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

(1) 連結経営成績                        

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円 
10,433 

－ 

％
(－)
(－)

百万円
797
－

％
(－)
(－)

百万円 
754 
－ 

％
(－)
(－)

18 年 3 月期 15,303 724 732 
 
 

中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円 
408 
－ 

％
(－)
(－)

円
2,811

－

銭
82
－

円 
2,713 

－ 

銭
22
－

18 年 3 月期 375 12,593 26 12,050 94
（注）①持分法投資損益    18 年 9 月中間期 △38 百万円 17 年 9 月中間期 －百万円 18 年 3 月期 5 百万円    
   ②期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期 145,287 株  17 年 9 月中間期 －株 18 年 3 月期 28,354 株 
   ③会計処理の方法の変更  無 
    

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円 
5,145 

－ 

 
 

百万円
1,975

－

％
38.1
－

 
 

    円
13,500

－

銭
57
－

18 年 3 月期 4,096  1,714 41.9  58,407 51

（注）期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期  145,355 株   17 年 9 月中間期 －株   18 年 3 月期  29,046 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 

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円 
366 
－ 

 
 

百万円
△869

－

百万円
388
－

 
 

百万円
597
－

 
 

18 年 3 月期 308  △679 118  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 4社 

 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) －社        (除外) －社      持分法(新規)1 社      (除外) －社 

２．19 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 

 
通    期 

百万円 
21,000 

百万円
1,700

百万円
871

 
 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）5,992 円 23 銭 
 
   ※ 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 

 

【事業の内容】 

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４社により構

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。また、株式会社ゼクウは採用コンサルティング事業を

展開しており、当社の構内作業業務請負のための技術職社員採用業務において、採用効率の向上を図っております。 

また半導体製造装置ユニットの修理事業および中古半導体製造装置の販売代理店業を展開してまいりました連

結子会社ネクサス・テクノロジ株式会社は、株式会社エイペックスとの資本提携を期に当社が全株式を取得しまし

たが、その後 FPD ソリューションズ株式会社に商号変更し、現在、FPD（フラット・パネル・ディスプレイ）製造

における生産ラインの立上げコンサルティング事業の展開を検討中であります。 

  （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、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

FPD ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

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 

FPD製造に関する生産ライン

の立上げコンサルティング 

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 

商品の提供 

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 

人材サービス 

の提供、 

営業協力 

㈱ゼクウ 

持分法適用関連会社 

技術職社員 

採用支援  

 

 

 

日本エイム㈱ 

当 社 

FPD メーカーへの生産 

ラインの立上げコンサ

ルティングサービスの

提供（事業計画立案中） 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

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」、中長期的な品質方針「ビジョン」から成り立っており、

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いく所存であります。 

 

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 製造のインフラを担う事

を目指します。 

 

(2) 会社の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。 

 

(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

日付けで１株につき５株の割合をもって株式を分割いたしました。株主数は平成 18 年９月末時点で 2,366 名と、平

成 18 年３月末時点の 1,686 名から約 40％増加しております。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」（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 21 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」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
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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 

今後は技術職社員教育を戦略の中心に位置づけ、半導体・FPD 分野への特化によって培った半導体の専門教育

により、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・管理会計等の基幹業務をシステム化し本社集中の管理体制構築を進めております。

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。さらに、WEB 上での採用活動の

強化および人材教育における Eラーニングシステムの充実化を同時に推し進め、IT により人的資源の確保及び

人材の能力開発の効率向上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。当中間期におきましては、

まず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。また、採用アウトソーシングを行う株式会社ゼクウの持分法適用会社化、中古半導体製造装置販

売の株式会社エイペックスとの資本提携に加え、イノテック株式会社および株式会社チャイルドフッドとの業務

提携を実施し、「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実現に向けて着実に前進しておりま

す。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

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。また、総

務省の労働力調査によると、2006 年 4～6月期の正社員の前年同期比の増加数が 2002 年の調査以降初めて非正社員

の増加数を上回るなど、景気の回復に伴い全国的に正社員採用が拡大しております。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、これら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。 

