
１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 137円56銭 

３．配当状況 

※ 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。 

(財)財務会計基準機構会員

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月８日

上場会社名 アピックヤマダ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6300 本社所在都道府県  長野県 

(URL http://www.apicyamada.co.jp/) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 山田 兼二 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 野中 正樹 ＴＥＬ  （026） 275－2111 

決算取締役会開催日 平成18年11月８日 配当支払開始日 － 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 7,502 35.3 1,198 528.7 1,243 343.9

17年９月中間期 5,544 △50.1 190 △46.0 280 △35.7

18年３月期 11,458   366   510  

  中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

  百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,337 419.6 103 37

17年９月中間期 257 △44.6 19 89

18年３月期 434   33 56

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 12,940,603株 17年９月中間期 12,945,788株 18年３月期 12,944,123株

②会計処理の方法の変更 無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  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

18年９月中間期 14,971 4,697 31.3 363 04

17年９月中間期 13,588 3,183 23.4 245 98

18年3月期 13,640 3,364 24.7 260 00

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 12,940,094株 17年９月中間期 12,943,887株 18年３月期 12,941,674株

②期末自己株式数 18年９月中間期 28,906株 17年９月中間期 25,113株 18年３月期 27,326株

２．平成19年３月期の業績予想（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 

    百万円  百万円  百万円

通 期 15,000   1,690   1,780  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

  中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － －
－

19年３月期（予想） － －



６．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 

（平成17年9月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ＊２ 1,072,498 3,002,261 2,064,808 

２．受取手形 ＊５ 413,643 215,499 268,064 

３．売掛金   2,689,554 2,407,260 2,238,550 

４．たな卸資産   2,102,369 2,593,934 2,228,074 

５．未収入金   364,566 415,913 317,624 

６．その他 ＊４ 502,182 529,818 548,957 

流動資産合計     7,144,814 52.6 9,164,687 61.2   7,666,079 56.2

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1) 建物 *1,*2 1,560,130 1,457,453 1,499,418 

(2) 機械装置 *1,*2 619,184 445,294 499,451 

(3) 工具器具備品 *1,*2 177,760 100,404 113,881 

(4) 土地 ＊２ 898,962 787,423 898,562 

(5) その他 *1,*2 29,935 27,341 28,229 

有形固定資産合計     3,285,974 24.2 2,817,916 18.8   3,039,542 22.3

２．無形固定資産     106,628 0.8 79,172 0.5   89,695 0.7

３．投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   49,954 51,834 58,239 

(2) 関係会社株式   1,617,581 1,617,581 1,617,581 

(3) 関係会社出資金   1,001,570 975,825 975,825 

(4) その他   569,493 329,680 218,119 

(5) 貸倒引当金   △187,717 △65,594 △24,965 

投資その他の資産合
計 

    3,050,882 22.4 2,909,326 19.5   2,844,800 20.8

固定資産合計     6,443,484 47.4 5,806,416 38.8   5,974,038 43.8

資産合計     13,588,299 100.0 14,971,104 100.0   13,640,118 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成17年9月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形   1,293,163 2,252,661 1,767,272 

２．買掛金   555,411 806,678 746,355 

３．短期借入金 ＊２ 4,281,200 2,880,000 3,210,000 

４．１年内返済予定の 
長期借入金 

＊２ 378,360 406,860 438,360 

５．未払法人税等   17,210 17,608 10,158 

６．賞与引当金   105,389 215,604 129,385 

７．その他   621,990 657,603 818,763 

流動負債合計     7,252,724 53.4 7,237,015 48.3   7,120,296 52.2

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ＊２ 773,480 496,620 684,300 

２．退職給付引当金   2,183,150 2,372,129 2,286,439 

３．その他   194,953 167,582 184,189 

固定負債合計     3,151,583 23.2 3,036,332 20.3   3,154,928 23.1

負債合計     10,404,307 76.6 10,273,348 68.6   10,275,224 75.3

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     5,837,500 43.0 － －   5,837,500 42.8

