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問合せ先責任者（役職名）取締役       （氏名）島田 恭介  ＴＥＬ(03)5783-7878 
定時株主総会開催予定日   平成 19年 ６月 27日     配当支払開始予定日  平成 19年 ６月 28日 
有価証券報告書提出予定日  平成 19年 ６月 28日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成19年３月期の連結業績（平成 18年 ５月 １日～平成 19年 ３月 31日） 
（１）連結経営成績                                                   （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年３月期 
18年４月期 

百万円   ％ 

７，４６８  2.7 
７，２７０ 63.5 

百万円   ％ 

５２９  34.7 
 ３９３  5.9 

百万円   ％ 

５２２  8.1 
４８３  35.8 

百万円   ％ 

３０７  23.8 
２４８  56.3 

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 
19年３月期 
18年４月期 

円 銭 

6,962 44 
6,483 44 

円 銭 

6,827 76 
6,291 72 

％ 

７．５ 
７．４ 

％ 

５．３ 
８．７ 

％ 

７．１  
５．４  

（注）平成19年３月期は決算期変更により平成18年５月より平成19年３月までの11ヶ月の変則決算となっており 
ます。 

(参考)  持分法投資損益     19年３月期     △５２百万円  18年４月期     － 百万円 
 
（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 

 
19年３月期 
18年４月期 

百万円 

９，９３７    
６，３４８    

百万円 

  ４, ２２６   
 ３，９６５   

％ 

４２．５  
６２．５  

円 銭 

95,358 80 
90,069 55 

 (参考)  自己資本       19年３月期    ４，２２６百万円 18年４月期  ３，９６５百万円 
 
（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 

 
19年３月期 
18年４月期 

百万円 
△１，６４２    
△７２４    

百万円 
△７６２    
△４４４    

百万円 
２，６９７    
１，２０８    

百万円 
６６１    
３７０    

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 

中間期末 
第３ 
四半期末 

期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 
18年４月期 
19年３月期 

円 銭 
 ― ― 

― ― 

円 銭 
― ― 

― ― 

円 銭 
― ― 

― ― 

円 銭 
1,000 00 

1,100 00 

円 銭 
1,000 00 

1,100 00 

百万円 
４３    
４８     

％ 
１５．４  
１５．８  

％ 
１．２  
１．２  

20年３月期 
（予想） 

 

― ― 

 

― ― 
 

― ― 
 
2,180 00 

 
2,180 00 

 
  461 

 
３０．０   

 

 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円    ％ 

16,300    ― 
36,100  ― 

百万円    ％ 

1,200    ― 
2,950  ― 

 

百万円    ％ 

1,200    ― 
2,950  ― 

 

百万円    ％ 

624    ― 
1,534  ― 

  

円 銭 

2,948 58 
7,248 60 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   有 ・ 無 
 
（２）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 ・ 無 
 
② ①以外の変更                有 ・ 無 
（注）詳細は、11ページ「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」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 44,327株   18年４月期 43,966株 
② 期末自己株式数           19年３月期   ― 株   18年×月期     5株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご
覧ください。 

 
（参考）個別業績の概要 
 
１．19年３月期の個別業績（平成 18年 ５月 １日～平成 19年 ３月 31日） 
（１）個別経営成績                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年３月期 
18年４月期 

百万円   ％ 

６，９０９ △ 0.2 
６，９２２  57.3 

百万円   ％ 

４４４  0.6 
４４２  5.9 

百万円   ％ 

４７８ △ 8.0 
５２０   30.8 

百万円   ％ 

２６４ △ 9.6 
２９２  37.5 

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 
19年３月期 
18年４月期 

円  銭 
5,997  76  
7,677  39 

円  銭 
5,881   74 
7,450   36 

（注）平成19年３月期は決算期変更により平成18年５月より平成19年３月までの11ヶ月の変則決算となっており 
ます。 

 
（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年３月期 
18年４月期 

百万円 
９，７３９   
６，３５４     

百万円 
    ４，２２９    
４，００３      

％ 
 ４３．４  
６３．０   

円  銭 
95,422 53   
90,928 16 

 (参考)  自己資本     19年３月期 ４，２３３百万円   18年４月期 ４，００３百万円 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意 
1. ｢２. 配当の状況｣平成20年3月期（予想）につきましては、株式会社エイペックスの完全親会社であるユナイ 
テッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社の配当予想であります。 

2.「３．平成20年３月期の連結業績予想」は、株式会社エイペックスの完全親会社であるユナイテッド・テクノ
ロジー・ホールディングス株式会社の連結業績であります。 
3. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、ユナイテッド・テクノロジー・ホールディング
ス株式会社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は
さまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
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1. 経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、高水準の企業収益と雇用者所得の増加、さらには海外経済の拡大など内外

需要の増加により、景気は堅調に推移いたしました。 

 当社グループの属する半導体及び半導体装置産業は、期前半は国内において薄型テレビをはじめとするデジタル家

電製品がサッカーのワールドカップ効果により大きな伸びを示したことに加え、世界的なカーエレクトロニクスや情

報関連機器需要の増加により、拡大を続けてまいりましたが、後半にはいると新規ラインの稼動による能力増強とワ

ールドカップ後の生産調整などにより在庫が増加、さらにはデバイス価格の下落もあり、半導体デバイスメーカー各

社が生産の増加に慎重になるようになってまいりました。 

 このような状況において当社グループでは、高品質な中古半導体製造装置のタイムリーな提供により、顧客である

半導体デバイスメーカーのコストダウンを支えるイコールパートナーを目指し、グローバルな情報網を生かした売れ

筋装置の先行仕入れによる在庫力の強化、国内外のエンジニアリング会社との提携強化による技術サービス力の拡充

などを積極的に進め、拡大する中古装置需要への対応を図ってまいりました。 

 なお、当社は、平成18年11月20日に、日本エイム株式会社と株式移転による完全親会社、ユナイテッド・テクノ

ロジー・ホールディングス株式会社を設立し、経営統合を行う旨を定めた株式移転計画書を締結し、同 12月 19日の

臨時株主総会にて、平成19年４月２日に同社を設立し、経営統合を行うことを承認可決されました。この経営統合に

ともない、当社は、決算期を従来の４月から３月に変更、そのため当連結会計年度は、平成18年５月から平成 19年

３月までの11ヶ月間の変則決算となっております。 

 以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は7,468,405千円（前期比2.7%増）となりました。 

営業利益は、子会社、㈱エイペックス･アドバンスト･テクノロジーの黒字化により、売上総利益率が 1.4ポイント改

善したことに加え、販売費及び一般管理費を9,728千円減少したことにより、529,963千円（前期比34.7%増）となり

ました。経常利益につきましては、為替差益の減少と、持分法投資損失52,824千円の発生により、522,617千円（前

期比8.1%増）となり、当期純利益は307,014千円（前期比23.8％増）となっております。 

 事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

 半導体装置事業では、中古装置の販売において、国内をはじめ、アジア地区の旺盛な設備投資需要を背景に顧客ニ

ーズを捉えた在庫装置の品揃えの強化により順調に推移いたしました。さらにテックサービスにおいても、リファビ

ッシュ案件の増加等により、699,544千円（前期比57.0%）と大幅に増加いたしました。 

 当連結会計年度における半導体製造装置事業の売上高は、7,025,806千円（前期比 0.6%増）となり、営業利益はテ

ックサービスの増加により、700,926千円（前期比7.0%増）となっております。 

 プローブカード事業では、同製品の製造・販売を行う㈱エイペックス･アドバンスト･テクノロジーの売上拡大にと

もない、前期の営業損失から営業利益を計上するようになりました。 

 当連結会計年度におけるプローブカード事業の売上高は、442,598千円（前期比53,3%増）、営業利益は53,908千円

（前期は35,407千円の営業損失）となりました。 

 所在地別セグメントの状況は以下のとおりです。 

 日本では、輸出売上が韓国向けは減少いたしましたが、シンガポール及び中国・台湾向けが伸長したしました。ま

た、国内においてもテックサービスの増加により、順調に推移いたしました。 

 当連結会計年度における日本の売上高は、7,248,710千円（前期比0.6%増）、営業利益は462,814（前期比26.7%減）

となっております。 
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 韓国では、Apex Semiconductor, Inc.において、韓国国内の顧客向けの売上げの拡大により、売上高は 965,268千

