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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 株価収益率については、当社株式は平成16年６月１日付で名古屋証券取引所「セントレックス」市場に上場しており、

それ以前については非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりません。 

３ 第４期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第２期及び第３期については新株引受権の残高が、第

４期については新株引受権及び新株予約権の残高がありますが、当社株式は平成16年６月１日付で名古屋証券取引所

「セントレックス」市場に上場しており、それ以前については非上場・非登録のため、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成14年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月

売上高 (千円) 981,265 1,676,322 2,985,132 4,446,526 7,270,237

経常利益 (千円) 25,253 88,361 428,800 356,089 483,515

当期純利益 (千円) 15,545 48,681 251,134 158,677 248,096

純資産額 (千円) 432,980 481,396 722,827 2,702,097 3,965,347

総資産額 (千円) 629,774 857,343 1,739,610 4,778,773 6,348,878

１株当たり純資産額 (円) 259,269.66 288,261.30 108,207.71 79,376.51 90,069.55

１株当たり当期純利益 (円) 12,004.22 29,150.31 37,549.99 6,184.45 6,483.44

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― 5,010.70 6,291.72

自己資本比率 (％) 68.7 56.1 41.6 56.5 62.5

自己資本利益率 (％) 3.6 10.1 41.7 9.3 7.4

株価収益率 (倍) ― ― ― 24.4 35.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △365,895 277,275 △481,162 △1,836,316 △724,342

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △11,689 △141,597 △104,281 △451,512 △444,282

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 302,300 53,090 431,135 2,430,007 1,208,540

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 156,150 344,100 190,071 332,147 370,247

従業員数 
［外、平均臨時 
雇用者数］ 

(名) 
8 
[1]

12
[2]

15
[4]

45 
[2]

47
[2]



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 株価収益率については、当社株式は平成16年６月１日付で名古屋証券取引所「セントレックス」市場に上場しており、

それ以前は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりません。 

３ 平成17年４月期の１株当たり配当額750円には、特別配当125円を含んでおります。 

４ 第４期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第２期及び第３期については新株引受権の残高

が、また第４期については新株引受権及び新株予約権の残高ありますが、当社株式は平成16年６月１日付で名古屋証券

取引所「セントレックス」市場に上場しており、それ以前は非上場・非登録のため、期中平均株価が把握できませんの

で記載しておりません。 

  

  

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成14年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月

売上高 (千円) 955,200 1,629,566 2,981,198 4,401,034 6,922,186

経常利益 (千円) 10,022 91,521 401,200 397,454 520,046

当期純利益 (千円) 3,360 52,057 226,336 212,938 292,716

資本金 (千円) 196,000 196,000 196,000 1,006,009 1,507,309

発行済株式総数 (株) 1,670 1,670 6,680 34,044 43,966

純資産額 (千円) 420,607 472,432 695,204 2,731,428 4,003,093

総資産額 (千円) 612,793 851,588 1,715,994 4,842,776 6,354,590

１株当たり純資産額 (円) 251,861.02 282,893.48 104,072.52 80,238.16 90,928.16

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
(円) 

― 
(―)

2,500
(―)

625
(―)

750 
(―)

1,000
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 2,595.02 31,172.37 33,882.76 8,299.27 7,677.39

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― 6,724.14 7,450.36

自己資本比率 (％) 68.6 55.5 40.5 56.4 63.0

自己資本利益率 (％) 1.2 11.7 38.8 12.4 8.7

株価収益率 (倍) ― ― ― 18.2 29.7

配当性向 (％) ― 8.0 1.8 9.0 13.0

従業員数 
［外、平均臨時 
雇用者数］ 

(名) 
7 
[1]

11
[2]

14
[4]

17 
[2]

20
[2]



２【沿革】 

  

