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平成 19 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 19 年２月７日 

上場会社名 アピックヤマダ株式会社 （コード番号：6300 東証第二部） 
（ＵＲＬ http://www.apicyamada.co.jp/）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名  代表取締役社長        山田 兼二 （ＴＥＬ：（026）275-2111） 

               責任者役職・氏名  常務取締役       野中 正樹 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
  
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：  無 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：  無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：  無 

 
（記載金額は百万円未満切捨表示） 

 
２．平成19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18 年４月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績（連結）の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

19 年３月期第３四半期  14,118 23.2  2,106 489.8  2,080 378.0  2,131 337.9 
18 年３月期第３四半期  11,464 △37.7  357 △30.5  435 △13.8  486 129.2 

(参考)18 年３月期  15,494   519   676   616  
 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

19 年３月期第３四半期  164.72  － 
18 年３月期第３四半期  37.60  － 

(参考)18 年３月期  47.60  － 
 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や素材価格の上昇などにより、景気の先行

きに懸念材料を抱えておりますが、企業収益の改善、設備投資の増加など、景気は回復基調に推移

いたしました。 

当社グループが属する半導体業界は、携帯電話やデジタル家電等の需要増加により半導体メーカ

ー各社の設備投資も積極的に行われました。 

こうした環境の中、当社グループは、“安定して確実に利益を生み出す体制”を確立し維持する

ことを目的に、モノ作りの原点である「品質向上」、「コスト削減」、「納期厳守」及び「サービス向

上」についてさらに追求するための各種施策に経営資源を集中してまいりました。また、前連結会

計年度及び当第１四半期連結会計期間において公表しました新製品につきましても順調な売上状

況であり、当第３四半期連結会計期間の業績にも大きく貢献いたしました。 

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、14,118 百万円（前年同期比23.2％増）、経常

利益は 2,080 百万円（同378.0％増）、第３四半期純利益は 2,131 百万円（同337.9％増）となりま

した。 
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(2) 財政状態（連結）の変動状況 

 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 

19 年３月期第３四半期 17,226 5,900 32.7 435.13 
18 年３月期第３四半期 15,119 3,234 21.4 249.95 

(参考)18 年 3 月期 15,347 3,414 22.2 263.85 

 
(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          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年３月期第３四半期 2,323 △174 △1,095 3,784 
18 年３月期第３四半期 1,017 283 △1,122 2,157 

(参考)18 年３月期 2,327 325 △1,890 2,715 
 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期末の総資産は 17,226 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 1,878 百万円の増

加となりました。その主な要因は、第３四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によるもので

あります。 

当第３四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ1,069 百万円増加し、当第３四半期末には3,784 百万円となりました。 

当第３四半期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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は2,323 百万円となりました。これは主に税金等調整前第３四半

期純利益の計上によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は174 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によ

る支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は1,095 百万円となりました。これは主に短期借入金及び長期借

入金の返済による支出によるものであります。 
 
３．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 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 19,000 2,480 2,450 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 189 円 35 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間の業績が前回予想（平成18 年 11 月８日公表）を上回る水準で推移し

たことを考慮し、上記のとおり前回予想を修正いたします。 

※ 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。 
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４．四半期連結財務諸表等 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

 
前第３四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 
前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 

区分 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 2,422,172  3,909,669  2,960,426  

２．受取手形及び売掛金 3,300,625  3,577,186  3,059,787  

３．たな卸資産 2,655,064  3,411,916  2,681,645  

４．その他 485,555  543,695  535,557  

５．貸倒引当金 △705  △7,433  △7,461  

流動資産合計 8,862,713 58.6 11,435,033 66.4 9,229,955 60.1 

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 5,286,377  4,808,144  5,169,326  

２．無形固定資産 127,857  109,676  117,154  

３．投資その他の資産 842,102  873,581  831,205  

固定資産合計 6,256,336 41.4 5,791,403 33.6 6,117,685 39.9 

資産合計 15,119,049 100.0 17,226,437 100.0 15,347,641 100.0 

       

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛金 2,058,624  3,373,356  2,500,616  