Ⅱ 利益剰余金       

１．中間（当期）未処理
損失 

  2,658,698 － 2,481,744 

利益剰余金合計     △2,658,698 △19.6 － －   △2,481,744 △18.2

Ⅲ その他有価証券 
評価差額金 

    13,225 0.1 － －   18,035 0.1

Ⅳ 自己株式     △8,035 △0.1 － －   △8,896 △0.0

資本合計     3,183,991 23.4 － －   3,364,894 24.7

負債資本合計     13,588,299 100.0 － －   13,640,118 100.0 

（純資産の部）             

Ⅰ 株主資本             

１．資本金     － － 5,837,500 39.0   － － 

２．利益剰余金             

(1) その他利益剰余金             

繰越利益剰余金   －   △1,144,097   －   

利益剰余金合計     － － △1,144,097 △7.6   － － 

 ３．自己株式     － － △9,644 △0.1   － － 

株主資本合計     － － 4,683,758 31.3   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等             

１．その他有価証券評価
差額金 

    － － 13,997 0.1   － － 

評価・換算差額等合計     － － 13,997 0.1   － － 

純資産合計     － － 4,697,755 31.4   － － 

負債純資産合計     － － 14,971,104 100.0   － － 
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（平成17年4月１日から 
平成17年9月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年4月１日から 
平成18年9月30日まで） 

前事業年度の要約損益計算書 
（平成17年4月１日から 
平成18年3月31日まで） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     5,544,509 100.0 7,502,751 100.0   11,458,474 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,273,935 77.1 5,182,046 69.1   8,996,658 78.5

売上総利益     1,270,574 22.9 2,320,705 30.9   2,461,815 21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,079,963 19.5 1,122,380 14.9   2,095,396 18.3

営業利益     190,611 3.4 1,198,325 16.0   366,419 3.2

Ⅳ 営業外収益 ＊１   166,644 3.0 114,231 1.5   296,955 2.6

Ⅴ 営業外費用 ＊２   77,244 1.4 69,549 0.9   152,526 1.3

経常利益     280,011 5.0 1,243,006 16.6   510,848 4.5

Ⅵ 特別利益 ＊３   542,884 9.8 21,343 0.2   579,986 5.1

Ⅶ 特別損失 *4,*6   562,285 10.1 115,262 1.5   650,118 5.7

税引前中間（当期） 
純利益 

    260,610 4.7 1,149,087 15.3   440,716 3.9

法人税、住民税及び 
事業税 

  3,151 3,211 6,302 

法人税等調整額   － 3,151 0.1 △191,770 △188,559 △2.5 － 6,302 0.1

中間（当期）純利益     257,459 4.6 1,337,647 17.8   434,414 3.8

前期繰越損失     2,916,158 －   2,916,158

中間（当期）未処理
損失 

    2,658,698 －   2,481,744
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日 残高（千円） 5,837,500 △2,481,744 △2,481,744 △8,896 3,346,858 

中間会計期間中の変動額          

中間純利益   1,337,647 1,337,647   1,337,647 

自己株式の取得       △747 △747 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
          

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ 1,337,647 1,337,647 △747 1,336,899 

平成18年９月30日 残高（千円） 5,837,500 △1,144,097 △1,144,097 △9,644 4,683,758 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 18,035 18,035 3,364,894 

中間会計期間中の変動額      

中間純利益     1,337,647 

自己株式の取得     △747 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△4,038 △4,038 △4,038 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△4,038 △4,038 1,332,861 

平成18年９月30日 残高（千円） 13,997 13,997 4,697,755 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