年月 概要

平成12年５月 東京都渋谷区に株式会社エイペックスを資本金3,000万円で設立、業務を開始

平成12年９月 京都府亀岡市に京都支店を開設 

平成13年６月 連結子会社Apex Semiconductor, Inc．を韓国に設立

平成14年５月 京都テックセンター(京都支店を併合)開設

平成15年５月 プローブカード関連製品の販売を開始

平成16年６月 名古屋証券取引所セントレックス市場に株式を上場

平成16年９月 
東京都府中市に連結子会社株式会社エイペックス・アドバンスト・テクノロジー設立 
（プローブカードの製造を開始） 

平成17年３月 本社及び京都支店がISO9001の認証取得を受ける

平成17年10月 東京都港区に持分法適用関連会社ネクサス・テクノロジ株式会社を設立

平成18年４月 京都府亀岡市に持分法適用関連会社株式会社NSTジャパンを設立



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社、連結子会社２社および関連会社２社で構成されており、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・販売を主たる事業の内容としております。 

 なお、当連結会計年度より、事業の種類別セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財

務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報） 事業の種類別セグメント情報」の「（注５）事業区分の変更」

をご参照下さい。 

  

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

（中古品再生）、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（光源用等のランプ）、パーツおよび洗浄装置の販売を行っております。 

（注） プローブカード…半導体パターンが設計どおりに出来上がっているかを検査する治具。 

  

（主な関係会社）当社及びApex Semiconductor, Inc.  

  

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。 

（注） プローブカード…半導体パターンが設計どおりに出来上がっているかを検査する治具。 

  

（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 

  

事業の系統図は、次のとおりであります。 

 
 （注) １ Apex Semiconductor, Inc.の仕入に関する海外半導体メーカーの査定は当社で行っております。 

２ 商品は、直接エンドユーザー(半導体メーカー)に販売する場合と、商社等を通じて販売する場合があります。 

３ 当社は、中古半導体製造装置の仲介・販売を行っており、仲介の場合は半導体メーカーから顧客に直接商品が引き渡さ

れることになります。 

  

  



４【関係会社の状況】 

 （注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

３ 特定子会社に該当する会社は、ありません。 

  

  

名称 住所
資本金又は
出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の所有割合
（％） 

関係内容 

(連結子会社)     

Apex Semiconductor, Inc． 
韓国 
ソウル市 

62,500
千韓国 
ウォン 

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)貸付金あり 

(3)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 

130,000
千円 

プローブカード事業 100.0

(1)同社のプローブカード
を販売しております。 

(2)当社より生産設備の貸
与を受けております。 

(3)資金援助あり 

(持分法適用関連会社)     

ネクサス・テクノロジ株式会社 
東京都 
 港区 

30,000
千円 

半導体製造装置事業 49.0

(1)同社に半導体装置ユニ
ットの修理を委託して
おります。 

(2)役員の兼務 １名 

株式会社NSTジャパン 
京都府 
 亀岡市 

20,000
千円 

半導体製造装置事業 39.0

(1)同社に露光装置に関す
る技術サービスを委託
しております。 

(2)当社より事務所及びク
リーンルームの貸与を
受けております。 

(3)役員の兼務 １名 



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の[外書]は、嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

  平成18年４月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

半導体製造装置事業 16[―] 

プローブカード事業 25[―] 

統括管理業務 ６[２] 

合計 47[２] 



(2) 提出会社の状況 

 （注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の[外書]は、嘱託社員の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 

  

    平成18年４月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

20[２] 38.5 2.8 6,306



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出や生産の増加により企業業績が高水準で推移するなかで、設備投資

