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平成１9年４月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年12月13日

 

上場会社名  株式会社エイペックス 上場取引所（所属部） 名（セントレックス市場）

コード番号 ３３２４ 

(http://www.apex-jp.net) 

本社所在都道府県 東京都 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 水谷 智  

問合せ先責任者 役職名 取締役 

経営管理本部長 
山川 昌則 TEL（03）5333-1671 

決算取締役会開催日 平成18年 12月 13日 中間配当制度の有無  有 

 単元株制度採用の有無 無 

1.18年10月中間期の業績（平成18年５月１日～平成18年10月31日） 

(1)経営成績 （百万円未満切り捨て）

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

      百万円 ％ 百万円 ％     百万円 ％

18年 10月中間期 3,245 48.8 214 50.2 221 1.1 

17年 10月中間期 2,181 16.4 142 1.9 218 128.7 

1 8 年 ４ 月 期 6,922 442  520  

 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

      百万円   ％ 円 銭 円 銭

18年 10月中間期 129 6.1 2,941 05  2,870 42  

17年 10月中間期 121 114.0 3,461 63 2,784 31 

1 8 年 ４ 月 期 292 7,677 39  7,450 36  

（注）① 期中平均株式数  18年10月中間期  44,029株   17年10月中間期  35,231株  

 18年４月期      37,371株 

      ② 会計処理の方法の変更    無 

   ③ 売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は、対前中間期増減率 

(2) 財政状態                                                            （百万円未満切り捨て） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当り純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年 10月中間期 8,058  4,086  50.7  92,706 20  

17年 10月中間期 4,580  3,048  66.5  85,489 68 

1 8 年 ４ 月 期 6,354  4,003  63.0  90,928 16 

（注）①期末発行済株式数  18年10月中間期    44,084株   17年10月中間期  35,657株   

    18年４月期      43,961株 

②期末自己株式数    18年10月中間期     5.77株    17年10月中間期     5.3株   

    18年4月期        5.77株 
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２．19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年4月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 8,000 650 370 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）8,282円 59銭 

 

３.  配当状況 

1株当たり配当金（円） 現金配当 

第 1四半期末 中間期末 第 3四半期末 期末 その他 年間 

平成18年 4月期 ― ― ― 1,000.00 ― 1,000.00

平成19年4月期(実績) ― ― ― ― ― 

平成19年4月期(予想) ― ― ― 1,000.00 ― 
1,000.00

 
※当社は、平成18年12月19日開催予定の臨時株主総会における定款一部変更の件の承認可決を条件に、決算期を４月
から３月に変更する予定であります。これに伴い、平成18年度は11ヶ月の変則決算となる予定です。決算期間変更
に伴う連結業績予想の修正につきましては、臨時株主総会での承認可決後、すみやかに行う予定であります。 
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３ 【中間財務諸表等】 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30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   253,193 183,300  317,501

２ 受取手形 ※２  15,239 197,059  30,146

３ 売掛金   1,770,183 3,122,933  3,049,192

４  割賦売掛金 ※３  ― 438,593  355,606

５ 商品   801,849 1,956,226  853,437

６ 前渡金   395,642 382,125  219,623

７  繰延税金資産   16,971 46,197  40,344

８  前払費用   3,749 2,981  4,271

９  関係会社短期貸付金   20,000 96,000  20,000

10 その他 ※６  33,432 176,807  80,013

  11  貸倒引当金   △10,454 △20,956  △19,578

流動資産合計   3,299,806 72.0 6,581,269 81.7  4,950,558 77.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※１  545,586 514,760  522,255

(2) 機械装置 ※１  38,449 38,094  38,202

(3) 土地   346,290 346,290  346,290

(4) 建設仮勘定   ― 19,305  ―

(5) その他 ※１  2,860 11,210  2,344

有形固定資産合計   933,186 20.4 929,661 11.5  909,092 14.3

２ 無形固定資産   414 0.0 288 0.0  351 0.0
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前中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30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
(％)

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   99,573 100,329  100,437

(2) 関係会社株式   50,616 322,606  258,416

(3) 関係会社 
長期貸付金 

  174,000 98,189  111,000

(4) 保証金・敷金   22,821 25,712  24,515

(5) その他   210 117  218

投資その他の資産 
合計 

  347,221 7.6 546,954 6.8  494,587 7.8

固定資産合計   1,280,822 28.0 1,476,904 18.3  1,404,032 22.1

資産合計   4,580,629 100.0 8,058,174 100.0  6,354,590 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30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 買掛金 ※３  134,429 698,879  627,256