このような環境のなか、当社グループは人材採用活動において、WEB 媒体等により応募者とのアクセスチャネル

の増加を図ると同時に、登録型ウェブサイトにおいて就業中の人々も含めた潜在的求人ニーズも取り込む、「ストッ

ク型採用」を推進しております。 

更に今下半期においては、沖縄を拠点とする株式会社チャイルドフッドと採用関連活動における業務提携等を通

して、沖縄等の比較的失業率の高い地域からの採用およびより広域での採用活動を実現できる体制を引き続き強化

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スキルの習熟度合いに応じた昇給制度や従業員持株会等魅力ある会社づくりを継続実

践することで他社と差別化を図り、多くの人材の獲得に注力してまいります。 

 

(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 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

(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) 当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、金利の動向等不透明感はあったものの、好調な国内企業収益を背

景とした民間設備投資の増加と個人消費拡大の進行により、景気は緩やかな回復を持続してきました。 

当社グループの主要顧客である半導体・FPD メーカーおよび半導体・FPD 製造装置メーカーにおきましては、世界

的な家電ニーズを背景に、国内工場における増産や生産力拡大のための積極的な設備投資を行いました。また最先

端工程を中心に、設備投資の国内回帰傾向も指摘されております。 

当社グループはノンアセット型ファンドリー企業という戦略的概念のもと、中期経営計画「Value up Vision」を

今期ローリングし、アウトソーシング事業においては半導体・FPD デバイスメーカーの高付加価値業務に注力する

とともに、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においては、アライアンスを強化しアウト

ソーシング事業とのシナジー構築に邁進してまいりました。 

このような状況の中、当社グループは引き続き半導体・FPD に特化した強みとコンプライアンス経営を前面に打

ち出した営業活動に加え、高付加価値業務の受託を強力に推進し新規顧客の獲得、既存顧客内のシェアアップおよ

び利益率の向上に注力してまいりました。 

 

1) アウトソーシング事業 

当中間連結会計期間におきましては、半導体・FPD デバイスメーカーの設備投資増加および既存工場におけ

る増産傾向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受注は好調に推移し、新規受注は 20

件ありました。既存顧客におきましても、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、シェアを高めることができました。また特に第 1 四半期において既

存顧客における稼働率の上昇傾向がありました。 

技術職社員の採用活動につきましては、計画を大きく上回る成果を出すことができ、今期通年の計画である

1,000 名の純増に対して、当中間連結会計期間末時点で 862 名の純増を実現いたしました。これは、比較的失

業率が高い地方における中途採用戦略や WEB 媒体での募集戦略が功を奏した結果であります。 

販売費及び一般管理費につきましては、高付加価値業務へのシフト、前期に外注していた請負ラインの内製

化によるコスト削減、および継続的な人員配置の見直しによる空き社宅の削減等の原価改善活動に加え、採用

数の大幅増加にもかかわらず募集費を期初計画程度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

務の生産性向上などにより、売上高販売費及び一般管理費率は 11.7%(前年同期 12.9%)を実現しました。 

 

2) 半導体製造装置関連事業 

半導体製造装置の販売及び半導体製造装置ユニットの修理・販売を行ってきましたネクサス・テクノロジ株

式会社におきましては、同社株式の 49％を保有しておりました株式会社エイペックスより同社株式を当社が譲

受け完全子会社とすると同時に、同社の事業は株式会社エイペックスが継承することとなりました。また持分

法適用関連会社である株式会社ウインズは半導体製造装置開発・半導体製造装置のレトロフィット・リファビ

ッシュを行っております。 

 

3) デザイン・ソフトウェア関連事業 

連結子会社である株式会社アルティスタは高度な技術力が評価され受注が増加すると同時に、充実した独自

の社内教育制度に支えられて人材の確保も順調に進み、当中間連結会計期間の業績は好調に推移しました。ま

た持分法適用関連会社である株式会社クロスオーバーにおいても半導体等設計者、組み込みソフト等設計者を

派遣しております。 

 