が引き続き拡大し、更に雇用と賃金の改善を反映して個人消費も増加するなど着実な回復を続けてまいりました。 

当社グループの属する半導体及び半導体装置産業は、期前半は需要が伸び悩みましたが、夏以降は景気回復の影

響もあり薄型テレビや携帯音楽プレーヤーなどのデジタル家電製品市場の拡大や、携帯電話やパーソナルコン

ピュータなどの回復により好調に推移いたしました。 

このような状況において当社グループでは、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、技術サービ

スの拡充を積極的に進め、拡大する中古装置需要への対応を図ってまいりました。 

平成17年５月には、京都府亀岡市に821㎡のクリーンルームと1,240㎡の空調倉庫を有するエイペックステックセ

ンターを建設、同センターを活用し高年式の８インチタイプの中古装置の仕入れを充実、国内はもとより韓国、シン

ガポールなどの海外に提供し売上を大きく伸ばしました。また、技術サービスの分野では露光装置を当社の重点分野

と定め、韓国のエンジニアリング会社との提携のとも、テックセンターを活用したリファブ・立上げ保証などの技術

サービスを充実させてまいりました。 

平成17年10月には、日本エイム株式会社との合弁企業、ネクサス・テクノロジ株式会社を設立、半導体装置ユニッ

トの修理事業を拡充するとともに、米国Entegris, Inc.と提携し、同社の洗浄装置の立上げ及び保守サービスのサ

ポートを開始いたしました。 

更に、新製品として独自技術を利用したMEMSプローブカードを開発、平成18年秋の量産化に向けて準備を進めてま

いりました。 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は主に8インチ装置の売上の拡大により7,270,237千円（前連結会

計年度比63.5％増）となりました。営業利益につきましては、高額装置の仲介販売の比率が高まったことと、株式

会社エイペックス・アドバンスト・テクノロジーの黒字化の遅れにより393,377千円（前連結会計年度比5.9％増）

となりました。一方、経常利益は海外売上高比率の上昇する中で為替差益を計上したことにより483,515千円（前

連結会計年度比35.8％増）となりました。この結果、当期純利益は248,096千円（前連結会計年度比56.3％増）と

なっております。 

  

 ①事業の種類別セグメントの状況を示すと以下のとおりであります。 

[半導体製造装置事業] 

半導体製造装置事業では、国内外のネットワークを利用した高品質の中古装置の先行仕入れによる在庫力の強

化、更には韓国・シンガポールを中心とする海外売上の増加により売上高は大幅に増加いたしました。 

テックサービスにつきましても、大型リファビッシュ案件の増加などにより445,565千円（前年同期比56.2％

増）となりました。 

当連結会計年度の半導体製造装置事業の売上高は、6,981,017千円（前連結会計年度比61.9%増）となりました。

営業利益は売上に占める仲介比率の増加により654,938千円（前連結会計年度比34.1％増）となっております。 

  

[プローブカード事業] 

プローブカード事業では、子会社、株式会社エイペックス・アドバンスト・テクノロジーの通期稼動により売上

高は大きく増加しましたが、製品評価や量産化対応の遅れにより製造経費が上昇したことにより損失を計上いたしま

した。 

当連結会計年度のプローブカード事業の売上高は289,220千円（前連結会計年度比116.7％増）となり、営業損益

では35,407千円の営業損失（前連結会計年度は27,197千円の営業利益）という結果に終わりました。 



 ②所在地別のセグメントの状況を示すと以下のとおりであります。 

［日本］ 

国内売上は、期前半の顧客企業の設備投資の手控えの影響により横ばいで推移いたしましたが、輸出売上が韓

国、アメリカ、シンガポール向けに大幅に伸長したしました。 

当連結会計年度の日本の売上高は、7,201,956千円（前連結会計年度比65.7％増）となりました。営業利益は売

上の増加により631,077千円（前連結会計年度比193.0％）となっております。 

  

［韓国］ 

韓国の売上は日本の親会社向けの売上は142,520千円（前連結会計年度比51.7％減）となりましたが、国内顧客

向けの売上が大幅に増加いたしました。 

当連結会計年度の韓国の売上高は、574,446千円（前連結会計年度比24.3％増）となりました。営業利益は顧客

向けの売上比率の増加により283,971千円（前連結会計年度比1,395.7％増）となりました。 

（注）事業の種類別セグメントについては、第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（セグメ

ント情報） 事業の種類別セグメント情報」の（注）５に記載のとおり、事業区分を変更しております。このため、当該項目に

おける売上高並びに営業損益の前期比については、前連結会計期間分を遡及修正した金額に基づき算出しております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ38,099千円増加し、370,247

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・フローの状況を示すと、次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724,342千円となり、前連結会計年度に比べ1,111,974千円（前連結会計年度比