２ 短期借入金 ※５  501,200 2,710,000  1,337,000

３  未払金   ― 32,237  56,256

４ 未払法人税等   98,131 108,347  172,316

５ その他   26,683 321,353  58,146

流動負債合計   760,444 16.6 3,870,818 48.0  2,250,975 35.4

Ⅱ 固定負債    

１ 転換社債   670,000 ―  ―

２  匿名組合債務   101,286 99,517  99,517

３ その他   593 977  1,003

固定負債合計   771,879 16.9 100,495 1.3  100,521 1.6

負債合計   1,532,324 33.5 3,971,313 49.3  2,351,497 37.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,116,008 24.3 ― ―  1,507,309 23.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   1,277,626 ―  1,669,926

資本剰余金合計   1,277,626 27.9 ― ―  1,669,926 26.3

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   230 ―  230

２ 任意積立金   300,231 ―  300,231

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

  353,327 ―  524,084

利益剰余金合計   653,788 14.3 ― ―  824,546 13.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,638 0.0 ― ―  2,152 0.0

Ⅴ  自己株式   △757 △0.0 ― ―  △841 △0.0

資本合計   3,048,305 66.5 ― ―  4,003,093 63.0

負債及び資本合計   4,580,629 100.0 ― ―  6,354,590 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,509,359 18.7  ― ―

２ 資本剰余金    

（1）資本準備金  ― 1,671,976 ― 

資本剰余金合計   ― ― 1,671,976 20.8  ― ―

３ 利益剰余金    

（1）利益準備金  ― 230 ― 

（2）その他利益剰余金    

任意積立金  ― 450,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 454,047 ― 

利益剰余金合計   ― ― 904,277 11.2  ― ―

４ 自己株式   ― ― △841 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 4,084,771 50.7  ― ―

Ⅱ評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金 

  ― ― 2,088 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 4,086,860 50.7  ― ―

負債及び純資産合計   ― ― 8,058,174 100.0  ― ―
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② 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

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   2,181,088 100.0 3,245,689 100.0  6,922,186 100.0

Ⅱ 売上原価   1,874,674 86.0 2,849,930 87.8  6,100,605 88.1

割賦売上未実現利益戻入   ― 5,187 0.2  1,743 0.0

割賦売上未実現利益繰延   ― △12,245 0.4  △20,917 0.3

売上総利益   306,414 14.0 388,699 12.0  802,406 11.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   163,518 7.4 174,013 5.4  360,341 5.2

営業利益   142,896 6.6 214,686 6.6  442,065 6.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  81,276 3.7 18,351 0.6  94,135 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  5,517 0.3 11,817 0.4  16,153 0.2

経常利益   218,655 10.0 221,220 6.8  520,046 7.5

税引前中間(当期) 
純利益 

  218,655 10.0 221,220 6.8  520,046 7.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 90,991 97,562 244,937 

法人税等調整額  5,705 96,696 4.4 △5,834 91,728 2.8 △17,607 227,329 3.3

中間(当期)純利益   121,959 5.6 129,492 4.0  292,716 4.2

前期繰越利益   231,368 ―  231,368

中間(当期)未処分 
利益 

  353,327 ―  524,084
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 18 年 5 月 1 日 至平成 18 年 10 月 31 日）                                                  （単位：千円） 

株 主 資 本 評価・換算差額等 

区    分 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本

合    計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換算

差額等合

計 

純資産 

合計 

平成 18 年 4 月 30 日残高 1,507,309 1,669,926 824,546 △841 4,000,940 2,152 2,152 4,003,093 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 2,050 2,050 ― ― 4,100 ― ― 4,100 

剰余金の配当（注） ― ― △43,961 ― △43,961 ― ― △43,961 

利益処分による役員賞与

（注） ― ― △5,800 ― △5,800 ― ― △5,800 

中間純利益 ― ― 129,492 ― 129,492 ― ― 129,492 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） ― ― ― ― ― △64 △64 △64 

中間会計期間中 

の変動額合計 2,050 2,050 79,731 ― 83,831 △64 △64 83,767 

平成 18 年 10 月 31 日残高 1,509,359 1,671,976 904,277 △841 4,084,771 2,088 2,088 4,086,860 

（注）平成 18 年 7 月開催定時株主総会決議における利益処分によるものであります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 

至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 満期保有目的の債券 

   償却原価法 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末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 

 (3) 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 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間決算末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)

   時価のないもの 

同左 

 (3) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算期末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 