この結果、当社グループの売上高は 10,433 百万円、経常利益は 754 百万円、中間純利益は 408 百万円とな

りました。 

 

(2) 財政状態についての分析 

当中間連結会計期間においては、受注は順調に推移し、税金等調整前中間純利益 750 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(515 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(177 百万円)、預り金の増加(168 百万円)等となりました。一方、資本提携により、株式会社ゼクウ

への出資額 53 百万円、株式会社エイペックスへの出資 447 百万円、子会社株式の追加取得 60 百万円及び関係会

社への貸付 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 236 百万円、法人税等の支払 339 百万円、短期借入金の増加(498 百万円)等により、現金及び預金

の減少(114 百万円)となりました。 

当中間連結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。 

なお、当中間連結会計期間より中間連結キャッシュ・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） 

税金等調整前中間純利益 750 百万円、社員数の増加等による未払費用の増加 177 百万円、預り金の増加 168 百万

円及び新規受注の増加による売上債権の増加 515 百万円、法人税等の支払額 339 百万円等により、営業活動の結果
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得られた資金は 366 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 203 百万円、投資有価証券の取得 448 百万円等によ

り、投資活動の結果使用した資金は 869 百万円となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の増加 498 百万円、配当金の支払額 110 百万円等により、財務活動の結果得られた資金は 388 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。 

 
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年 9 月 30 日現在）

前連結会計年度末 
（平成 18 年 3 月 31 日現在）

株主資本比率（％） 38.1  41.9 

時価ベース株主資本比率（％） 723.1  861.6 

債務償還年数（年） 1.4  0.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 99.7  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、中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・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、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)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、中間連結

キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・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は、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、

当連結中間会計期間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、メーカーの工場で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、

その中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となる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 

 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自 平成16年

  ４月１日

至 平成16年

  ９月30日

自 平成17年

  ４月１日

至 平成17年

  ９月30日

自 平成18年

  ４月１日

至 平成18年

  ９月30日

自 平成16年 

  ４月１日 

至 平成17年 

  ３月31日 

自 平成17年

  ４月１日

至 平成18年

  ３月31日

売上高 (百万円) 5,287 6,598 10,075 11,073 15,103

売上総利益 (百万円) 973 1,127 1,918 2,026 2,637

営業損益 (百万円) △53 214 752 199 712

経常損益 (百万円) △53 214 748 201 711

当期純損益 (百万円) △47 111 426 84 369

従業員数 (名) 3,194 3,758 5,137 3,022 4,159

 

当社は、第10期中間会計期間において営業損失を計上しております。営業損失の理由としましては、事業規

模の拡大に伴う新規支社及びオフィスの開設、技術職社員、一般社員の採用関連費等の先行費用が大きく発行

したことが原因であります。 

5)で記載していますように、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割強を占めてお

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(矢野経済研究所)、比較的参入障壁が低い業界であります。新規参入企業数が大幅に増加し、企

業間の競争激化により価格競争を強いられた場合、売上総利益が悪化す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困難とな

る可能性があり、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30.29

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。 

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。 
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[技術職社員の状況] 

平成18年9月30日現在 

技術職社員数 平均年齢 平均勤続年数 

       4,810名       30.29歳       1.40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、一般社員の平均勤続年数は

1.97 年(平成 18 年９月 30 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．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結貸借対照表 

                                                    (単位：千円) 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年3月31日現在) 
科    目 

注記 

番号 

金  額 構成比 金  額 構成比

(資産の部)   %  %

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   597,175  712,012

２ 受取手形及び売掛金  ※４ 2,672,585  2,157,495

３ 前払費用   243,709  187,662

４ 繰延税金資産   95,932  79,435

５ その他   35,098  24,294

    貸倒引当金   △39,118  △32,521

流動資産合計   3,605,383 70.1  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   12,415  13,202