60.6％減）減少いたしました。これは主に税金等調整前当期純利益の123,246千円増加、取引高拡大に伴う仕入債務の

増加額の342,884千円増及びたな卸資産残高の圧縮による834,882千円減が、売上債権の増加額の168,905千円増及び前

渡金支出増加額の230,434千円増を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444,282千円となり、前連結会計年度に比べ7,230千円（前連結会計年度比1.6％減）

減少いたしました。これは主にエイペックステックセンターの建設により有形固定資産の取得による支出が444,141千

円（前連結会計年度比8.7％減）、ネクサス・テクノロジ株式会社の設立により投資有価証券の取得による支出が

15,208千円（前連結会計年度比27.8％減）となったことによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果稼得した資金は1,208,540千円となり、前連結会計年度に比べ1,221,466千円（前連結会計年度比

50.3％減）減少いたしました。これは主に、短期借入金が1,120,000千円（前連結会計年度は183,000千円の減少）増

加した一方で、前連結会計年度は転換社債の発行により2,000,000千円及び株式の発行により1,417,635千円など新規

の資金調達を行っており、当連結会計年度はこれらが無かったことによります。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

 当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額は、実際仕入額によっております。 

３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結会計年度分を変更後の

区分に組み替えて行っております。 

  

(2) 受注実績 

 当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結会計年度分を変更後の

区分に組み替えて行っております。 

  

(3) 販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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。 

 （注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結会計年度分を変更後の

区分に組み替えて行っております。 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％) 

半導体製造装置事業 6,049,730 139.9

プローブカード事業 311,374 293.1

合計 6,361,105 143.6

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

半導体製造装置事業 7,851,000 194.1 915,576 2,008.1

プローブカード事業 290,617 470.2 17,646 108.6

合計 8,141,617 198.2 933,222 1,509.0

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

半導体製造装置事業 6,981,017 161.9

プローブカード事業 289,220 216.7

合計 7,270,237 163.5

相手先 

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

Dongbu Anam 
Semiconductor, Inc. 

― ― 1,591,897 21.9

Babcock & Brown 
Electronics Management 
LLC 

136,507 3.0 932,222 12.8

NST, Inc. 408,702 9.2 640,619 8.8



３【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、薄型テレビや携帯音楽プレーヤーなどをはじめとするデジタル

家電製品の拡大、更には本年６月に開催されるサッカーワールドカップや2008年の北京オリンピックなどを見据え

積極化しております。この流れは最新の300mmラインへの投資だけでなく、既存の８インチウエハー以下のライン

に関しても、既存ラインの入れ替えやインチ転換のための投資が計画されており、中古半導体製造装置市場は今後

も拡大していくものと予想されます。更に、海外では韓国、台湾、中国などの東アジア諸国に続き、シンガポー

ル、マレーシアを中心とする東南アジアでも半導体の生産が拡大しており、アジア全体での装置需要はますます拡

大していくものと予想されます。 

 当社グループとしましては、このような環境のもとで業績の向上を遂げていくためには、査定力と情報力を生か

した仕入・在庫の強化、立上げ保証をはじめとする技術サービスの拡充に加え、次の点に注力してまいります。 

・MEMSプローブカードの量産化を果たし、プローブカード事業を当社グループの新たな収益基盤としていく。 

・平成18年４月に設立した株式会社NSTジャパンを通じて、露光装置のリファビッシュ、立上げサービスを拡大す

るとともに、定期メンテナンスサービスに進出する。 

・平成18年5月31日付で資本参加したシンガポールのエンジニアリング会社QT Technology, Pte. Ltd.との提携に

より東南アジアでの中古半導体製造装置売上を拡大するとともに、同社のエンジニアを活用し立上げ保証可能な

装置の機種を増やしていく。 

・在庫の共同保有や預かり在庫などを実施し、エイペックステックセンターでより多くの装置を保管・展示するこ

とでお客様の利便性をより高めていく。 

・日本エイム株式会社との提携の強化により、同社のエンジニアを活用した定期メンテナンス等のサービスを提供

していく。 

  