２．短期借入金 4,110,400  2,920,000  3,510,000  

３．１年内返済予定の長期借入金 671,720  615,860  671,720  

４．賞与引当金 89,283  99,132  205,291  

５．その他 888,498  1,023,568  1,127,878  

流動負債合計 7,818,526 51.7 8,031,918 46.6 8,015,507 52.2 

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 1,274,390  658,530  1,106,460  

２．退職給付引当金 2,266,711  2,456,152  2,326,717  

３．その他 245,791  179,474  227,235  

固定負債合計 3,786,892 25.1 3,294,156 19.1 3,660,412 23.9 

負債合計 11,605,418 76.8 11,326,074 65.7 11,675,919 76.1 

（少数株主持分）       

少数株主持分 278,775 1.8 － － 257,124 1.7 

（資本の部）       

Ⅰ 資本金 5,837,500 38.6 － － 5,837,500 38.0 

Ⅱ 利益剰余金 △2,183,945 △14.4 － － △2,054,499 △13.4 

Ⅲ その他有価証券評価差額金 16,236 0.1 － － 18,035 0.1 

Ⅳ 為替換算調整勘定 △426,260 △2.8 － － △377,542 △2.5 

Ⅴ 自己株式 △8,675 △0.1 － － △8,896 △0.0 

資本合計 3,234,855 21.4 － － 3,414,596 22.2 

負債・少数株主持分及び資本合計 15,119,049 100.0 － － 15,347,641 100.0 



―   ― 4

 
前第３四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 
前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 

区分 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 － － 5,837,500 33.9 － － 

２．利益剰余金 － － 77,069 0.4 － － 

３．自己株式 － － △10,554 △0.0 － － 

株主資本合計 － － 5,904,014 34.3 － － 

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価差額金 － － 12,279 0.1 － － 

２．為替換算調整勘定 － － △286,221 △1.7 － － 

評価・換算差額等合計 － － △273,942 △1.6 － － 

Ⅲ 少数株主持分 － － 270,290 1.6 － － 

純資産合計 － － 5,900,362 34.3 － － 

負債純資産合計 － － 17,226,437 100.0 － － 

       

 



―   ― 5

(2) （要約）四半期連結損益計算書 

 
前第３四半期連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 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 11,464,030 100.0 14,118,298 100.0 15,494,385 100.0 

Ⅱ 売上原価 8,942,397 78.0 9,710,886 68.8 12,047,423 77.8 

売上総利益 2,521,632 22.0 4,407,412 31.2 3,446,961 22.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,164,530 18.9 2,301,351 16.3 2,927,174 18.9 

営業利益 357,101 3.1 2,106,061 14.9 519,787 3.3 

Ⅳ 営業外収益 222,724 1.9 89,457 0.6 345,031 2.2 

Ⅴ 営業外費用 144,523 1.2 114,881 0.8 188,354 1.2 

経常利益 435,302 3.8 2,080,637 14.7 676,463 4.3 

Ⅵ 特別利益 578,990 5.1 28,475 0.2 596,205 3.9 

Ⅶ 特別損失 536,295 4.7 116,875 0.8 639,338 4.1 

税金等調整前第３四半期（当
期）純利益 477,998 4.2 1,992,237 14.1 633,330 4.1 

法人税、住民税及び事業税 12,161 0.1 38,297 0.3 37,349 0.2 

法人税等調整額 21,564 0.2 △190,792 △1.4 31,124 0.2 

少数株主損失（△利益） 42,449 0.3 △13,165 △0.1 51,311 0.3 

第３四半期（当期）純利益 486,721 4.2 2,131,568 15.1 616,168 4.0 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年12月31日まで） 

（単位：千円） 

株主資本 

 
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 5,837,500 △2,054,499 △8,896 3,774,104 

第３四半期連結会計期間中の変動額     

第３四半期純利益  2,131,568  2,131,568 

自己株式の取得   △1,657 △1,657 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）     

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計 

－ 2,131,568 △1,657 2,129,910 

平成18年12月31日 残高 5,837,500 77,069 △10,554 5,904,014 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 18,035 △377,542 △359,507 257,124 3,671,721 

第３四半期連結会計期間中の変動額      

第３四半期純利益     2,131,568 

自己株式の取得     △1,657 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額） △5,756 91,321 85,564 13,165 98,729 

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計 △5,756 91,321 85,564 13,165 2,228,640 

平成18年12月31日 残高 12,279 △286,221 △273,942 270,290 5,900,362 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第３四半期連結会計期間 
(平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで) 