 (2) 工具器具備品   38,350  26,366

 (3) その他   26,271  21,462

有形固定資産合計  ※１ 77,037 1.5  61,031 1.5

２ 無形固定資産    

   (1) ソフトウェア仮勘定   372,393  311,390

 (2) その他   24,813  20,492

無形固定資産合計   397,207 7.7  331,882 8.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   822,512  418,204

(2) 差入保証金   164,518  137,892

(3) その他   79,572  18,771

(4) 貸倒引当金   △296  －

投資その他の資産合計   1,066,307 20.7  574,868 14.0

固定資産合計   1,540,552 29.9  967,782 23.6

資産合計   5,145,935 100.0  4,096,161 100.0
 



‐9‐ 

                                                 (単位：千円) 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年3月31日現在) 
科    目 

注記 

番号 

金  額 構成比 金  額 構成比

(負債の部)  %  %

Ⅰ 流動負債   

１ 短期借入金  518,000  20,000

２ 未払金  238,745  338,932

３ 未払法人税等  390,053  373,203

４ 未払消費税等 ※２ 293,405  232,656

５ 未払費用  1,271,703  1,094,044

６ 預り金  353,341  185,337

７ 賞与引当金  83,134  51,595

８ その他  18,769  12,299

流動負債合計  3,167,153 61.5  2,308,068 56.3

 Ⅱ 固定負債   

  １ 長期未払金   3,690  4,428

     固定負債合計  3,690 0.1  4,428 0.1

負債合計  3,170,843 61.6  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  － －  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

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

  １ 資本金  491,975 9.6  － －

  ２ 資本剰余金  610,475 11.9  － －

  ３ 利益剰余金  896,087 17.4  － －

株主資本合計  1,998,539 38.9  － －

 Ⅱ 評価・換算差額等   

    その他有価証券評価差額金  △36,163 △0.7  － －

  評価・換算差額等合計  △36,163 △0.7  － －

Ⅲ 少数株主持分  12,716 0.2  － －

純資産合計  1,975,092 38.4  － －

負債純資産合計  5,145,935 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書 

                                                                           (単位：千円) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(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 金  額 百分比

   

Ⅰ 売上高  10,433,049 100.0  15,303,740 100.0

Ⅱ 売上原価  8,419,816 80.7  12,611,592 82.4

売上総利益  2,013,232 19.3  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  6,596 24,573 

 ２ 給与及び賞与  482,460 840,297 

 ３ 福利厚生費  96,367 151,058 

 ４ 採用関連費  204,274 321,927 

 ５ 減価償却費  14,598 32,359 

６ その他  411,006 1,215,304 11.7 597,095 1,967,311 12.9

営業利益  797,928 7.6  724,837 4.7

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  192 7 

２ 持分法による投資利益  － 5,605 

３ 消費税等差益  － 3,504 

４ 投資有価証券売却益  400 － 

５ その他  255 848 0.0 60 9,177 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  3,439 552 

２ 持分法による投資損失  38,855 － 

３ 新株発行費  － 484 

４ 株式交付費  1,927 － 

５ 創立費  － 545 

６ 貸倒引当金繰入額  296 － 

７ その他  9 44,528 0.4 0 1,582 0.0

経常利益  754,249 7.2  732,432 4.8

Ⅵ 特別損失   

     固定資産除却損 ※ 4,165 4,165 0.0 － － －

税金等調整前中間 

(当期)純利益 
 750,083 7.2  732,432 4.8

法人税、住民税及び事業税  354,806 399,025 

   法人税等調整額  △16,617 338,188 3.3 △51,122 347,902 2.3

  少数株主利益  △3,373 0.0  △9,000 △0.0

中間(当期) 純利益  408,521 3.9  375,529 2.5
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(3) 連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書                   (単位:千円) 

前連結会計年度 

(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  

 

 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)                     (単位:千円) 

 
株主資本 

評価・換算

差 額 等 

 

資本金 
資 本

剰 余 金

利 益

剰 余 金

株 主 資 本

合 計

そ の 他 有

価 証 券 評

価 差 額 金 

少 数 株 主 

持 分 

純 資 産

合 計

平成18年3月31日残高 489,880 608,380 616,981 1,715,241 △277 68,700 1,783,665

中間連結会計期間中 

の変動額 

   