 当社は、前期まで４期連続して営

業損失を計上しております。 

 このため、当社は、当中間会計期

間より受注の好不調にかかわらず確

実に利益を生み出す強固な体質を短

期間で構築することを目的として平

成17年5月12日に策定した「経営改善

計画」を推進しております。計画の

途上ながら、当中間会計期間におい

て営業利益を計上いたしましたが、

当該計画の達成の効果が業績に大き

く寄与するまでには時間を要する見

込みであり、当該状況により継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

 なお、「経営改善計画」は以下の

とおり推移しており、今後も引き続

き確実に遂行する所存であります。 

① 経営規模の適正化 

ａ．吉野工場のリードフレーム

事業につきましては、選別し

た製品ごとに撤退を計画的に

行っており、また「脱リード

フレーム製品」であるプレス

新製品は、現在２アイテムの

量産準備を進めております。 

ｂ．子会社である「山田尖端科技

（上海）有限公司」につきまし

ては、規模を縮小するととも

に、設計及びメンテナンス事業

への特化を進めております。 

ｃ．子会社である「会津アピッ

クヤマダ株式会社」から当社

への営業譲渡及び同社の清算

により、ハンドラー事業の縮

小は完了いたしました。 

② 事業内容の変革による利益改

善 

ａ．半導体製造装置事業におけ

る価格低下の著しい標準機か

ら半導体メーカーのニーズに

応えた特注機への転換は、着

実に進んでおります。また、

見込生産を取りやめ、在庫の

削減を進めております。 

────── ────── 
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前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

ｂ．半導体関連事業以外の事業

への参入及び精密金型用部品

事業の強化につきましては、

営業体制の強化整備が完了し

ており、今後より積極的に進

めてまいります。 

 資金調達につきましては、引き続

き主力金融機関より協力いただける

旨の内諾を得ております。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、当該継続企業

の前提に関する重要な疑義の影響を

中間財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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） 

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） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

(イ）製品・仕掛品 

装置及び金型 

 個別法による原価法 

リードフレーム 

 総平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

(イ）製品・仕掛品 

同左 

  

  

  

(3）たな卸資産 

(イ）製品・仕掛品 

同左 

  

  

  

  (ロ）原材料・貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

(ロ）原材料・貯蔵品 

同左 

(ロ）原材料・貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（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。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物 13年～39年

機械装置 10年～12年

工具器具備品 ２年～20年

   

  (2）無形固定資産 

ソフトウェア 

 社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

(2）無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損

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

懸念債権等の特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

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 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額を基準とした

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額を基準とした

当期負担額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

５年による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理しております。 

 当社は、希望退職の実施に伴

う大量退職を受けて、「退職給

付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針

第１号）を適用しております。

当該処理に伴う収益（65,544千

円）は、特別利益に計上してお

ります。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

５年による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき、当期末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

５年による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理しております。 

 当社は、希望退職の実施に伴

う大量退職を受けて、「退職給

付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針

第１号）を適用しております。

当該処理に伴う収益（65,544千

円）は、特別利益の「退職給付

制度一部終了益」に計上してお

ります。 

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

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。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算期

末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。 

５．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 同左 

６．その他中間財務諸表（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方法 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前