円（前期比68.0%増）、営業利益は、61,980千円（前期比78.2%減）となっております。 

 

(2)財政状態に関る分析 

 当連結会計年度末の財政状態といたしましては、総資産は、前期末に比べ 3,588,433千円増加し、9,937,311千円

となりました。増加の要因としては、受取手形及び売掛金が 751,755千円、戦略在庫として、棚卸資産が 1,262,534

千円並びに投資その他に計上されている共同仕入在庫が546,024千円それぞれ増加したことによります。 

 負債は、前期末に比べ 3,326,811千円増加し、5,710,341千円となりました。増加の要因としては、短期借入金が

2,728,000千円、買掛金が496,105千円それぞれ増加したことによります。 

 自己資本は、前期末に比べ261,622千円増加し、4,226,969千円になっております。 

 これらの結果、自己資本比率は、前期末の62.5％から42.5％になっております。 

    

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前期比 291,397千円増加し、661,645千円となりました。当連結会

計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果費消した資金は 1,642,985千円となり、前年同期に比べ 918,642千円増加いたしました。これは

主に、税金等調整前当期純利益が522,617千円、持分法による投資損益が52,824千円を、売上債権の増加1,061,066

千円及びたな卸資産の増加1,237,700千円が上回ったことによります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果費消した資金は 762,643千円となり、前年同期に比べ 318,360千円増加いたしました。これは主

に、持分法適用関連会社の株式取得により投資有価証券の取得による支出が86,690千円及び共同仕入により投資そ

の他資産等の取得による支出が601,811千円あったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は、2,697,025千円となり、前年同期に比べ1,488,485千円増加いたしました。これ

は主に、短期借入金の増加による収入2,728,000千円によるものであります。 

 

(3)利益配当に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の配当政策は、継続配当の実施を基本に、連結当期純利益に対する配当性向 10％以上を目処とする業績連

動の配当を加えることで、投資価値の向上を図ることを方針としております。 

一方で中長期的に市場の拡大が見込まれる半導体業界において、当社グループが成長を維持し、業績を拡大し

ていくためには、他社の追随を許さない在庫力と技術力の強化は不可欠であります。そのためには必要な投資を

適切かつ迅速に行うだけの、強固な財務基盤と潤沢な資金の留保は必須と考えております。 

内部留保金につきましては、当社グループの将来の企業価値向上に向けた在庫投資や技術力の強化のための提

携や買収のために活用するとともに、環境変化の激しい半導体業界において、万が一業績が悪化する場合におい

ても配当を実施するための原資として備えてまいります。 

  なお、当期の利益配当につきましては、期末配当として 1,100円といたしました。この結果当期の連結配当性向

は15.8％となっております。 

 平成19年４月２日をもって当社はユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社の完全子会社となりま 
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した。そのため次期の利益配当は同グループの利益配当の方針に従って進めてまいります。 

 

(4)事業等のリスク 

 当社グループの財政状態、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは次のようなものがあります。 

 1)商品在庫保有リスクと商品の安定供給について 

  半導体製造装置の仲介による販売の場合には必ずしも当社自身が商品（中古半導体製造装置）在庫を保有する必

要はありませんが、事業機会を増大させるため、自社で商品在庫を保有することも行っており、これらの商品在庫

が半導体市況の低迷や技術革新による陳腐化などの理由から販売出来なかった場合、商品在庫が滞留し、評価損を

計上するリスクがあります。在庫装置の評価損計上のルールとしては、取得後 18ヶ月経過した段階で取得価額の

50％、24ヶ月経過した段階で更に取得価額の40％の評価損を計上いたします。当社では顧客動向と顧客ニーズを可

能なかぎり事前に把握することにより、顧客需要に対して的確、迅速に応える在庫を保有すると同時にリスクの少

ない適正商品在庫を保つことを基本方針としております。当社においては、商品（中古半導体製造装置）の確保と

適正在庫の維持が最重要事項であると認識し、適正在庫の水準を最大で20億円としております。 

  平成19年３月31日現在の当社の在庫残高は、2,134,205千円（販売先が確定している在庫残高44,712千円を除

く）であり、また当連結会計年度において、38,733千円の在庫評価損を計上いたしました。当社の保有する商品在

庫が長期的に滞留し、在庫評価損を計上した場合、もしくは、装置供給側の事情によって、当社の商品確保が困難

となった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

2)連結子会社の累積損失 

当社の連結子会社、株式会社エイペックス・アドバンスト・テクノロジーは、プローブカードの製造・販売を行

っています。同社は、平成16年9月設立ですが、平成18年4月期まで２期連続で営業損失を計上、また営業キャ

ッシュ・フローも赤字となっております。同社は当連結会計年度から、19,050千円の当期純利益を計上するように

なりましたが、平成19年３月31日現在で126,372千円の累積損失を抱えております。今後の事業環境の変化によ

り、同社が、継続的に黒字を計上できない場合は、減損会計の適用を受ける可能性もあり、その場合には、当社グ

ループの業績並びに財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

3) 為替リスク 

当社の海外売上高比率は、前連結会計年度では68.8％、当連結会計年度で58.6％と高水準となっております。 

海外売上は輸出売上のみならず、海外仕入商品の海外現地売上の取引量も増加しているため、売上、仕入両取引及

びこれに伴う債権、債務の為替換算において為替変動リスクが生じ、連結財務諸表上の損益に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

4) 「外国為替及び外国貿易法」に関する規制について 

 当社の取り扱う半導体製造装置は、「輸出貿易管理令」で定める『武器』または『主要供給国間で合意した軍事用

途にも転用可能な高度技術汎用品』に指定される場合が多く、輸出に関しては装置の該当・非該当の判断、用途の

確認、需要者の確認など厳重に管理しております。しかしながら、見解の相違や事前に予期しなかった事態の発生

などにより何らかの法的責任を負うこととなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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5)その他のリスクとリスクマネジメント 

上記以外のリスクとして、外注先に関するリスク、MEMSプローブカードの開発リスク、M&Aに関するリスクなど

事業活動を進めていく上において、様々なリスクが財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性が考えられます。当

社グループではこうしたリスクを回避、あるいはその影響を最小限に食い止めるため「リスク検討会」を設置し、

リスクマネジメント体制の強化に努めております。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（株式会社エイペックス）及び連結子会社２社（国内１社、海外１社）、関連会社３社（国

内２社、海外１社）により構成されており、中古半導体製造装置の仲介、買付、販売及び装置にかかわる技術サー

ビスの提供、プローブカードの製造・販売を主たる事業内容としております。 

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)半導体製造装置事業 

 当部門においては、中古半導体製造装置の仲介、買付、販売、中古半導体製造装置に対する補修、改造、リファ

ビッシュ（再生）、システムチェック、製造ラインの移設・レイアウト等の技術サービス、各種のコストダウンコ

ンサルティング、半導体製造装置の消耗品（光源等のランプ等）、パーツ及び洗浄装置の販売を行っております。 

（主な関係会社）当社、Apex Semiconductor, Inc.、㈱NSTジャパン、QT Technology, Pte. Ltd.及び㈱セミコ

ンダクタツールジャパン 

(2)プローブカード事業 

 当部門においては、プローブカードの製造及び販売を行っております。 

(主な関係会社)当社及び㈱エイペックス･アドバンスト･テクノロジー 

（注）プローブカード･･･半導体デバイスの検査治具 

[事業系統図] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

                              

        
技術サービス会社 

         
販売会社 

            

            

 

㈱NST Japan 

(露光装置に関する技術サー

ビス)            

                    

           

 

Apex Semiconductor,Inc. 