４【事業等のリスク】 

 本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事業等のリスクに関する事項は、以下のようなものがあります。なお、将来に関して記載いたしました

事項については、当連結会計年度末においてリスク発生の可能性があるものと判断したものであります。 

 当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありま

すが、投資のリスクに関する投資判断は、以下記載事項及び本項目以外の記載内容も併せて慎重に行われる必要があ

ると考えております。 
  

(1）半導体市況及び半導体製造業界の需要動向による当社業績への影響について 

 当社は、中古半導体製造装置の売買を事業の中核とする半導体製造装置の専門商社であります。その需要先は、

国内及び海外の半導体メーカーであり、当社の業績は、これら企業の生産水準を左右する半導体市況等の影響や半

導体メーカーの設備投資の動向次第では、売上高、利益ともに影響を受ける可能性があります。また、平成13年９

月にＪＥＩＴＡ（社団法人電子情報技術産業協会）に半導体中古設備のWebサイトが公開されたことにより、同協

会に加盟している半導体メーカー間の直接取引が増加しております。今後の半導体メーカー間の直接取引の動向に

よっても当社の業績は影響を受ける可能性があります。 
  
(2）半導体製造装置の中古品市場について 

 半導体製造装置の中古品市場は、比較的新しい市場であります。従来、半導体メーカーが製造ラインの新設ある

いは増設する際には、新規装置の導入が一般的で中古装置の導入に慎重な姿勢をとっておりました。しかし、最近

においては、事業の促進のためには、投資コストの低減と製造設備の迅速な納品が不可欠であるため、半導体製造

装置を利用する企業において中古品導入が検討課題になっています。同様に、中古品となる装置の供給者も従来と

異なり多様化が進み、供給者と供給量の両面で増加の傾向を見せております。従来は、不要となった製造装置を販

売することなく、廃棄処分しておりましたが、中古装置需要の高まりと経済合理性、さらには環境問題への意識の

高まり等から半導体製造装置を利用する企業において中古装置としての売却・再利用が検討されています。 

 しかし、半導体の需給動向、技術革新、半導体製造装置の設備投資動向などが、半導体製造装置の中古品市場に

相当の影響をおよぼす可能性があります。また、中古装置市場においては、当該市場に関わる半導体（デバイス）

メーカー、装置メーカー、中古装置仲介業者、技術サポート・技術サービスを行うサードパーティー等の利害が複

雑に絡みあうため、各事業者の事業展開等の動向が当該市場に相当の影響をおよぼす可能性もあります。 
  
(3) 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（半導体製造装置）在庫を保有する必要

がありませんが、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されなかった場合、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、顧客需要に対して適確、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20億円とするようにしております。 

 平成18年４月30日現在の当社の在庫残高は、784,021千円（販売先が確定している在庫残高152,362千円を除く）

あり、また当連結会計年度おいて、42,115千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。 



(4）連結子会社の営業損失の計上 

 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。同社は平成18年3月に単月黒字となり、またMEMSプローブカードの事業化

の中で重要な役割を果たしてまいりますが、継続的に黒字を計上できない場合やMEMSプローブカードの事業化が

遅れるような場合は、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。 

  

  (5) 海外売上高比率の上昇 

当社の海外売上高比率は、前連結会計年度で39.7％、当連結会計年度では68.8％と急増しております。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。 

  

(6）「古物営業法」に関する規制について 

 当社が売買する半導体製造装置の中古品は、「古物営業法」（以下「同法」という。）に定められた「古物」に

該当するため、同法による規制を受けております。これらに違反した場合には、営業停止や許可の取消し、刑事罰

等の処分を受け、業績に影響が及ぶ可能性があります。同法及び関連法令による規制の要旨は、次のとおりであり

ます。 

①古物営業の許可 

 古物の売買又は交換を行う営業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を

受けなければならない。〔同法第３条〕 

②確認義務 

 古物商が古物の買い受け等を行うときは、相手方の真偽を確認するため、原則として、その相手方の住所、氏

名、職業及び年齢の確認を行わなければならない。〔同法第15条〕 

③帳簿への記載 

 古物商は、取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢などを帳簿等に

記載し、３年間営業所に備え付けておかなければならない。〔同法第16条、第18条第１項〕 

  