中間純利益は406,742千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

   当期より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより税引前当期純利益

は411,582千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

（海外売上計上基準） ────── （海外売上計上基準） 

 半導体製造装置及び金型のうち、ユ

ーザーより納入立会が要求されるもの

について、従来は国内売上においては

「納入立会合格基準」、海外売上にお

いては「船積日基準」によっておりま

したが、当中間会計期間より海外売上

においても「納入立会合格基準」に変

更しております。 

 この変更は、海外に販売される製品

の高度化に伴い、ユーザーの工場への

装置及び金型搬入後の据付・調整作業

にかかる期間が長期化する傾向にある

ことから、このような取引状況の変化

に対応し、費用と収益をより正確に対

応させ、より適切な期間損益計算を行

うためのものであります。 

 この変更により、従来の方法に比

べ、売上高は281,693千円減少し、営

業利益、経常利益及び税引前中間純利

益は94,454千円減少しております。 

   半導体製造装置及び金型のうち、ユ

ーザーより納入立会が要求されるもの

について、従来は国内売上においては

「納入立会合格基準」、海外売上にお

いては「船積日基準」によっておりま

したが、当期より海外売上においても

「納入立会合格基準」に変更しており

ます。 

 この変更は、海外に販売される製品

の高度化に伴い、ユーザーの工場への

装置及び金型搬入後の据付・調整作業

にかかる期間が長期化する傾向にある

ことから、このような取引状況の変化

に対応し、費用と収益をより正確に対

応させ、より適切な期間損益計算を行

うためのものであります。 

 この変更により、従来の方法に比

べ、売上高は727,183千円減少し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は244,427千円減少しております。 
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前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

────── 

   当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は4,697,755千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,451,265千円 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,710,416千円 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,568,168千円 

＊２ 担保提供資産及び対応債務 

(1）担保に供している資産 

① 工場財団 

＊２ 担保提供資産及び対応債務 

(1）担保に供している資産 

① 工場財団 

＊２ 担保提供資産及び対応債務 

(1）担保に供している資産 

① 工場財団 

建物 1,302,010千円

機械装置 208,925 

工具器具

備品 
22,873 

土地 795,332 

その他の

有形固定

資産 

24,630 

小計 2,353,772 

建物 1,198,183千円

機械装置 166,124 

工具器具

備品 
16,387 

土地 722,448 

その他の

有形固定

資産 

22,496 

小計 2,125,640 

建物 1,247,490千円

構築物 23,498 

機械装置 184,744 

工具器具

備品 
18,592 

土地 795,332 

小計 2,269,658 

② 工場財団以外 ② 工場財団以外 ② 工場財団以外 

現金及び

預金（定

期預金） 

415,000千円

建物 57,696 

土地 23,700 

小計 496,396 

合計 2,850,169 

現金及び

預金（定

期預金）

125,000千円

建物 53,503 

土地 23,700 

小計 202,203 

合計 2,327,843 

現金及び

預金（定

期預金） 

125,000千円

建物 55,513 

土地 23,700 

小計 204,213 

合計 2,473,871 

(2)対応債務 (2)対応債務 (2)対応債務 

短期借入金 3,801,200千円

１年内返済

予定の長期

借入金 

378,360 

長期借入金 773,480 

短期借入金 2,680,000千円

１年内返済

予定の長期

借入金 

346,860 

長期借入金 426,620 

短期借入金 2,990,000千円

１年内返済

予定の長期

借入金 

378,360 

長期借入金 584,300 

 ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社について、金融

機関からの借入及びリース債務

に対し債務保証を行っておりま

す。 

 ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社について、金融

機関からの借入及びリース債務

に対し債務保証を行っておりま

す。 

 ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社について、金融

機関からの借入及びリース債務

に対し債務保証を行っておりま

す。 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

アピックヤマ
ダ販売㈱ 

72,200 借入債務 

コパル・ヤマ
ダ㈱ 

1,000,000 借入債務 

APIC YAMADA  
(THAILAND) 
CO.,LTD. 

117,968 
リース
債務 

計 1,190,168 － 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

アピックヤマ
ダ販売㈱ 

38,840 借入債務

コパル・ヤマ
ダ㈱ 

800,000 借入債務

APIC YAMADA 
(THAILAND) 
CO.,LTD. 

45,061
リース
債務 

計 883,901 － 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

アピックヤマ
ダ販売㈱ 

55,520 借入債務

コパル・ヤマ
ダ㈱ 

900,000 借入債務

APIC YAMADA 
(THAILAND) 
CO.,LTD. 