  新株の発行 2,095 2,095 4,191   4,191

 剰余金の配当  △110,955 △110,955   △110,955

役員賞与  △18,460 △18,460   △18,460

 中間純利益  408,521 408,521   408,521

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額) 
 △35,886 △55,983 △91,870

中間連結会計期間中 

の変動額合計 
2,095 2,095 279,106 283,297 △35,886 △55,983 191,427

平成18年9月30日残高 491,975 610,475 896,087 1,998,539 △36,163 12,716 1,975,092
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                                               (単位：千円) 
 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日)

前連結会計年度の 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書 

(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 金   額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間(当期)純利益    750,083 732,432

２ 減価償却費  14,598 32,359

３ のれん償却額  823 －

４ 固定資産除却損  4,165 －

５ 貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  6,892 24,573

６ 賞与引当金の増加額又は減少額(△)  31,539 51,595

７ 退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  － △8,046

８ 受取利息  △192 △7

９ 支払利息  3,439 552

10 持分法による投資損失  38,855 －

11 持分法による投資利益  － △5,605

12 株式交付費  1,927 －

13  投資有価証券売却益  △400 －

14 その他営業外収益  △255 －

15 その他の費用  6,856 8,035

16 売上債権の増加額(△)又は減少額  △515,089 △850,131

17  たな卸資産の増加額(△)又は減少額  △1,560 335

18  前払費用の増加額(△)又は減少額  △55,789 △77,504

19  その他資産の増加額（△）又は減少額  △9,101 △6,447

20  仕入債務の増加額又は減少額（△）  2,899 8,327

21 未払費用の増加額又は減少額(△)  177,658 374,420

22 預り金の増加額又は減少額(△)  168,004 65,580

23 未払消費税等の増加額又は減少額(△)  60,748 33,075

24 その他負債の増加額又は減少額（△）  41,981 78,962

  25  役員賞与の支払額  △18,460 －

小計  709,625 462,507

26  利息の受取額  50 7

27  利息の支払額  △3,674 △552

28  法人税等の支払額  △339,700 △153,180

営業活動によるキャッシュ・フロー  366,300 308,782

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  △32,615 △24,077

２ 無形固定資産の取得による支出  △203,615 △173,838

３ 投資有価証券の取得による支出  △448,134 △404,066

４ 関連会社株式の取得による支出  △53,400 －

５ 投資有価証券の売却による収入  800 －

６ 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額  △31,132 △68,263

７ 連結子会社株式の追加取得による支出  △60,180 －

８ 貸付けによる支出  △40,000 －

９ その他  △1,429 △9,198

投資活動によるキャッシュ・フロー  △869,707 △679,444
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         (単位：千円)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日)

前連結会計年度の 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書 

(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 金   額 

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(△)  498,000 20,000  

２ 長期未払金の返済による支出  △738 △1,476  

３ 株式の発行による収入  2,264 65,760  

４ 少数株主からの払込による収入  － 59,700  

５ 配当金の支払額  △110,955 △25,155  

財務活動によるキャッシュ・フロー  388,570 118,829

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  △114,836 △251,833

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  712,012 963,845

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 597,175 712,012
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(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 

ＦＰＤソリューションズ㈱ 

 なお、ＦＰＤソリューションズ㈱は、平成

18年8月29日に、ネクサス・テクノロジ㈱から

社名を変更しております。 

 

 

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  4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 

   ㈱ゼクウ   

 なお、㈱ゼクウは平成18年6月23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。 

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．連結子会社の中間決算

日(決算日)等に関す

る事項 

    

全ての連結子会社の中間決算日は、中間連結

決算日と一致しております。 

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 

中間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 

 

 

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 

              同左 

(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。  

イ 有形固定資産 

     同左 
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項目 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

 ロ 無形固定資産 

   定額法によっております。 

       のれんについては5年間で均等償却し 

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。 

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 

              