(韓国) 

(中古装置の仕入及び販売) 

 

                    

 

㈱セミコンダクタツールジャ

パン 

（検査装置に関する技術サー

ビス） 
                   

        
製造・販売会社 

        
技術サービス会社 

            

            

            

            

 

㈱エイペックス･アドバンス

ト･テクノロジー 

（プローブカードの製造・販

売） 

          

QT Technology, Pte. Ltd. 

(シンガポール) 

(半導体製造装置に関する技

術サービス及び部品の提供) 

  

                            

              

 

              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

      

      

   

（国内顧客） （海外顧客） 

   

 

（注）      連結子会社       持分法適用関連会社 

㈱
エ
イ
ペ
ッ
ク
ス 

  

中古装置 

技術サービス 

中古装置 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞｶｰﾄﾞ 
中古装置 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞｶｰﾄﾞの提供 中古装置、技術サービス 

及びﾌﾟﾛｰﾌﾞｶｰﾄﾞの提供 

中古装置及び技術サービ

スの提供 

技術サービス 
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関係会社の状況 

 

名称 住所 
資本金又は 

出資金 
事業の内容 

議決権の所有 

割合又は 

被所有割合 
関係内容 

（連結子会社）    %  

 

Apex Semiconductor, 

Inc． 

韓国 

ｿｳﾙ市 

千韓国 

ウォン 

62,500 
半導体製造装置事業 100.0 

(1)半導体製造装置の輸出

及び輸入 

（2）役員の兼務２名 

株式会社エイペックス･

アドバンスト･テクノロ

ジー  

東京都 

府中市 

千円 

130,000 
プローブカード事業 100.0 

(1) 同社のプローブカード

の販売 

(2) 生産設備の貸与 

 

(持分法適用関連会社）      

株式会社NSTジャパン 
京都府 

亀岡市 

千円 

20,000 
半導体製造装置事業 39.0 

(1)同社への技術サービス

の委託 

(2)役員の兼務１名 

QT Technology,  

Pte. Ltd. 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ﾄﾞﾙ 

1,222,570 

半導体製造装置事業 40.0 
同社への中古半導体製

造装置の販売 

株式会社セミコンダク

タツールジャパン 

栃木県 

那須郡 

千円 

20,000 
半導体製造装置事業 39.0 

(1)同社への技術サービス

の委託 

(2)役員の兼務１名 
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２．経営方針 

(1)会社の経営の基本 

当社グループは、中古半導体製造装置の売買を中核とした総合的なコストダウンソリューションの提供により

お客様の利益拡大に貢献しながら、新たな企業価値を創造することを経営の基本方針としております。そのため

に、当社グループは次の５つを事業の柱とし、高い成長力と収益力を持つ魅力あふれる企業作りを推進しており

ます。 

① 国内外の情報ネットワークと当社の有する査定力を駆使し、お客様のニーズに対応した中古装置を提供い

たします。 

② クリーンルームと空調倉庫を有するエイペックステックセンターを活用し、在庫装置の充実と品質の向上

を図ってまいります。 

③ 国内外のサードパーティー（注）との提携により独自の技術サービスを提供してまいります。エイペック

ステックセンターのクリーンルームを活用したリファビッシュや改造を行うとともに、装置の立上げ保証

サービスも提供してまいります。 

④ 半導体製造ラインの構築・運用のための様々なコストダウンソリューションを提供してまいります。工場

間の装置移設やそれに伴う解体・立上げ作業、定期メンテナンス、装置ユニットの修理などで総合的なコ

ストダウンを実現してまいります。 

⑤ 中古装置の売買や技術サービスで培ったネットワークとノウハウをもとに、新たな商品・技術の開発を行

ってまいります。半導体製造のウエハー工程の技術を活用したMEMS（Micro Electro Mechanical Systems:

微小電気機械システム)プローブカードの開発や、装置関連の消耗部品や中古装置の延命化技術の提供な

どを行いビジネスフィールドを拡大させてまいります。 

    

また、今後はユナイテッド・テクノロジー・ホールディングスグループのミッションに基づき、各グルー

プ会社との連携を深めることにより、高い成長性と収益性を持つ企業グループへの成長を目指してまいりま

す。 

 

（注）サードパーティー：装置の保守・リファビッシュ（中古再生）・改造・立上げ等の技術サポートや技術サ

ービスを行う装置製造会社以外の技術会社。 

 

(2)目標とする経営指標 

当社は、成長性及び収益性の観点から、「売上高成長率」「売上高経常利益率」を重視しております。今後は、ユ

ナイテッド・テクノロジー・ホールディングスグループとしての目標とする経営指標「１株当たり利益成長率30％

以上（３ヵ年平均）」を新たな目標と定め、その達成に努力して参ります。 

 

(3)中長期的な経営戦略 

国内中古半導体製造装置市場は、2000年代に入り、半導体デバイスメーカーのコスト意識の高まりと市場環境の

整備により拡大を遂げております。 

半導体デバイスのアプリケーションが PCやサーバーなどの法人需要から、携帯電話、デジタルカメラ、薄型テ

レビそしてMP３プレーヤーなどの個人消費関連に広がってきております。個人消費に支えられた製品の特徴とし 
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て、台数は急拡大しますが販売価格はすぐにピークアウトしてしまうため、半導体デバイスにも大量生産、急速

立上げと低価格がこれまで以上に求められるようになり、中古装置を活用した低価格かつスピーディーな製造ライ

ンの立上げが企業の生き残りのために不可欠なものとなっております。 

こうした環境のなかで、顧客のコストダウンを支えるイコールパートナーとして信頼を得るとともに、半導体関

連マーケットの一員として、マーケットの成長を支えていくために、当社グループでは、最大の強みである装置の

査定力に加え、在庫力と技術力の更なる強化を図り独自の高付加価値サービスを提供してまいります。 

また、今期よりユナイテッド・テクノロジー・ホールディングスグループの装置事業を担う一員として、グル

ープ会社との連携を強めてまいります。 

 

1) 在庫力の更なる強化と独自のサービスの提供 

中古装置のメリットの一つである「即納」に対応するためには、在庫力の更なる強化は不可欠です。在庫の

強化のためには、査定力はもちろんのこと、情報力と資金力が求められます。当社では次の取り組みにより在

庫力の更なる強化を図ってまいります。 

・国内及び韓国の営業ネットワークを利用した半導体デバイスメーカーからの直接買い取りに加え、アメリカ

をはじめとする海外ネットワークの強化により情報力を高めてまいります。 

・当社の財務力を生かした在庫の買取りとともに、提携先であるBBEM(Babcok & Brown Electronics Management)