同左 

 (3) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２ デリバティブ取引により生じる正味の

債権（及び債務）評価基準及び評価方法 

― 

２ デリバティブ取引により生じる正味の

債権（及び債務）評価基準及び評価方法 

時価法 

２ デリバティブ取引により生じる正味の

債権（及び債務）評価基準及び評価方法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

個別法による原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

４ 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、建物(建物附属設備は除く)

については定額法 

   主な耐用年数は以下のとおり 

建物         38年 

建物附属設備     15年 

機械・装置      10年 

工具器具及び備品  4～6年 

４ 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、建物(建物附属設備は除く)

については定額法 

   主な耐用年数は以下のとおり 

建物         38年 

建物附属設備     15年 

機械・装置       4～9年 

 工具器具及び備品    4～6年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

均等償却によっております。 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

５ 繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります 

５ 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります 

 



 

 10

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 

至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日) 

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ

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。 

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ

の換算基準 

 

同左 

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ

の換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、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。 

７ 引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

   債権の取立不能に備えるため、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勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

なお、当中間期は貸倒実績がなく、

貸倒懸念債権等の特定の債権に該当

する債権もないため貸倒引当金を計

上しておりません。 

７ 引当金の計上基準 

 貸倒引当金 

債権の取立不能に備えるため、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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

 

７ 引当金の計上基準 

 貸倒引当金 

債権の取立不能に備えるため、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勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

 

８ 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。 

８ リース取引の処理方法 

 

 

同左 

８ リース取引の処理方法 

 

 

同左 

９ レバレッジド・リースの会計処理 

  レバレッジド・リースに係る匿名組合

契約に関しては、出資額を中間貸借対照

表の投資有価証券に含めて計上してお

り、出資に係る損益は、同組合が定める

計算期間及び当社持分相当額により、中

間会計期間に属する匿名組合投資損益

として処理しております。 

  また、同匿名組合の累積投資損失のう

ち、当社負担分に帰属するものは、平成

17年10月31日現在  101,286千円となっ

ており、固定負債「匿名組合債務」とし

て中間貸借対照表に計上しております。 

９ レバレッジド・リースの会計処理 

  レバレッジド・リースに係る匿名組合

契約に関しては、出資額を中間貸借対照

表の投資有価証券に含めて計上してお

り、出資に係る損益は、同組合が定める

計算期間及び当社持分相当額により、中

間会計期間に属する匿名組合投資損益

として処理しております。 

  また、同匿名組合の累積投資損失のう

ち、当社負担分に帰属するものは、平成

18年10月31日現在  99,517千円となっ

ており、固定負債「匿名組合債務」とし

て中間貸借対照表に計上しております。

９ レバレッジド・リースの会計処理 

  レバレッジド・リースに係る匿名組合

契約に関しては、出資額を貸借対照表の

投資有価証券に含めて計上しており、出

資に係る損益は、同組合が定める計算期

間及び当社持分相当額により、当期に属

する匿名組合投資損益として処理して

おります。 

  また、同匿名組合の累積投資損失のう

ち、当社負担分に帰属するものは、平成

18年４月30日現在 99,517千円となっ

ており、固定負債「匿名組合債務」とし

て貸借対照表に計上しております。 

10  収益及び費用の計上基準 

  割賦販売取引の会計処理 

― 

10  収益及び費用の計上基準 

  割賦販売取引の会計処理 

商品の引渡し時に販売価額及び割

賦受取利息の総額を売上高に計上し

ております。なお、回収期日未到来の

割賦債権に対応する割賦未実現利益

を繰延経理しております。 

10  収益及び費用の計上基準 

  割賦販売取引の会計処理 

同左 

11 その他中間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 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

11 その他中間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 

同左 

11 その他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 

同左 
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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 

前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 

至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日) 

（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。これによる損益に与え

る影響はありません。 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、｢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4,086,860千円であります。 

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。 

― 

  

表示方法の変更 

前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 

至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日) 

（中間貸借対照表） 

｢証券取引法等の一部を改正する法律｣（平

成16年法律第97号）が平成16年6月9日に公

布され、平成16年12月1日より適用となり、

｢金融商品会計に関する実務指針｣（会計制

度委員会報告第14号）が平成17年2月15日

付で改正されたことに伴い、当中間会計期

間から投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなされるもの）を投

資有価証券として表示する方法に変更い

たしました。 

なお、当中間会計期間の投資有価証券に

含まれる当該出資の額は、50,199千円であ

ります。 

― （貸借対照表） 

｢証券取引法等の一部を改正する法律｣（平

成16年法律第97号）が平成16年6月9日に公

布され、平成16年12月1日より適用となり、

｢金融商品会計に関する実務指針｣（会計制

度委員会報告第14号）が平成17年2月15日

付で改正されたことに伴い、当事業年度か

ら投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第2条第2項に

より有価証券とみなされるもの）を投資有

価証券として表示する方法に変更いたし

ました。 

なお、当事業年度の投資有価証券に含ま

れる当該出資の額は、50,199千円でありま

す。 

 