82,151 
リース
債務 

計 1,037,671 － 
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

＊４ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

＊４ 消費税等の取扱い 

同左 

＊４ 消費税等の取扱い 

────── 

＊５    ────── ＊５ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をも

って決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次

の中間期末日満期手形が中間期

末残高に含まれております。 

受取手形 9,995千円

＊５    ────── 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

＊１ 営業外収益のうち主な項目 ＊１ 営業外収益のうち主な項目 ＊１ 営業外収益のうち主な項目 

受取利息 6,529千円

受取配当金 31,446 

技術供与に伴う

収入 
25,733 

受取利息 5,919千円

受取配当金 15,474 

技術供与に伴う

収入 
40,979 

受取利息 11,909千円

技術供与に伴う

収入 

59,681 

＊２ 営業外費用のうち主な項目 ＊２ 営業外費用のうち主な項目 ＊２ 営業外費用のうち主な項目 

支払利息 67,223千円 支払利息 49,759千円 支払利息 129,502千円

＊３ 特別利益のうち主な項目 ＊３ 特別利益のうち主な項目 ＊３ 特別利益のうち主な項目 

投資有価証券売却益 335,632千円

固定資産売却益 20,882 

内訳 機械装置 12,970 

工具器具備品 7,759 

その他 152 

退職給付制度一部終

了益  
65,554 

特別退職加算未払金

戻入益 
109,431 

固定資産売却益 21,343千円

内訳 機械装置 21,343 

投資有価証券売却益 335,632千円

固定資産売却益 49,947 

内訳 機械装置 39,679 

工具器具備品 10,105 

その他 162 

＊４ 特別損失のうち主な項目 ＊４ 特別損失のうち主な項目 ＊４ 特別損失のうち主な項目 

固定資産処分損 12,726千円

内訳   

売却損   

機械装置 6,028 

小計 6,028 

除却損   

機械装置 5,789 

工具器具備品 908 

小計 6,697 

減損損失 406,742 

関係会社清算損 52,324 

貸倒引当金繰入額 79,639 

固定資産処分損 1,199千円

内訳   

除却損   

機械装置 996 

工具器具備品 202 

減損損失 114,063 

固定資産処分損 21,714千円

内訳   

売却損   

建物 1,347 

機械装置 6,028 

工具器具備品 613 

土地 400 

 小計 8,389 

除却損   

建物 48 

機械装置 6,502 

工具器具備品 6,774 

小計 13,325 

減損損失 411,582 

金型補償損失 119,269 

関係会社清算損 52,324 

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 207,777千円

無形固定資産 18,938 

有形固定資産 157,583千円

無形固定資産 7,917 

有形固定資産 415,494千円

無形固定資産 35,386 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

＊６ 減損損失 

 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しておりま

す。 

 当社は、事業の種類及び所在地に基

づき、事業用資産につきましては、当

社においては本社工場（半導体製造装

置及び金型事業）及び吉野工場（リー

ドフレーム等事業）に資産のグルーピ

ングを行っております。また、現在遊

休状態にあり、今後も事業の用に供す

る予定がないものについては遊休資産

として物件ごとにグルーピングすると

ともに、賃貸資産については物件ごと

にグルーピングを行っております。 

 当中間会計期間において、継続的な

地価の下落により、上記資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、回収可能価額は、固定資産の

正味売却価額により測定しており、時

価は主として固定資産税評価額を基礎

としたものを使用しております。 

用途 種類 場所 
減損損失

(千円) 

工場用地 
土地 

借地権 

吉野工場 

長野県千曲市 

8,918 

7,611 

賃貸用不

動産 
土地 長野県千曲市 230,372 

遊休不動

産 
土地 長野県千曲市 159,839 

合計 406,742 

＊６ 減損損失 

 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しておりま

す。 

 当社は、事業の種類及び所在地に基

づき、事業用資産につきましては、当

社においては本社工場（半導体製造装

置及び金型事業）及び吉野工場（リー

ドフレーム等事業）に資産のグルーピ

ングを行っております。また、現在遊

休状態にあり、今後も事業の用に供す

る予定がないものについては遊休資産

として物件ごとにグルーピングすると

ともに、賃貸資産については物件ごと

にグルーピングを行っております。 

 当中間会計期間において、継続的な

地価の下落により、上記資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、回収可能価額は、固定資産の

正味売却価額により測定しており、時

価は主として固定資産税評価額を基礎

としたものを使用しております。 

用途 種類 場所 
減損損失

(千円) 