との共同在庫の保有や、リース会社との提携の強化により、リース装置の共同販売などを実施し、資金の効

率的な活用を図りながら仕入ルートの多様化を図ってまいります。 

・エイペックステックセンターのクリーンルームを利用した在庫の保管を行ってまいります。立上げ及び電源

投入可能な状態で保管することにより、中古装置の信頼性を高めるとともに、より短期間での稼動を可能と

いたします。 

 2) 技術力の強化 

総合的なコストダウンソリューションの提供のためには、中古装置の提供とともに、リファビッシュや装置

の立上げ保証などの技術サービスが重要になってまいります。当社では2001年以降技術力の強化にいち早く着

手し、現在国内外で100名以上のエンジニアとのネットワークのもと、エイペックステックセンターのクリー

ンルーム内で装置のリファビッシュに取り組んでおり、リファビッシュ、立上げ保証装置の機種を拡大させて

まいります。 

  ・韓国のエンジニアリング会社 NST, Inc. との提携のもとで重点課題である露光装置のリファブ及び立上げに

係るサービスを提供しております。  

  ・８インチ装置の立上げ保証サービスの対応機種を拡大し、顧客ニーズへの対応を進めております。そのため

国内はもとより韓国やシンガポールなど海外のエンジニアリング会社との提携関係を深め、対応機種を広げ

てまいります。 

 3) ビジネスフィールドの拡大 

   半導体関連市場は非常に幅広く、独自の商品・サービスの提供により更なるコストダウンソリューションの

提供により新たな価値の創造が可能です。当社グループでは以下の分野で事業を拡大すべく業務提携や M&Aな

どを活用した事業戦略を推進してまいります。 

・ プローブカード分野では独自のMEMSプローブカードの開発を進めるとともに、特殊な材料を使用したプロ

ーブピンの加工・販売などを行ってまいります。 
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・装置ユニットの修理やメンテナンス、更には中古装置の延命化のための改良などのサービスを実施してまい

ります。 

  ・定期メンテナンスをはじめとするサービスビジネスを強化してまいります。特に、旧式の機種のサポートな

どの分野で当社の強みを生かしたサービスを実施してまいります。 

  

（4）会社の対処すべき課題 

 国内半導体デバイスメーカーの設備投資動向は、足元こそ調整局面にありますが、半導体デバイスのアプリ

ケーションの拡大により、中長期的には拡大していくものを予想されます。その一方で、半導体消費のトレン

ドが薄型テレビなどの個人消費にシフトしていくことに伴い、これまで以上にライン立上げのスピードと、デ

バイス価格下落のなかでも収益を確保できる収益性の高さが求められるようになっております。 

 当社グループといたしましては、このような環境のもとで、中古半導体製造装置の販売を核に、各種の技術

サービス、メンテナンスや保守サービス、そしてプローブカードをはじめとする消耗品にいたる半導体工場の

コストダウンに関連する様々なサービスの提供により、業績の向上に努めてまいります。 
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４. 連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

（平成18年4月30日現在） 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日現在） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１現金及び預金   370,247   661,645   

２受取手形及び売掛金   3,202,026   3,953,781   

３割賦売掛金   355,606   643,689   

４たな卸資産   936,383   2,178,917   

５前渡金   248,311   536,361   

６その他   125,040   256,866   

貸倒引当金   △19,578   △37,910   

流動資産合計   5,218,036 82.2  8,193,351 82.5 2,975,314 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1)建物及び構築物  640,916   656,811    

減価償却累計額  △79,730 561,186  △120,477 536,334   

(2)機械装置及び運搬具  77,834   92,960    

減価償却累計額  △29,446 48,387  △44,707 48,253   

(3)土      地   358,462   358,873   

(4)建設仮勘定   ―   12,314   

(5)その他  16,872   36,656    

減価償却累計額  △10,575 6,297  △14,633 22,022   

有形固定資産合計   974,333 15.3  977,797 9.8 3,464 

２ 無形固定資産         

(1)その他   900   25,545   

無形固定資産合計   900 0.0  25,545 0.3 24,645 

３ 投資その他の資産         

(1)投資有価証券   123,446   142,222   

(2)保証金・敷金   31,942   34,151   

(3)その他   218   564,242   

投資その他の資産合計   155,607 2.5  740,616 7.4 585,008 

固定資産合計   1,130,841 17.8  1,743,960 17.5 613,118 

資産合計   6,348,878 100.0  9,937,311 100.0 3,588,433 

         

（注）平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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前連結会計年度 

（平成18年4月30日現在） 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日現在） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金    621,267   1,117,372   

２ 短期借入金    1,357,000   4,085,000   

３ 未払金   61,638   32,520   

４ 未払費用   34,131   8,075   

５ 未払法人税等   182,059   136,579   

６ 役員賞与引当金   ―   15,950   

７ その他   26,912   220,457   

流動負債合計   2,283,008 35.9  5,615,953 56.5 3,332,944 

Ⅱ 固定負債         

１ 匿名組合債務   99,517   93,474   

２ 繰延税金負債   1,003   913   

固定負債合計   100,521 1.6  94,387 1.0 △6,133 

負債合計   2,383,530 37.5  5,710,341 57.5 3,326,811 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   1,507,309 23.8  ― ― △1,507,309 

Ⅱ 資本剰余金   1,669,926 26.3  ― ― △1,669,926 

Ⅲ 利益剰余金   759,271 12.0  ― ― △759,271 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   2,152 0.0  ― ― △2,152 

Ⅴ 為替換算調整勘定   27,529 0.4  ― ― △27,529 

Ⅵ 自己株式   △841 △0.0  ― ― 841 

資本合計   3,965,347 62.5  ― ― △3,965,347 

負債及び資本合計   6,348,878 100.0  ― ― △6,348,878 

（純資産の部）         

Ⅰ株主資本         

１資本金   ― ―  1,513,409 15.2 1,513,409 

２資本剰余金   ― ―  1,676,026 16.9 1,676,026 

３利益剰余金   ― ―  1,015,683 10.2 1,015,683 

株主資本合計   ― ―  4,205,119 42.3 4,205,119 

Ⅱ評価・換算差額等         

１その他有価証券評価         

差額金   ― ―  1,938 0.0 1,938 

２為替換算調整勘定   ― ―  19,911 0.2 19,911 

評価・換算差額等合計   ― ―  21,850 0.2 21,850 

純資産合計   ― ―  4,226,969 42.5 4,226,969 

負債純資産合計   ― ―  9,937,311 100.0 9,937,311 

         

（注）平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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ユナイテッド･テクノロジー・ホールディングス㈱（2146） 平成19年3月期決算短信 

 

（2）連結損益計算書 

 

 

前連結会計年度 

自 平成17年 5月 1日 

至 平成18年 4月30日 

当連結会計年度 

自 平成18年 5月 1日 

至 平成19年 3月31日 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高   7,270,237 100.0  7,468,405 100.0 198,167 

Ⅱ 売上原価   6,386,554 87.9  6,455,961 86.4 69,406 

繰延割賦売上利益調整額   19,174 0.2  21,078 0.3 1,904 

売上総利益   864,508 11.9  991,366 13.3 126,857 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１ 役員報酬  74,606   70,975    