 

 



 

 12

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10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年10月31日) 

前事業年度末 
(平成18年４月30日) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

71,948千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

129,875千円

※１有形固定資産の減価償却累計額 

102,107千円

※２売掛債権の債権譲渡残高 

 161,145千円 
 

※２売掛債権の債権譲渡残高 

 80,474千円
 

※２売掛債権の債権譲渡残高 

 313,201千円
 

※３担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産 

― 

※３担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産 
割賦売掛金          290,950千円
担保付債務 
買掛金              140,340千円

※３担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産 
割賦売掛金          355,606千円
担保付債務 
買掛金              192,973千円

  ４偶発債務 
下記の子会社の金融機関からの借

入金に対して、債務保証を行っており
ます。 
㈱エイペックス・アドバンスト・テ
クノロジー 

20,000千円 

  ４偶発債務 
下記の子会社の金融機関からの借

入金に対して、債務保証を行っており
ます。 

同左 

  ４偶発債務 
下記の子会社の金融機関からの借

入金に対して、債務保証を行っており
ます。 

同左 

※５当座貸越及び貸出コミットメン
ト契約 
当座貸越契約 
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６行と当
座貸越契約を締結しております。 
当中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入金未実行残高は次
のとおりであります。 

当座貸越契約の
総額 

3,300,000千円

借入実行残高 455,000千円
差引額 2,845,000千円

 
 

※５当座貸越及び貸出コミットメン
ト契約 
当座貸越契約 
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７行と当
座貸越契約を締結しております。 
当中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入金未実行残高は次
のとおりであります。 

当座貸越契約の
総額 

4,900,000千円

借入実行残高 2,710,000千円
差引額 2,190,000千円

 

※５当座貸越及び貸出コミットメン
ト契約 
当座貸越契約 
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６行と当
座貸越契約を締結しております。 
当事業年度末における当座貸越契

約に係る借入金未実行残高は次のと
おりであります。 

当座貸越契約の
総額 

3,900,000千円

借入実行残高 1,310,000千円
差引額 2,590,000千円

 

※６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、金額的重要性が乏しいた
め、流動資産の｢その他｣に含めて表示
しております。 

※６消費税等の取扱い 
同左 

※６消費税等の取扱い 
― 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,215千円 

受取配当金 27千円 

有価証券利息 793千円 

為替差益 77,047千円 

賃貸料収入 1,587千円 

雑収入 605千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,236千円

受取配当金 33千円

有価証券利息 793千円

為替差益 10,859千円

賃貸料収入 3,850千円

雑収入 578千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,926千円

受取配当金 27千円

有価証券利息 1,575千円

為替差益 80,504千円

賃貸料収入 3,387千円

匿名組合投資収益 1,768千円

雑収入 3,946千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,240千円 

新株発行費 1,103千円 

その他 174千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 10,281千円

株式交付費 554千円

その他 981千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 8,880千円

新株発行費 4,284千円

その他 2,988千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 23,847千円 

無形固定資産 63千円 
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 22,318千円

無形固定資産 63千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 47,785千円

無形固定資産 126千円
 

当中間会計期間に係る納付税額及び
法人税等調整額は、提出会社の当期に
おいて予定している利益処分による
特別償却準備金の取崩を前提として
当中間会計期間に係る金額を計算し
ております。 

同左 ― 

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自 平成 18 年 5 月 1 日 至 平成 18 年 10 月 31 日） 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

普通株式 5.77 ― ― 5.77 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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 

  リース契約は存在しますが、注記

対象となる契約はありませんので

注記を省略しております。 

リース物件の所有権が移転すると認
められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引 
（借主側） 
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 
 

②未経過リース料期末残高相当額 

 
 
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 1,386千円 
減価償却費 
相当額 

1,283千円 

支払利息相当額   191千円 
 
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 
減価償却費相当額は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額をゼロとする定
額法により算定しております。 
利息相当額の算定方法 

利益相当額は、リース料総額とリー

ス資産計上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。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 

 機械装置 
取得価額相当額 12,832千円 
減価償却累計額 
相当額 

 1,572千円 

期末残高相当額 11,259千円 
 
 

 

1年以内 2,447千円 
1年超  8,890千円 
  合計 11,337千円 

リース物件の所有権が移転すると認
められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引 
（借主側） 
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 
 