工場用地 
土地 

借地権 

吉野工場 

長野県千曲市

46,715 

2,923 

賃貸用不

動産 
土地 長野県千曲市 24,392 

遊休不動

産 
土地 長野県千曲市 40,031 

合計 114,063 

＊６ 減損損失 

 当期において、当社は以下の

資産グループについて減損損失

を計上しております。 

 当社は、事業の種類及び所在地に基

づき、事業用資産につきましては、本

社工場（半導体製造装置及び金型事

業）及び吉野工場（リードフレーム等

事業）に資産のグルーピングを行って

おります。また、現在遊休状態にあ

り、今後も事業の用に供する予定がな

いものについては遊休資産として物件

ごとにグルーピングするとともに、賃

貸資産については物件ごとにグルーピ

ングを行っております。 

 当期において、継続的な地価の下落

により、上記資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、減損損失として特

別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、固定資産の

正味売却価額により測定しており、時

価は主として固定資産税評価額を基礎

としたものを使用しております。 

用途 種類 場所 
減損損失

（千円）

工場用地 
土地 

借地権 

吉野工場 

長野県千曲市

8,918 

7,611 

賃貸用不

動産 
土地 長野県千曲市 230,372 

遊休不動

産 
土地 長野県千曲市 159,839 

その他 

無形固 

定資産 

その他 

長野県千曲市 4,839 

合計 411,582 

 
前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 （注） 27 1 － 28 

合計 27 1 － 28 
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① リース取引 

② 有価証券 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

 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 

 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 

 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中間期

末残高相当額 

(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中間期

末残高相当額 

(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 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装
置 

45,750 2,439 43,310 

工具器
具備品 

91,971 36,911 55,060 

その他 2,500 624 1,875 

無形固
定資産 

31,190 12,025 19,164 

合計 171,411 52,001 119,410 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装
置 

51,773 10,860 40,912

工具器
具備品 

128,959 59,579 69,379

その他 2,500 1,124 1,375

無形固
定資産 

31,190 18,263 12,926

合計 214,422 89,828 124,593

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装
置 

45,750 7,449 38,300

工具器
具備品 

121,391 46,823 74,568

その他 2,500 874 1,625

無形固
定資産 

31,190 15,144 16,045

合計 200,831 70,292 130,538

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 31,753千円

１年超 86,483 

合計 118,237 

１年内 36,600千円

１年超 89,014 

合計 125,615 

１年内 37,067千円

１年超 94,294 

合計 131,361 

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(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 17,597千円

減価償却費相当額 14,472 

支払利息相当額 2,053 

支払リース料 21,518千円

減価償却費相当額 19,536 

支払利息相当額 2,182 

支払リース料 35,730千円

減価償却費相当額 32,382 

支払利息相当額 3,891 

(4）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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はないため、項目等の記載は省略し

ております。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（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。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 245.98円

１株当たり中間純利益

金額 
19.89円

１株当たり純資産額 363.04円

１株当たり中間純利益

金額 
103.37円

１株当たり純資産額 260.00円

１株当たり当期純利益

金額 
33.56円

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存

在していないため記載しておりませ

ん。 

同左  潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存

在していないため記載しておりませ

ん。 

  
前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間 
(平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで)

中間（当期）純利益（千円） 257,459 1,337,647 434,414 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
257,459 1,337,647 434,414 

期中平均株式数（千株） 12,945 12,940 12,944 

  
前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間 
(平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで) 

前連事業年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで)

純資産の部の合計額（千円） － 4,697,755 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円） 
－ 4,697,755 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 

－ 12,940 － 
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