２ 給与手当  115,502   117,286    

３ 役員賞与引当金繰入額  ―   15,950    

４ 旅費交通費  43,719   44,723    

５ 減価償却費  4,087   7,890    

６ 保険料  2,383   2,108    

７ 荷造運賃  6,816   9,507    

８ 賃借料  2,281   3,429    

９ 技術調査費  37,346   13,358    

10 貸倒引当金繰入額  19,578   18,332    

11 その他  164,808 471,131 6.5 157,839 461,402 6.2 △9,728 

営業利益   393,377 5.4  529,963 7.1 136,586 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  664   1,320    

２ 為替差益  94,508   45,626    

３ 賃貸料収入  3,387   7,500    

４ 匿名組合投資収益  1,768   6,043    

５ その他  6,339 106,667 1.5 10,884 71,374 1.0 △35,292 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  9,255   22,197    

２ 株式交付費  ―   1,425    

３ 新株発行費  4,284   ―    

４ 持分法投資損失  ―   52,824    

５ その他  2,988 16,529 0.2 2,273 78,721 1.1 62,191 

経常利益   483,515 6.7  522,617 7.0 39,101 

税金等調整前当期純利益   483,515 6.7  522,617 7.0 39,101 

法人税、住民税及び事業税  253,779   250,823    

法人税等調整額  △18,361 235,418 3.3 △35,220 215,602 2.9 △19,815 

当期純利益   248,096 3.4  307,014 4.1 58,917 

         

（注）平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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ユナイテッド･テクノロジー・ホールディングス㈱（2146） 平成19年3月期決算短信 

 

（3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

 

 

前連結会計年度 

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） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,167,625 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１ 新株予約権の行使による増加  6,300  

２ 新株引受権の行使による増加  51,002  

３ 転換社債の転換による増加  444,998 502,301 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,669,926 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   536,705 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 当期純利益  248,096 248,096 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  25,531 25,531 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   759,271 
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ユナイテッド･テクノロジー・ホールディングス㈱（2146） 平成19年3月期決算短信 

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自平成18年5月1日 至平成19年3月31日） 

株 主 資 本 評価・換算差額等 

 
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 

為替換算

調整勘定 

評価・換 

算差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成18年4月30日残高 

(千円) 1,507,309 1,669,926 759,271 △841 3,935,665 2,152 27,529 29,682 3,965,347 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 6,100 6,100 ― ― 12,200 ― ― ― 12,200 

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

役員賞与（注） ― ― △5,800 ― △5,800 ― ― ― △5,800 

当期純利益 ― ― 307,014 ― 307,014 ― ― ― 307,014 

自己株式の処分 ― ― △841 841 ― ― ― ― ― 
株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） ― ― ― ― ― △214 △7,617 △7,832 △7,832 
連結会計年度中の変動額

合計（千円） 6,100 6,100 256,412 841 269,453 △214 △7,617 △7,832 261,621 
平成19年3月31日残高 

（千円） 1,513,409 1,676,026 1,015,683 ― 4,205,119 1,938 19,911 21,850 4,226,969 

（注）平成18年7月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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ユナイテッド･テクノロジー・ホールディングス㈱（2146） 平成19年3月期決算短信 

 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

前連結会計年度 

自 平成17年 5月 1日 

至 平成18年 4月30日 

当連結会計年度 

自 平成18年 5月 1日 

至 平成19年 3月31日 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前当期純利益  483,515 522,617  

２ 減価償却費  68,215 62,416  

３ 持分法による投資損益（益：△）  △508 52,824  

４ 役員賞与引当金の増加額  ― 10,150  

５ 貸倒引当金増加額  19,578 18,322 

 

 

６ 受取利息及び受取配当金  △2,266 △2,799  

７ 為替差損益  △11,947 17,143  

８ 支払利息  9,255 22,197  

９ 匿名組合投資利益  △1,768 △6,043  

10 売上債権の増加額  △1,460,729 △1,061,066  

11 たな卸資産の増加額（△）又は減少額  75,209 △1,237,700  

12 前渡金の増加額  △154,030 △286,670  

13 その他流動資産の増加額  △21,053 △14,698  

14 仕入債務の増加額  420,174 482,762  

15 未払消費税等の増加額又は減少額（△）  33,991 △99,456  

16 繰延割賦売上利益の増加額  19,174 21,078  

17 その他流動負債の増加額又は減少額（△）  △20,385 174,040  

18 その他固定負債の減少額  △1,000 ―  

19 その他  57,430 11,048  

小計  △487,145 △1,313,826 △826,680 

20 利息及び配当金の受取額  2,309 2,143  

21 利息の支払額  △9,255 △23,816  

22 法人税等の支払額  △230,250 △307,485  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △724,342 △1,642,985 △918,642 

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  △441,141 △61,670  

２ 無形固定資産の取得による支出  ― △27,284  

３ 投資有価証券の取得による支出  △15,208 △86,690  

４ 投資有価証券売却による収入  ― 14,700  

５ 投資その他の資産等の取得による支出  △2,932 △601,811  

６ 投資その他の資産等の売却による収入  15,000 112  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △444,282 △762,643 △318,360 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の増減額  1,120,000 2,728,000  

２ 株式の発行による収入  113,600 12,200  

３ 自己株式の取得による支出  △388 ―  

４ 配当金の支払額  △24,670 △43,174  

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,208,540 2,697,025 1,488,485 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,815 4,030 5,846 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  38,099 291,397 253,297 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  332,147 370,247 38,099 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  370,247 661,645 291,397 

     

（注）平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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ユナイテッド･テクノロジー・ホールディングス㈱（2146） 平成19年3月期決算短信 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

 至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社  

 連結子会社の名称  同左 

 Apex Semiconductor, Inc．  

 ㈱ｴｲﾍﾟｯｸｽ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ  

２ 持分法の適用に関する事項 (1)持分法を適用した関連会社数    1社 (1)持分法を適用した関連会社数    3社 

 会社等の名称 会社等の名称 

 ﾈｸｻｽ・ﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱ ㈱NSTｼﾞｬﾊﾟﾝ 

  QT Technology,Pte.Ltd. 

  ㈱ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾂｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 (2)持分法を適用していない関連会社 (2)ﾈｸｻｽ・ﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱は、当社が同社株式 

 株式会社 NSTｼﾞｬﾊﾟﾝは、会社設立日が

平成 18年 4月 26日、会社成立日が平

成18年5月1日であるため、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。 

全株を売却したことにより、持分法の適

用範囲から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関 

する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。 

連結子会社のうち、Apex Semiconductor, 

Inc.の決算日は4月30日であります。連結財

務諸表の作成に当たって、この会社について

は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

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 ①有価証券 ①有価証券 

評価方法 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

 償却原価法 同左 

 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 

 連結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） 

同左 

 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 

 ②デリバティブ取引により生ずる債権及

び債務 

②デリバティブ取引により生ずる債権及び

債務 

 時価法 同左 

 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

 ａ 商品  

 個別法による原価法 同左 

 ｂ 製品・仕掛品・原材料  

 総平均法による原価法  
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ユナイテッド･テクノロジー・ホールディングス㈱（2146） 平成19年3月期決算短信 

 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

 至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

(2)重要な減価償却資産の減価 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

償却の方法 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 

機械及び装置   4～9年 

なお、在外連結子会社については主に定

額法 

同左 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法 同左 

 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。 

 

 ③長期前払費用 ③長期前払費用 

 均等償却によっております。 同左 

(3)重要な繰延資産の処理方法 ①新株発行費 ①株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

(4)重要な引当金の計上基準 ①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。 

①貸倒引当金 

 

同左 

 

 ②                ― ②役員賞与引当金 

 

 

当社は役員賞与の支出に備えて、当連結

会計年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、｢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。 

これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ15,950

千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 
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ユナイテッド･テクノロジー・ホールディングス㈱（2146） 平成19年3月期決算短信 

 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

 至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

(5)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

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。な

お、在外子会社の資産及び負債は、決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、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

めて計上しております。 

同左 

(6)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 

(7)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、出資額を連結貸借対照表の

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、

固定負債の「匿名組合債務」として連結貸

借対照表に計上しております。 

レバレッジド・リースに係る匿名組合契約

に関しては、出資額を連結貸借対照表の出資

金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19年3

月31日現在93,474千円となっており、固定

負債の「匿名組合債務」として連結貸借対照

表に計上しております。 

(8)収益及び費用の計上基準 割賦販売取引の会計処理  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。 

同左 

(9)その他連結財務諸表作成の 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

ための重要な事項 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。 
同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。 
同左 

６ 利益処分項目等の取扱に関する 利益処分又は損失処理の取扱方法 利益処分又は損失処理の取扱方法 

事項 連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理に基づいております。 
― 

７ 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現金及

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ヵ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 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、｢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） 

当連結会計年度より、｢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 4,226,969千

円であります。 

なお、連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸

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） 

当連結会計年度より、｢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。 

なお、当連結会計年度において該当事項はございません。 

 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

（連結貸借対照表） 

｢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、当連結会計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、当連結会計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。 

― 
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（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

 

（デリバティブ取引関係） 
決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

 

（税効果会計関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

 

（ストック・オプション等） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 
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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 

   前連結会計年度（自 平成17年5月1日 至 平成18年4月30日） 

 

半導体製造 

装置事業 

（千円） 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞｶｰﾄﾞ 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

（1）外部顧客に 

対する売上高 
6,981,017 289,220 7,270,237 ― 7,270,237 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 6,981,017 289,220 7,270,237 ― 7,270,237 

営業費用 6,326,078 324,627 6,650,705 226,154 6,876,860 

営業利益 

又は営業損失（△） 
654,938 △35,407 619,531 （226,154） 393,377 

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
     

資産 5,529,556 266,157 5,795,713 553,164 6,348,878 

減価償却費 49,439 18,424 67,863 351 68,215 

資本的支出 ― 9,765 ― ― 9,765 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２ 各区分の主な製品 

      (1) 半導体製造装置事業……………半導体製造装置の仲介・売買及び技術サービスの提供 

      (2) プローブカード事業……………各種プローブカードの製造・販売 

     ３ 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主なものは、管理部門にかかる費用であり、当連結会

計年度は225,946千円であります。 

     ４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金預金）、 長期投資資金

（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は553,164千円であります。 

     ５  事業区分の変更 

従来、プローブカードの製造・販売は、半導体製造装置販売事業に含めておりましたが、平成 16年 9月に同事業を行う

株式会社エイペックス・アドバンスト・テクノロジーの設立により、売上割合が増加しており、今後もこの傾向が予想さ

れるため、当連結会計年度より｢プローブカード事業｣として区分表記することに変更いたしました。また、従来、半導体

製造装置に係わる技術サービスを行うテックサービス事業を、半導体製造装置販売事業と区分して表記しておりましたが、

当社グループの各事業における収益面での透明性をより高くするため、半導体製造装置に係わる装置販売と技術サービス

を統合し｢半導体製造装置事業｣に変更することにいたしました。 
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当連結会計年度（自 平成18年5月1日 至 平成19年3月31日） 

 

半導体製造 

装置事業 

（千円） 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞｶｰﾄﾞ 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

（1）外部顧客に 

対する売上高 
7,025,806 442,598 7,468,405 ― 7,468,405 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 7,025,806 442,598 7,468,405 ― 7,468,405 

営業費用 6,324,880 388,690 6,713,571 224,870 6,938,442 

営業利益 700,926 53,908 754,834   （224,870） 529,963 

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
     

資産 9,210,137 413,774 9,623,911 313,399 9,937,311 

減価償却費 41,542 17,607 59,150   3,265 62,416 

資本的支出 23,157 23,616 46,773 29,866 76,639 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２ 各区分の主な製品 

      (1) 半導体製造装置事業……………半導体製造装置の仲介・売買及び技術サービスの提供 

      (2) プローブカード事業……………各種プローブカードの製造・販売 

３ 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主なものは、管理部門にかかる費用であり、当連結会

計年度は224,870千円であります。 

４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

に係る資産等であり、当連結会計年度は313,399千円であります。 

５  会計方針の変更 

（役員賞与に関する会計基準） 

｢連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項｣４.（4）②に記載のとおり、当連結会計年度より｢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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、｢半導体製造装置事業｣及び｢消去又は全社｣の営業費用は15,950千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、｢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。 

なお、当連結会計年度において該当事項はございません。 

６   平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年5月1日 至 平成18年4月30日） 

 
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

（1）外部顧客に 

対する売上高 
6,838,311 431,925 7,270,237 ― 7,270,237 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
363,644 142,520 506,165 （506,165） ― 

計 7,201,956 574,446 7,776,402 （506,165） 7,270,237 

営業費用 6,570,878 290,475 6,861,354   15,506 6,876,860 

営業利益 631,077 283,971 915,048 （521,671） 393,377 

Ⅱ 資産 6,596,170 540,886 7,137,056 （788,178） 6,348,878 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券、出資金）であ

り、当連結会計年度は553,169千円であります。 

 

 

当連結会計年度（自 平成18年5月1日 至 平成19年3月31日） 

 
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

（1）外部顧客に 

対する売上高 
6,869,425 598,979 7,468,405 ― 7,468,405 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
379,284 366,289 745,573 （745,573） ― 

計 7,248,710 965,268 8,213,978 （745,573） 7,468,405 

営業費用 6,785,896 903,288 7,689,184 （750,742） 6,938,442 

営業利益 462,814 61,980 524,794 5,168 529,963 

Ⅱ 資産 9,487,652 1,253,922 10,741,574 （804,263） 9,937,311 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券、保証金）であ

り、当連結会計年度は313,399千円であります。 
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３ 会計方針の変更 

（役員賞与に関する会計基準） 

｢連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項｣４.（4）②に記載のとおり、当連結会計年度より｢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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、｢日本｣の営業費用は15,950千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、｢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。 

なお、当連結会計年度において該当事項はございません。 

４ 平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成17年5月1日 至 平成18年4月30日) 

 韓国 
アジア地域 
（韓国を除く） 

欧米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,883,839 1,172,086 942,755 4,998,681 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 7,270,237 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

39.7 16.1 13.0 68.8 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２  欧米の主な国  アメリカ合衆国 

    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当連結会計年度(自 平成18年5月1日 至 平成19年3月31日) 

 韓国 
アジア地域 

（韓国を除く） 
欧米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,655,774 2,330,874 390,144 4,376,793 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 7,468,405 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
22.2 31.2 5.2 58.6 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２  欧米の主な国  アメリカ合衆国 

    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（1株当たり情報） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

1株当たり純資産額 90,069円55銭 1株当たり純資産額 95,358円80銭 

1株当たり当期純利益金額 6,483円44銭 1株当たり当期純利益金額 6,962円44銭 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益金額 
6,291円72銭 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益金額 
6,827円76銭 

  

 

（注）１ 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項    目 自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

 至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 248,096 307,014 

普通株式に係る当期純利益（千円） 248,096 307,014 

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） 37,371 44,095 

潜在株式調整後 1株当たり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 

 

 

1,139 

 

 

869 

普通株式増加数（株） 1,139 869 

 