ロ 創立費 

             
ハ 株式交付費 
  支出時に全額費用として処理しております。
 

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。

ハ 株式交付費 

              

(4) 重要な引当金の計上

基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

額のうち当中間期連結会計期間に対応する金 

額を計上しております。 

 

イ 貸倒引当金 

  同左 

 

 

 

 

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。 

 

(5) 重要なリース取引の

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 

(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。 

消費税等の処理方法 

   同左 
 
 
       

５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における

資金の範囲 

    

 

中間連結キャッシュ・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。 

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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

                  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,962,375千

円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表

の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 

 

                  

(ストック・オプション等に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」(企業会計基準第8号  平成17年12月27

日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31

日)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

 

                

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

  当中間連結会計期間より、「繰延資産の会計処理に関す

る当面の取扱い」(実務対応報告第19号 平成18年8月11

日)を適用しております。 

 これによる当中間連結財務諸表への損益に与える影響

はありません。 
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注記事項 

 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成18年3月31日現在） 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

                82,543千円 

※２  消費税の取扱 

     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、

未払消費税等として表示しております。 

 

３   当社グループにおいては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行6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中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

   当座貸越契約   3,650,000千円 

   借入実行残高    518,000千円 

       差引額      3,132,000千円 

 

※４  中間連結会計期間末日満期手形の処理について 

    中間連結会計期間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、当中間連結会計期間末日は金融機関の休

日であるため、次の中間連結会計期間末日満期手

形は当中間連結会計期間末残高に含まれておりま

す。 

 

   受取手形        18,153千円 

   

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

                          70,724千円 

※２      

                 

 

 

３   当社グループにおいては、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 

 

※４     

 

                  

 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

※ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

     

    ソフトウェア     4,165千円 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年 4月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) 

 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

 前連結会計年度末 

株式数(株) 

当中間連結会計期間

増加株式数(株) 

当中間連結会計期間 

減少株式数(株) 

当中間連結会計期間

末株式数(株) 

発行済株式         

 普通株式(注) 29,046  116,309 －  145,355  

   合計 29,046  116,309 －  145,355  

 自己株式 －  － －  －  

   合計 －  － －  －  

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加 116,309 株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるもの 125 株及び株式

分割(１:５)によるもの 116,184 株であります。 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

区分 
新株予約権の 

内訳 

新株予約権の 

目的となる株 

式の種類 

前連結会計

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会 

計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

(千円) 

第 1 回新株予約権 

平成 15年 6月 27日 
普通株式 568 2,272 110 2,730 

 
－

第 2 回新株予約権 

平成 16年 6月 26日 
普通株式 393 1,572 115 1,850 

 
－

第 3 回新株予約権 

平成 17年 6月 25日 
普通株式 863 3,452 350 3,965 

 
－

第 4 回新株予約権 

平成 17年 6月 25日 
普通株式 35 140 － 175  －

提出会社 

(親会社) 

第 5 回新株予約権 

平成 17年 6月 25日 
普通株式 － 400 － 400  －

合計 － 1,859  7,836  575  9,120  －  

(注) １．第 1 回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、株式分割(１:５)によるものであり、当中間連結会計期間減少は、

新株引受権の行使によるものであります。 

   ２．第 2 回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、株式分割(１:５)によるものであり、当中間連結会計期間減少は、

新株引受権の行使によるもの 15 株及び新株予約権の消却によるもの 100 株であります。 

   ３．第 3 回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、株式分割(１:５)によるものであり、当中間連結会計期間減少は、

新株予約権の消却によるものであります。 

   ４．第 4 回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、株式分割(１:５)によるものであり、当中間連結会計期間減少は、

新株予約権の消却によるものであります。 

   ５.第 1 回新株予約権及び第 2回新株予約権は権利行使の可能な新株予約権であります。 

 

３ 配当に関する事項 

 

(ア) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18 年 6月 24 日 

定時株主総会 
普通株式 110,955 千円 3,820 円 平成18年 3月 31日 平成 18 年 6月 26 日

 

