18 年 4 月 1 日 
 当期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における１株当たり情報は、以下のとおりとなります。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額      11,681円50銭 

１株当たり 
当期純利益金額           2,518円65銭 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額           2,410円19銭 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社グループは、生産活動を行っていないため、記載しておりません。 

(2) 仕入実績 

当連結会計年度の仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当連結会計年度 
（自 平成17 年４月 １日 

   至 平成 18 年３月 31 日） 事業別 

金額(千円) 

半導体製造装置関連事業 130,771  

合計 130,771  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

(3) 受注実績 

当連結会計年度の受注実績を事業別に示すと次のとおりとなります。なお、アウトソーシング事業においては、 
受注時の業務量をその後の顧客の要望に合わせて変更することが多いため、記載しておりません。 

当連結会計年度 
（自 平成17 年４月 １日 

   至 平成 18 年３月 31 日） 事業別 
受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

半導体製造装置関連事業 203,523 21,783 

デザイン・ソフトウェア関連事業 175,070 － 

合計 378,594 21,783 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4)販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
事業別 

金額(千円)  

アウトソーシング事業 14,925,146   

半導体製造装置関連事業 203,523   

デザイン・ソフトウェア関連事業 175,070   

合計 15,303,740   

(注)１．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
相手先 

金額(千円) 割合(％)   

松下エクセルプロダクツ 
株式会社 3,068,210 20.0   

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 