 ２ 平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

（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 

 

（株式移転による持株会社の設立） 

当社は、平成 18年 10月 25日開催の取締役会において、

日本エイム株式会社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。その後、平成

18年 12月 19日開催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日に、株式移転によ

り共同持株会社UTホールディングスを設立しました。 

 

(1) 株式移転による事業統合の目的 

日本エイム株式会社は半導体・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。 

当社は、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、

ファービッシュ(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、当社と日本エイ

ム株式会社は、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 株式移転承認臨時株主総会 

平成19年３月27日  上場廃止日 

平成19年４月２日   持株会社設立登記日(株式移転の

日)、持株会社上場日 

 

②株式移転比率 

 
当社 

日本エイム 

株式会社 

株式移転

比率 
1.00 1.14 

(注) 株式の割当比率 

当社の株式１株に対して共同持株会社の株式1株、日本エイ

ム株式会社の株式１株に対して共同持株会社の株式１.14

株を割当て交付いたしました。 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

 

 

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 

UTホールディングスは、平成19年４月２日、ジャスダック

証券取引所ならびに名古屋証券取引所セントレックス市場

に新規上場いたしました。なお、株式移転に伴い当社及び日

本エイム株式会社の株式は、平成19年３月27日(火)に上場

廃止となりました。 

 (3) 共同持株会社の概要 

 

① 社名：ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス 

株式会社 

② 会社の目的：事業子会社の業務遂行の支援・管理及び 

グループ全体の収益向上を図るための戦 

略的経営計画の立案・実行 

③ 資本金の額：20億円(平成19年４月２日現在) 

④ 本店の所在地：東京都港区港南 

⑤ 役員：代表取締役社長 兼 CEO   若山 陽一 

     代表取締役COO       水谷 智 

     取締役         加藤 慎一郎 

     取締役          中川 晃次 

     取締役          栗山 勝宏 

     取締役          辺見 匡文 

     取締役          島田 恭介 

     取締役         山川 昌則 

     監査役          木村 光彦 

      社外監査役        高井 伸夫 

     社外監査役        渡邊 顯 

 

（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30,000千円、持分比率49％、取得価額14,700千円、期

末帳簿価額15,208千円）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

による翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であ

ります。 

 

 

 

 

 

その他 

該当事項はありません。 
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５. 個別財務諸表 

 

(1) 貸借対照表 

  
 前事業年度 

（平成18年4月30日） 

当事業年度 

（平成19年3月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 金額（千円） 
構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   317,501   329,354   

２ 受取手形    30,146   31,730   

３ 売掛金    3,049,192   3,758,986   

４ 割賦売掛金   355,606   643,689   

５ 商品   853,437   1,661,586   

６ 前渡金   219,623   582,157   

７ 前払費用   4,271   4,842   

８ 繰延税金資産   40,344   61,702   

９ 関係会社短期貸付金   20,000   120,000   

10 未収還付税金   44,147   64,719   

11 その他    35,865   177,022   

12 貸倒引当金   △19,578   △37,910   

流動資産合計   4,950,558 77.9  7,397,881 76.0 2,447,323 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1)建物  579,674   593,254    

減価償却累計額  △69,965 509,708  △106,804 486,450   

(2)構築物  18,139   18,139    

減価償却累計額  △5,591 12,547  △7,394 10,745   

(3)機械及び装置  58,941   71,601    

 減価償却累計額  △20,738 38,202  △32,952 38,649   

(4)車両及び運搬具  462   462    

減価償却累計額  △415 46  △434 27   

(5)工具器具及び備品  7,692   27,427    

減価償却累計額  △5,394 2,298  △7,825 19,602   

 （6）土  地   346,290   346,290   

 （7）建設仮勘定   ―   12,314   

有形固定資産合計   909,092 14.3  914,079 9.4 4,986 

２ 無形固定資産         

(1)ソフトウェア   136   23,949   

(2)電話加入権   215   215   

無形固定資産合計   351 0.0  24,164 0.2 23,813 

（注） 平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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 前事業年度 

（平成18年4月30日） 

当事業年度 

（平成19年3月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 金額（千円） 
構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

３ 投資その他の資産         

(1)投資有価証券   100,437   100,077   

(2)関係会社株式   258,416   330,406   

(3)関係会社長期貸付金   111,000   381,407   

(4)保証金・敷金   24,515   26,780   

(5)その他   218   564,242   

投資その他の資産合計   494,587 7.8  1,402,913 14.4 908,325 

固定資産合計   1,404,032 22.1  2,341,157 24.0 937,125 

資産合計   6,354,590 100.0  9,739,039 100.0 3,384,448 

         

（注） 平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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 前事業年度 

（平成18年4月30日） 

当事業年度 

（平成19年3月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 金額（千円） 
構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金    627,256   1,060,105   

２ 短期借入金   1,337,000   3,945,000   

３ 未払金   56,256   44,406   

４ 未払費用   32,792   6,384   

５ 未払法人税等   172,316   124,374   

６ 未払配当金   860   1,646   

７ 役員賞与引当金   ―   15,950   

８ 営業預り金   ―   168,997   

９ 預り金   4,826   4,592   

10 繰延割賦売上利益   19,174   40,252   

11 仮受金   492   463   

12 その他   ―   2,684   

流動負債合計   2,250,975 35.4  5,414,857 55.6 3,163,881 

Ⅱ 固定負債         

１ 匿名組合債務   99,517   93,474   

２ 繰延税金負債   1,003   913   

固定負債合計   100,521 1.6  94,387 1.0 △6,133 

負債合計   2,351,497 37.0  5,509,245 56.6 3,157,747 

         

(資本の部)         

Ⅰ 資本金   1,507,309 23.7  ― ― △1,507,309 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金  1,669,926   ―    

資本剰余金合計   1,669,926 26.3  ― ― △1,669,926 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 利益準備金  230   ―    

２ 任意積立金         

(1)特別償却準備金  231   ―    

(2)別途積立金  300,000   ―    

３ 当期未処分利益  524,084   ―    

利益剰余金合計   824,546 13.0  ― ― △824,546 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   2,152 0.0  ― ― △2,152 

Ⅴ 自己株式   △841 △0.0  ― ― 841 

資本合計   4,003,093 63.0  ― ― △4,003,093 

負債資本合計   6,354,590 100.0  ― ― △6,354,590 

         

（注） 平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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 前事業年度 

（平成18年4月30日） 

当事業年度 

（平成19年3月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 金額（千円） 
構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

1.資本金   ― ―  1,513,409 15.5 1,513,409 

2.資本剰余金         

（1）資本準備金  ―   1,676,026    

資本剰余金合計   ― ―  1,676,026 17.2 1,676,026 

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  ―   588,190    

利益剰余金合計   ― ―  1,038,420 10.7 1,038,420 

株主資本合計   ― ―  4,227,855 43.4 4,227,855 

Ⅱ評価・換算差額等         

1.その他有価証券評価         

差額金   ― ―  1,938 0.0 1,938 

評価・換算差額等         

合計   ― ―  1,938 0.0 1,938 

純資産合計   ― ―  4,229,794 43.4 4,229,794 

負債純資産合計   ― ―  9,739,039 100.0 9,739,039 

         

（注） 平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。 
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（2）損益計算書 

 

 

前事業年度 

自 平成17年 5月 1日 

至 平成18年 4月30日 

当事業年度 

自 平成18年 5月 1日 

至 平成19年 3月31日 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高    6,922,186 100.0  6,909,437 100.0 △12,749 