前連結会計年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで) 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前第３四半期(当期)
純利益 

477,998 1,992,237 633,330 

減価償却費 721,717 488,784 951,747 

減損損失 406,742 114,063 411,582 

貸倒引当金の増加額(△減少額) 24,883 27,624 △83,803 

賞与引当金の減少額 △118,401 △106,222 △2,716 
退職給付引当金の増加額 
(△減少額) △408,525 129,434 △348,520 

受取利息及び受取配当金 △2,549 △2,206 △3,222 

支払利息 120,567 86,957 156,787 

為替差益 △10,412 △373 △9,888 

持分法による投資損失(△利益) 4,840 △4,186 △9,705 

固定資産売却益 △38,507 △28,307 △52,822 

固定資産処分損 40,501 2,811 51,766 

投資有価証券売却益 △335,632 － △335,632 

投資有価証券売却損 1,277 － 1,277 

会員権売却益 △6,633 － △6,633 

会員権評価損 2,137 － 2,137 

会員権売却損 7,437 － 7,437 

持分変動損益 △18,147 － △18,147 

金型補償損失 － － 119,269 

売上債権の減少額(△増加額) 565,034 △484,276 816,451 

たな卸資産の減少額(△増加額) 406,093 △699,183 416,234 

未収消費税等の減少額 139,414 32,613 139,613 
その他流動資産の減少額(△増加
額) △119,670 168,932 △201,029 

仕入債務の増加額(△減少額) △123,908 844,809 294,807 

その他流動負債の減少額 △303,943 △81,914 △266,345 

その他固定負債の減少額 △23,962 △17,757 △31,731 
固定化営業債権の減少額(△増加
額) 

△50,171 △21,552 84,162 

役員賞与の支払額 △2,500 － △2,500 

小計 1,355,678 2,442,288 2,713,906 

利息及び配当金の受取額 2,674 1,277 3,342 

利息の支払額 △119,031 △86,350 △155,119 

法人税等の支払額 △224,311 △40,402 △237,316 

法人税等の還付額 2,275 6,524 2,275 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,017,285 2,323,337 2,327,088 
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前第３四半期連結会計期間 
(平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで) 

前連結会計年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで) 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △413,887 △259,255 △491,837 

有形固定資産の売却による収入 210,236 60,139 285,127 

投資有価証券の取得による支出 △875 △82,348 △1,025 

投資有価証券の売却による収入 602,696 － 602,696 

定期預金の預入による支出 △290,000 △150,000 △410,000 

定期預金の払戻による収入 150,000 270,000 290,000 

その他の投資活動による支出 △4,158 △19,254 △8,115 

その他の投資活動による収入 29,776 5,923 59,134 

投資活動によるキャッシュ・フロー 283,786 △174,794 325,978 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の減少額 △1,500,089 △590,000 △2,100,489 

長期借入による収入 720,000 － 720,000 

長期借入金の返済による支出 △438,070 △503,790 △606,000 

自己株式の取得による支出 △1,845 △1,657 △2,067 

少数株主への株式の発行による 
収入 

97,930 － 97,930 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,122,075 △1,095,447 △1,890,627 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 13,792 16,148 △11,396 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 192,789 1,069,242 751,043 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,999,634 2,715,426 1,999,634 

Ⅶ 連結子会社から持分法適用会社への
異動による減少額 △35,250 － △35,250 

Ⅷ 現金及び現金同等物の第３四半期
末（期末）残高 

2,157,172 3,784,669 2,715,426 
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第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ９社 

連結子会社名 

 アピックヤマダ販売株式会

社 

 アピックアシスト株式会社 

 アピックビジネス株式会社 

 コパル・ヤマダ株式会社 

 APIC YAMADA SINGAPORE PTE 

LTD 

 APIC YAMADA（THAILAND） 

CO.,LTD. 

 山田尖端科技（上海）有限

公司 

 上海山田尖端商務咨詢有限

公司 

 AYS-THAILAND CO.,LTD. 