(イ) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

 

該当事項はありません。 
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 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

            (平成18年9月30日現在) 

          現金及び現金勘定   597,175千円 

      現金及び現金同等物  597,175千円 

※ 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) 

          現金及び現金勘定   712,012千円 

      現金及び現金同等物  712,012千円 

 

（リース取引関係） 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(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

額及び中間期末残高相当額 

 

  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)

 

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

取得価額相

当額 
9,186 7,260 3,540 19,986

減価償却累

計額相当額 
3,485 2,783 1,888 8,156  

減価償却累

計額相当額
2,234 2,057 1,534 5,825

中間期末残高 

相当額 
5,700 4,477 1,652 11,829

 

 

期末残高相

当額 
6,951 5,203 2,006 14,160

 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

 

   １年以内        4,825千円 

   １年超          7,538千円 

    合計         12,364千円 

 

 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      2,500千円 

   減価償却費相当額    2,330千円 

   支払利息相当額       227千円 

 

 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。 

 

 

 

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) 

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの              (単位:千円) 

 
種類 取得価格 

中間連結貸借

対照表計上額 
差額 

株式 447,734 387,933 △59,801中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

ないもの その他 100,066 98,893 △1,172

合計 547,800 486,826 △60,973

 

前連結会計年度末(平成18年3月31日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの              (単位:千円) 

 
種類 取得価格 

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) 

 

当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30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。 

 

前連結会計年度 (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。 

 

(ストック・オプション等関係) 

  当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社取締役3名、当社顧問1名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数(注) 普通株式  400株 

付与日 平成18年4月28日 

権利確定条件 権利行使時においても、当社及び当社の子会

社もしくは関連会社の取締役、監査役及び従

業員又は顧問等の地位にあることを要する。 

ただし、上記の地位を失った場合において、

正当な理由があると認めた場合については、

行使できるものとする。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成19年7月1日から平成22年6月30日まで 

権利行使価格 249,000円 

付与日における公正な評価単価(円) － 

(注)１．株式数に換算して記載しております。 

  ２．「ストック・オプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。 
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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 

当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30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。 

 

前連結会計年度 (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 

当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30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。 

 

前連結会計年度 (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 

当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30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。 

 

前連結会計年度 (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。 
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（１株当たり情報） 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
(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      13,500円57銭 

１株当たり 

中間純利益金額           2,811円82銭 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額           2,713円22銭 

 当社は、平成 18 年 4月 1 日付で普通株式 1株に 

対し、普通株式 5株の割合で株式分割を行いました。

当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における 1株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 

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 

 

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株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後 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

おりです。 

項        目 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

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株当たり中間(当期)純利益金額  

中間(当期)純利益（千円） 408,521 375,529 

普通株主に帰属しない金額      （千円） ― 18,460 

普通株式に係る中間(当期)純利益 （千円） 408,521 357,069 

普通株式の期中平均株式数 （株） 145,287 28,354 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益金額 
 

中間(当期)純利益調整額（千円） ―          ―  

普通株式増加数（株） 5,280 1,276 

（うち新株予約権（株）） ( 5,280 ) ( 1,276 ) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 

後１株当たり中間(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 400個) 

      

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個) 
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(重要な後発事象) 

 

当社は、平成 18 年 10 月 25 日開催の取締役会において、株式会社エイペックス（以下、「エイペックス」という。）と共同

持株会社を設立することについての基本合意書を締結する決議を行いました。今後、平成 18 年 12 月 19 日開催予定の臨時株

主総会における承認等所要の手続きを経たうえで、平成 19 年４月２日を期日（予定）として、株式移転により共同持株会社

を設立する予定です。 

 