Ⅱ 売上原価         

１ 期首商品たな卸高  965,598   853,437    

２ 当期商品仕入高   5,822,707   6,757,934    

３ 当期製造原価  215,497   184,966    

４ 他勘定振替高  △49,760   △38,894    

合計  6,954,043   7,757,444    

５ 期末商品たな卸高  853,437 6,100,605 88.1 1,661,586 6,095,857 88.2 △4,747 

 割賦売上未実現利益戻入   1,743 0.0  10,325 0.1 8,582 

割賦売上未実現利益繰延   △20,917 △0.3  △31,403 △0.5 △10,485 

売上総利益   802,406 11.6  792,501 11.4 △9,905 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１ 役員報酬  57,533   53,035    

２ 給与手当  81,790   87,166    

３ 役員賞与引当金繰入額  ―   15,950    

４ 旅費交通費  30,688   33,251    

５ 租税公課  12,180   10,061    

６ 法人事業税  11,000   9,749    

７ 支払手数料  13,070   14,833    

８ 支払報酬  20,264   19,530    

９ 地代家賃  12,546   12,385    

10 減価償却費  442   5,091    

11 技術調査費  37,346   13,358    

12 貸倒引当金繰入額  19,578   18,332    

13 その他  63,898 360,341 5.2 55,124 347,870 5.0 △12,471 

営業利益   442,065 6.4  444,630 6.4 2,565 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   2,926   4,482    

２ 為替差益  80,504   33,532    

３ 賃貸料収入  3,387   7,500    

４ 匿名組合投資収益  1,768   6,043    

５ その他  5,548 94,135 1.3 7,843 59,402 0.9 △34,733 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  8,880   21,902    

２ 株式交付費  ―   １425    

３ 新株発行費  4,284   ―    

４ その他  2,988 16,153 0.2 2,273 25,602 0.4 9,448 

経常利益   520,046 7.5  478,430 6.9 △41,615 

税引前当期純利益   520,046 7.5  478,430 6.9 △41,615 

法人税、住民税及び         

 事業税  244,937   235,256    

法人税等調整額  △17,607 227,329 3.3 △21,302 213,954 3.1 △13,375 

当期純利益   292,716 4.2  264,476 3.8 △28,240 

前期繰越利益   231,368   ―   

当期未処分利益   524,084   ―   

         

（注） 平成19年3月期は決算期変更により平成18年5月より平成19年3月までの11ヶ月の変則決算となっております。
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製造原価明細書 

 

 

前事業年度 

自 平成17年 5月 1日 

至 平成18年 4月30日 

当事業年度 

自 平成18年 5月 1日 

至 平成19年 3月31日 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 労務費   56,434 26.2  39,321 21.3 △17,113 

Ⅱ 経 費 ※1  159,063 73.8  145,644 78.7 △13,419 

当期総製造費用   215,497 100.0  184,966 100.0 △30,531 

当期製造原価   215,497   184,966   

         

（注）※1 主な内訳は、次のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 
項目 

金額（千円） 金額（千円） 

減 価 償 却 費 47,468 40,032 

旅 費 交 通 費 25,493 20,824 

地 代 家 賃 7,091 6,559 
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（3） 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

 
 前事業年度 

（平成18年4月期） 

区分 
注記 

番号 
金額 

Ⅰ 当期未処分利益   524,084 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

１ 特別償却準備金取崩額 ※1 231 231 

合  計   524,316 

Ⅲ 利益処分額    

１ 配当金  43,961  

２ 役員賞与  5,800  

３ 別途積立金  150,000 199,761 

Ⅳ 次期繰越利益   324,555 

    

（注）1.特別償却準備金取崩額は租税特別措置法に基づくものであります。 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成18年5月1日 至平成19年3月31日） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備

金 

特別 

償却 

準備金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成18年4月30日残高（千円） 1,507,309 1,669,926 1,669,926 230 231 300,000 524,084 824,546 △841 4,000,940 

事業年度中の変動額           

新株の発行 6,100 6,100 6,100 ― ― ― ― ― ― 12,200 

特別償却準備金の取崩し（注） ― ― ― ― △231 ― 231 ― ― ― 

別途積立金の積立て（注） ― ― ― ― ― 150,000 △150,000 ― ― ― 

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

役員賞与（注） ― ― ― ― ― ― △5,800 △5,800 ― △5,800 

当期純利益 ― ― ― ― ― ― 264,476 264,476 ― 264,476 

自己株式の処分       △841 △841 841 ― 
株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計（千円） 6,100 6,100 6,100 ― △231 150,000 64,105 213,874 841 226,915 

平成19年3月31日残高（千円） 1,513,409 1,676,026 1,676,026 230 ― 450,000 588,190 1,038,420 ― 4,227,855 

 

評価・換算差額等 

 
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（千円） 2,152 2,152 4,003,093 

事業年度中の変動額    

新株の発行 ― ― 12,200 

特別償却準備金の取崩し（注） ― ― ― 

別途積立金の積立て（注） ― ― ― 

剰余金の配当（注） ― ― △43,961 

役員賞与（注） ― ― △5,800 

当期純利益 ― ― 264,476 

自己株式の処分 ― ― ― 
株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） △214 △214 △214 

事業年度中の変動額合計（千円） △214 △214 226,701 

平成19年3月31日残高（千円） 1,938 1,938 4,229,794 

（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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（4）重要な会計方針 

 前事業年度 当事業年度 

項目 自 平成17年 5月 1日 自 平成18年 5月 1日 

 至 平成18年 4月30日 至 平成19年 3月31日 

１ 有価証券の評価基準及び評価 （1）満期保有目的の債券 （1）満期保有目的の債券 

方法 償却原価法 同左 

 (2) その他有価証券 (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） 

時価のあるもの 

 

同左 

 

 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 

 （3）子会社株式及び関連会社株式 （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 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）の評 時価法 同左 

評価基準及び評価方法   

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 同左 

   

４ 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 (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 

機械及び装置      4～9年 

 

 

 

同左 

 (2)無形固定資産 (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。 

同左 

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

 均等償却によっております。 同左 

５ 繰延資産の処理方法 新株発行費 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

支出時に全額費用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 

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。 

同左 
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 前事業年度 当事業年度 

項目 自 平成17年 5月 1日 自 平成18年 5月 1日 

 至 平成18年 4月30日 至 平成19年 3月31日 

７ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)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。 

同左 

 (2)                 ― (2)役員賞与引当金 

 

 

役員賞与の支出に備えて、当事業年度に

おける支給見込み額に基づき計上してお

ります。 

 

 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、｢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。 

これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ 15,950千円

減少しております。 

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。 

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、固定負債の「匿名組合債務」とし

て貸借対照表に計上しております。 

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

出資金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

19年3月31日現在93,474千円となって

おり、固定負債の「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 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。 

同左 

11 その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

重要な事項 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。 
同左 
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（5）財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前事業年度 当事業年度 

自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

（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） 

当事業年度より、｢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 4,229,794千

円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

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） 

当事業年度より、｢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。 

なお、当事業年度において該当事項はございません。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 当事業年度 

自 平成17年5月 1日 自 平成18年5月 1日 

至 平成18年4月30日 至 平成19年3月31日 

（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。 

― 
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６. その他 

 

（1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動 

 1)就任監査役 

  小野堅一（平成19年5月15日） 

 2)退任監査役 

  木内一秀（平成19年5月15日） 

 3)退任予定取締役 

周   泰鳳（平成19年6月27日） 

  ※ 周泰鳳は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。 

 