 なお、会津アピックヤマダ株式

会社は、平成17年７月31日をもっ

て解散しているため、解散までの

損益計算書のみ連結しておりま

す。また、済南晶恒山田電子精密

科技有限公司は、同社の第三者割

当増資の実行に伴う出資比率の変

更により、当第３四半期連結会計

期間より連結の範囲から除外して

おります。 

連結子会社の数 ９社 

会社名 

 アピックヤマダ販売株式会

社 

 アピックアシスト株式会社 

 アピックビジネス株式会社 

 コパル・ヤマダ株式会社 

 APIC YAMADA SINGAPORE PTE 

LTD 

 APIC YAMADA（THAILAND） 

CO.,LTD. 

 山田尖端科技（上海）有限

公司 

 山田尖端貿易（上海）有限

公司 

 AYS-THAILAND CO.,LTD. 

 

連結子会社の数 ９社 

会社名 

 アピックヤマダ販売株式会

社 

 アピックアシスト株式会社 

 アピックビジネス株式会社 

 コパル・ヤマダ株式会社 

 APIC YAMADA SINGAPORE PTE 

LTD 

 APIC YAMADA（THAILAND） 

CO.,LTD. 

 山田尖端科技（上海）有限

公司 

 山田尖端貿易（上海）有限

公司 

 AYS-THAILAND CO.,LTD. 

 会津アピックヤマダ株式会社及

び上海山田尖端商務咨詢有限公司

は清算により、済南晶恒山田電子

精密科技有限公司は、同社の第三

者割当増資の実行に伴う出資比率

の変更により、当連結会計年度よ

り連結の範囲から除外しておりま

す。 

 山田尖端貿易（上海）有限公司

は、新規設立に伴い当連結会計年

度より連結の範囲に含めておりま

す。 

２．持分法の適用に関する

事項 

(1）持分法適用の関連会社数 

２社 

会社名 

済南晶恒山田電子精密科技

有限公司 

銅陵三佳山田科技有限公司 

 済南晶恒山田電子精密科技有限

公司は、同社の第三者割当増資の

実行に伴う出資比率の変更によ

り、当第３四半期連結会計期間よ

り持分法適用の関連会社としてお

ります。 

(1）持分法適用の関連会社数 

２社 

会社名 

済南晶恒山田電子精密科技

有限公司 

銅陵三佳山田科技有限公司 

(1）持分法適用の関連会社数 

２社 

会社名 

済南晶恒山田電子精密科技

有限公司 

銅陵三佳山田科技有限公司 

 済南晶恒山田電子精密科技有限

公司は、同社の第三者割当増資の

実行に伴う出資比率の変更によ

り、当連結会計年度より持分法適

用の関連会社としております。 

 (2）持分法適用会社２社は、第３

四半期決算日が第３四半期連結

決算日と異なるため、持分法適

用会社の第３四半期会計期間に

係る財務諸表を使用しておりま

す。 

(2） 同左 (2）持分法適用会社２社は、決算

日が連結決算日と異なるため、

持分法適用会社の事業年度に係

る財務諸表を使用しておりま

す。 

 



―   ― 10

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

３．連結子会社の第３四半

期決算日（決算日）等

に関する事項 

 連結子会社のうち、アピックヤ

マダ販売株式会社、アピックアシ

スト株式会社、アピックビジネス

株式会社及びコパル・ヤマダ株式

会社の第３四半期決算日は12月31

日であり、APIC YAMADA 

SINGAPORE PTE LTD、APIC YAMADA 

(THAILAND) CO.,LTD.、山田尖端

科技（上海）有限公司、上海山田

尖端商務咨詢有限公司及びAYS-

THAILAND CO.,LTD.の第３四半期

決算日は９月30日であります。本

第３四半期連結財務諸表の作成に

当たっては、当該第３四半期決算

日現在の財務諸表を使用してお

り、第３四半期連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 連結子会社のうち、アピックヤ

マダ販売株式会社、アピックアシ

スト株式会社、アピックビジネス

株式会社及びコパル・ヤマダ株式

会社の第３四半期決算日は12月31

日であり、APIC YAMADA 

SINGAPORE PTE LTD、APIC YAMADA 

(THAILAND) CO.,LTD.、山田尖端

科技（上海）有限公司、山田尖端

貿易（上海）有限公司及びAYS-

THAILAND CO.,LTD.の第３四半期

決算日は９月30日であります。本

第３四半期連結財務諸表の作成に

当たっては、当該第３四半期決算

日現在の財務諸表を使用してお

り、第３四半期連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 連結子会社のうち、アピックヤ

マダ販売株式会社、アピックアシ

スト株式会社、アピックビジネス

株式会社及びコパル・ヤマダ株式

会社の決算日は３月31日であり、

APIC YAMADA SINGAPORE PTE 

LTD、APIC YAMADA (THAILAND) 