(1) 株式移転による事業統合の目的 

当社は半導体・FPD（フラット・パネル・ディスプレイ）メーカーに対して、製造ラインの立上げ及び運営に関

して高い専門性を有するエンジニアによる製造ラインの一括受託アウトソーシングサービス事業を展開しており

ます。また当社は「Value up Vision」という中期経営計画を掲げ、半導体特化戦略、業務の高付加価値化戦略を

推し進めております。 

エイペックスは、半導体メーカーに対して、中古半導体製造装置の売買、仲介、リースを事業の柱に半導体製

造装置の立上げ、リファビッシュ(再生)、移設及びメンテナンス等の技術サービスを提供しております。 

 両社は、平成17年８月の業務提携にはじまり、同年10月の合弁会社ネクサス・テクノロジ株式会社の設立、平

成18年７月の資本提携と、企業間関係を深耕してまいりました。その過程において提携によるシナジー効果を確

認できたことに加えて、「半導体・FPDメーカーに対するコア・ベンダーとなる」という共通した目標を掲げてい

ること、また両社のサービスが互いに補完し合えるサービスであることを改めて認識することができました。よ

って、当社とエイペックスは、両社の企業価値最大化を実現することを目的として、共同持株会社を設立し事業

統合を行うことを取締役会にて決定いたしました。これにより新設する共同持株会社グループは、国内外の半導

体・FPDメーカーに対して、「人材」「装置」「設計(デザイン)」の3つのサービスを一括した、ワンストップ型トー

タルソリューションの提案を行うことが実現できると考えております。 

 以上の目的のため、両社は共同で完全親会社を設立するものであります。 

 

(2) 株式移転の条件等 

①株式移転の日程 

平成18年10月25日  基本合意書締結 

平成18年11月20日  共同株式移転決議取締役会 

平成18年12月19日（予定） 株式移転承認臨時株主総会 

平成18年３月27日（予定） 上場廃止日 

平成19年４月２日（予定） 持株会社設立登記日(株式移転の日)、持株会社上場日 

 ただし、株式移転の手続き上やむを得ない事由が生じた場合は、両社協議のうえ日程を変更する場合があ

ります。 

 

②株式移転比率 

 当社 株式会社エイペックス 

株式移転比率 1.14 1.00 

(注) 1. 株式の割当比率 

当社の株式１個に対して共同持株会社の株式1.14株、エイペックスの株式１株に対して共同持

株会社の株式１株を割当て交付いたします。 

2. 天災地変その他両社の資産状況等に重大な変動を及ぼす事由が生じたときは、両社協議のうえ、

株式移転比率を変更する場合があります。 

 

③新会社設立後における新会社の上場申請に関する事項 

新たに設立する完全親会社は、設立後速やかにジャスダック証券取引所に新規上場申請を行うことを予定して

おります。なお、株式移転に伴い、両社の株式は、平成19年３月27日(火)より上場廃止となる予定であります。 

 

 (3) 共同持株会社の概要 

共同持株会社の概要は未定であります。11月20日の共同株式移転決議取締役会後に発表する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 



‐24‐ 

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。 

 

(10)仕入実績 

当中間連結会計期間の仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

   至 平成18年9月30日）

前連結会計年度 
（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) 金額(千円) 

半導体製造装置関連事業 53,628 130,771 

合計 53,628 130,771 

(注)上記金額には、消費税等は含まれて下りません。 

 

(3) 受注実績 

当中間連結会計期間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 
  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。 

当中間連結会計期間 
 
（自 平成18年4月１日 
   至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（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) 受注高 (千円) 受注残高(千円)

半導体製造装置関連事業 81,979 － 225,306  21,783

 デザイン・ソフトウェア関連事業 355,838 － 175,070  －

合計 437,818 － 400,376  21,783

(注)上記金額には、消費税等は含まれて下りません。 
 

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日）

前連結会計年度 
（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) 金額(千円) 

アウトソーシング事業 9,995,231  14,925,146  

半導体製造装置関連事業 81,979  203,523  

デザイン・ソフトウェア関連事業 355,838  175,070  

合計 10,433,049  15,303,740  

 (注)１． 当中間連結会計期間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。 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
(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(％) 金額(千円) 割合(％) 

松下エクセルプロダクツ 
株式会社 

2,355,857 22.6 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。 
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