②未経過リース料期末残高相当額 

 
 
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 313千円 
減価償却費 
相当額 

313千円 

支払利息相当額  －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 
減価償却費相当額は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額をゼロとする定
額法により算定しております。 
利息相当額の算定方法 
利益相当額は、リース料総額とリース
資産計上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。 
 
（減損損失について） 

同左 

 機械装置 
取得価額相当額 13,860千円 
減価償却累計額 
相当額 

   313千円 

期末残高相当額 13,547千円 
 
 

 

1年以内 2,772千円 
1年超 10,775千円 
  合計 13,547千円 

 
(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年10月31日) 

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。 

 
当中間会計期間末(平成18年10月31日) 

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。 

 
前事業年度末(平成18年４月30日) 

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。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１株当たり純資産額 85,489円68銭 
 

１株当たり純資産額 92,706円20銭
 

１株当たり純資産額 90,928円16銭
 

１株当たり中間純利益
金額 

3,461円63銭 
 

１株当たり中間純利益
金額 

2,941円05銭
 

１株当たり当期純利益
金額 

7,677円39銭
 

潜在株式調整後1株当
たり中間純利益金額 

2,784円31銭 
 

潜在株式調整後1株当
たり中間純利益金額 

2,870円42銭
 

潜在株式調整後1株当
たり中間純利益金額 

7,450円36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 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日)

中間損益計算書(損益計算書)上の中
間(当期)純利益(千円) 

121,959 129,492 292,716 

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

121,959 129,492 292,716 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 5,800 

（うち利益処分による役員賞与金） ― ― （5,800）

普通株式の期中平均株式数(株) 35,231 44,029 37,371 

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）
純利益の算定に用いられた 普通株式
増加数の主要な内訳（株） 

新株予約権付社債 
新株引受権 
新株予約権 

 
 

 
4,926 
2,277 
1,366 

 

 
 

 
― 
― 

1,083 
 

 
 
 

― 
― 

1,139 

普通株式増加数（株） 8,569 1,083 1,139 

（うち新株予約権付社債） （4,926） （―） （―）

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
益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要 

― ― ― 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

平成16年7月30日発行の2009年7月30

日満期円貨建転換社債型新株予約権

付社債につき、平成17年12月20日をも

って普通株式へ全額転換しておりま

す。 

1.転換額 

社債の減少額        670,000千円 

資本金の増加額      334,999千円 

資本準備金の増加額  335,000千円 

増加した株式の種類  普通株式 

増加した株式数      4,926.47株 

 

2.転換完了後の資本金及び資本準備

金 

資本金              1,453,008千円 

資本準備金          1,614,627千円 

 

3.新株の配当起算日 

  平成17年5月1日 

（合弁企業の設立） 

半導体製造装置の査定・情報提供・メ

ンテナンス等のサービスを目的とし

て、平成18年11月13日に有限会社セミ

コンダクタシステムズ議決権比率

61％、当社議決権比率39％にて関連会

社株式会社セミコンダクタツールジ

ャパンを設立いたしました。 

①資本参加の目的 

半導体製造装置関連情報の強化 

 

②取得する株式数、取得価額及び取得
後の持分比率 
取得株式数 624株 
取得価額 7,800千円 
取得後の持分比
率 
 

③取得資金の調達 
自己資金 

39.0% 

 

（新株発行の引受） 
当社は、平成１8年5月31日開催の取締
役会において、シンガポールのエンジ
ニアリング会社ＱＴ Technology，
Pte．Ltd．へ資本参加することを決議
し、同社が実施する70万米ドルの第三
者割当増資を全額引受け、平成18年5
月31日に払込みを完了しております。
 
①資本参加の目的 
シンガポール地区における中古半導
体製造装置事業の拡大 
 
②資本参加の相手会社 
ＱＴ Technology，Pte．Ltd． 
 
③第三者割当増資の引受払込時期 
平成18年5月31日 
 
④取得する株式数、取得価額及び取得
後の持分比率 
取得株式数 80,000株 
取得価額 US＄700,000 
取得後の持分比
率 
 

40.0% 

⑤取得資金の調達 
自己資金 
 

― ― （持分法適用会社株式の譲渡） 

当社の持分法適用会社であるネクサ

ス・テクノロジ株式会社（資本金

30,0000千円、持分比率49％、取得価

額14,700千円）株式を、平成18年7月

24日付14,700千円で日本エイム株式

会社に全株譲渡しております。当該株

式譲渡による翌事業年度の財政状態

及び経営成績に与える影響は軽微で

あります。 

 
(2) その他 

該当事項はありません。 