CO.,LTD.、山田尖端科技（上海）

有限公司、山田尖端貿易（上海）

有限公司及びAYS-THAILAND 

CO.,LTD.の決算日は12月31日であ

ります。本連結財務諸表の作成に

当たっては、同決算日現在の財務

諸表を使用しており、連結決算日

との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。 

４．会計処理基準に関する

事項 

   

イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 (1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 第３四半期期末日の市場

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） 

第３四半期期末日の市場

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） 

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

 ハ．たな卸資産 ハ．たな卸資産 ハ．たな卸資産 

 (イ）製品・仕掛品 (イ）製品・仕掛品 (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 

主として総平均法による

原価法 

同左 同左 

 (ロ）原材料・貯蔵品 (ロ）原材料・貯蔵品 (ロ）原材料・貯蔵品 

 主として移動平均法による

原価法 

同左 同左 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却方法 

イ．有形固定資産 

主として定率法 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

イ．有形固定資産 

同左 

イ．有形固定資産 

同左 

 建物及び構築物   

       ３年～60年   

 機械装置及び運搬具   

       ４年～12年   

 工具器具備品   

       ２年～20年   

 ロ．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 

ロ．無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

ロ．無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

(3）重要な引当金の計上

基準 

イ．貸倒引当金 

 売上債権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。 

イ．貸倒引当金 

同左 

イ．貸倒引当金 

同左 

 ロ．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

当第３四半期連結会計期間負担

額を計上しております。なお、

在外子会社では賞与引当金は該

当ありません。 

ロ．賞与引当金 

同左 

ロ．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

当連結会計年度負担額を計上し

ております。なお、在外子会社

では賞与引当金は該当ありませ

ん。 

 ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当第３四半期連

結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連結会

計年度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。 

ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当第３四半期連

結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連結会

計年度から費用処理しておりま

す。 

ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において

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連結会

計年度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。 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

(4）重要な外貨建の資産

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、第３四

半期連結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。ま

た、在外子会社等の資産及び負債

並びに収益及び費用は、第３四半

期連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算しております。な

お、換算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。 

 外貨建金銭債権債務は、第３四

半期連結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。ま

た、在外子会社等の資産及び負債

並びに収益及び費用は、第３四半

期連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算しております。な

お、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決

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。また、在外子会

社等の資産及び負債並びに収益及

び費用は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算しておりま

す。なお、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

(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 同左 

(6）重要なヘッジ会計の

方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについて、

特例処理を採用しておりま

す。 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段･･･金利スワップ 

 ヘッジ対象･･･借入金 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ハ．ヘッジ方針 

 金利変動リスクの低減のた

め、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理の要件を満たして

いるため、有効性評価を省略

しております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）消費税等の会計処理

方法 

 税抜方式によっております。 同左 同左 

５．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

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

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 
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第３四半期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 

前第３四半期連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前連結会計年度 
（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） 

 当第３四半期連結会計期間より、「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は5,630,072千円であります。 

―――――― 
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５．セグメント情報 
(1) 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年12月31日まで） 

 
半導体製造
装置 
（千円） 

金型 
（千円） 

リードフ
レーム等 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売
上高 

4,099,528 3,195,837 4,168,663 11,464,030 － 11,464,030 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

7,075 4,872 － 11,948 (11,948) － 

計 4,106,604 3,200,710 4,168,663 11,475,978 (11,948) 11,464,030 

営業費用 3,835,146 2,859,774 3,923,625 10,618,546 488,382 11,106,928 

営業利益 271,458 340,936 245,038 857,432 (500,330) 357,101 

 

当第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年12月31日まで） 

 
半導体製造
装置 
（千円） 

金型 
（千円） 

リードフ
レーム等 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売
上高 

6,334,492 3,838,680 3,945,125 14,118,298 － 14,118,298 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,676 4,598 5 6,280 (6,280) － 

計 6,336,168 3,843,279 3,945,131 14,124,579 (6,280) 14,118,298 

営業費用 4,682,233 3,251,135 3,548,942 11,482,311 529,925 12,012,237 

営業利益 1,653,935 592,143 396,188 2,642,267 (536,206) 2,106,061 
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前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 
半導体製造
装置 
（千円） 

金型 
（千円） 

リードフ
レーム等 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売
上高 5,576,814 4,424,404 5,493,166 15,494,385 － 15,494,385 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 7,781 8,037 － 15,818 (15,818) － 

計 5,584,595 4,432,442 5,493,166 15,510,203 (15,818) 15,494,385 

営業費用 5,185,573 4,002,763 5,156,761 14,345,098 629,499 14,974,598 

営業利益 399,021 429,678 336,405 1,165,105 (645,318) 519,787 

 （注）１．事業は、製品の分類を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

半導体製造装置 モールディング装置、リード加工機、テストハンドラー 

金型 モールド金型、リード加工金型、リードフレーム金型、その他金型 

リードフレーム等 リードフレーム 

３．前第３四半期連結会計期間、当第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、500,330千円、536,206千円及び645,318千円で

あり、主として当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 
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(2) 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年12月31日まで） 

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売
上高 8,397,041 3,066,988 11,464,030 － 11,464,030 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 474,311 307,666 781,978 (781,978) － 

計 8,871,352 3,374,655 12,246,008 (781,978) 11,464,030 

営業費用 8,099,482 3,289,093 11,388,576 (281,647) 11,106,928 

営業利益 771,870 85,561 857,432 (500,330) 357,101 

 

当第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年12月31日まで） 

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売
上高 11,309,798 2,808,500 14,118,298 － 14,118,298 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 778,566 249,061 1,027,628 (1,027,628) － 

計 12,088,364 3,057,562 15,145,926 (1,027,628) 14,118,298 

営業費用 9,652,239 2,851,419 12,503,659 (491,421) 12,012,237 

営業利益 2,436,125 206,142 2,642,267 (536,206) 2,106,061 
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前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売
上高 

11,674,344 3,820,040 15,494,385 － 15,494,385 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

595,629 340,105 935,735 (935,735) － 

計 12,269,974 4,160,146 16,430,120 (935,735) 15,494,385 

営業費用 11,052,057 4,212,957 15,265,015 (290,416) 14,974,598 

営業利益（△損失） 1,217,916 △52,811 1,165,105 (645,318) 519,787 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア──シンガポール共和国、タイ王国、中華人民共和国 

３．前第３四半期連結会計期間、当第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、500,330千円、536,206千円及び645,318千円で

あり、主として当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 
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平成 19 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 

平成 19 年２月７日 

上場会社名 アピックヤマダ株式会社 （コード番号：6300 東証第二部） 
（ＵＲＬ http://www.apicyamada.co.jp/）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名  代表取締役社長        山田 兼二 （ＴＥＬ：（026）275-2111） 

               責任者役職・氏名  常務取締役       野中 正樹 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
  
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：  無 
② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：  無 

 
（記載金額は百万円未満切捨表示） 

 
２．平成19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18 年４月1 日～平成 18 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

19 年３月期第３四半期 11,415 37.3  1,717 641.8  1,779 424.6  1,871 397.7 
18 年３月期第３四半期  8,316 △44.6  231 94.8  339 59.8  376 61.5 

(参考)18 年３月期  11,458   366   510   434  
 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

19 年３月期第３四半期 144.64 － 
18 年３月期第３四半期 29.05 － 

(参考)18 年３月期 33.56 － 
 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
(2) 財政状態の変動状況 

 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 

19 年３月期第３四半期 15,162 5,229 34.5 404.14 
18 年３月期第３四半期 13,482 3,304 24.5 255.37 

(参考)18 年 3 月期 13,640 3,364 24.7 260.00 

 
(3) 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          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年３月期第３四半期 1,805 134 △920 2,839 
18 年３月期第３四半期 1,017 525 △946 1,309 

(参考)18 年３月期 2,178 585 △1,656 1,819 
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３．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 15,100 2,000 2,100 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 162 円 30 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 主として連結業績予想の修正と同様の理由により、上記のとおり前回予想（平成18 年 11 月８日

公表）を修正いたします。 

※ 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。 