(7）「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。 

  

(8）輸出先国の法的規制について 

 当社の販売先は大半が国内の半導体メーカーであり、輸出比率は平成16年４月期で10.7％の水準でありますが、

今後の海外販売網の拡大に伴い、当社グループでは、当該法令の今後の動向と輸出先国の現地の動向を随時、把握

のうえ適切に対応していく方針でありますが、現地の法的規制の強化等に起因する予測不能な事態の発生により、

当社グループの海外売上高に影響が及ぶ可能性があります。 

  



(9）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する規制について 

 当社は、経営戦略の一環として、仲介販売のほかに、先行的に在庫用商品を仕入れ、製造ラインを一括購入する

など、取引先企業のニーズにタイミングよく販売することで事業拡大を図ることにも注力しております。この場

合、当該在庫装置等が半導体市場の変化や技術革新の進展により、滞留在庫を保有するリスクもあります。 

 そのような場合、当社では、基本的には、極力、有価物として販売すべく、利用可能な消耗部品類等はリファー

ビッシュ（中古品改良）のうえ有効活用いたしますが、有価物としての価値がなくなったユニットは、廃棄処分せ

ざるを得ない場合もあります。この場合には産業廃棄物として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく

適法な資格を有する産業廃棄物収集運搬業者等及び産業廃棄物処分業者に運搬又は処分を委託することになりま

す。従って、「産業物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けますので、当該専門業者との所定の記載事項が

含まれた委託契約等の所定の手続きを行う必要があります。 

  

(10）小規模組織であること 

 提出日現在における当社の役職員の数は、役員８名（取締役５名、監査役３名）及び従業員20名と小規模であ

り、内部管理体制もこの規模に応じたものとなっております。取締役５名とも当社から離脱することは想定してお

りませんが、万一何らかの理由により当社の経営から外れるような事態が生じた場合、当社の経営活動に支障が生

じ、当社の事業戦略、経営成績等に悪影響が及ぶ畏れがあります。 

 当社は、今後の事業拡大に応じて役員及び従業員に関して、人員の増強、組織の整備により経営管理体制の一層

の充実を図ってまいる方針でございますが、事業拡大に十分な組織的対応ができない場合、あるいは当社の重要な

人材が流失した場合などは、当社の事業推進に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(11）代表取締役社長への依存について 

 当社は、会社設立以来事業規模に見合った少人数組織による事業経営を推進してまいりました。このために、基

幹事業の運営方針の策定、事業の推進、取引先企業との交渉、経営上の意思決定などにおいて当社の創業者である

代表取締役社長の水谷 智が重要な役割を果たしており、同氏に対する依存度は高いものであると考えられます。

 当社では、同氏に過度に依存しない経営体制を構築するために、他の役員や幹部社員への権限委譲等を進めてお

りますが、万一何らかの理由により同氏による当社事業の遂行が困難となった場合、当社の事業展開及び事業継続

や業績、財政状態等に重要な影響を与える可能性があります。 

  

(12）人材の確保及び育成について 

 当社事業の背景となっている半導体並びに半導体製造装置の業界は、技術革新の進捗が最も激しい分野でありま

す。このために、当社は事業拡大に応じて、中古半導体設備に対する査定力を中心とする専門知識並びにグローバ

ルな営業力を有する優秀な人材を適時に確保し、育成していくことが経営上重要と考えております。 

 しかしながら、当社事業において必要とされる専門知識、技術を有する業界での人材の需要は極めて高く、当社

において必要な人員の確保が計画どおり進まない、あるいは人員確保のため計画を大きく上回るコストが生じる可

能性があります。このような状況が生じた場合には、当社の事業展開及び業績等に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

(13）レバレッジド・リースによる損益の影響について 

 当社は、航空機リースを事業とする匿名組合（銘柄 Capricorn Aviation）について、住商リース株式会社との

間で平成12年11月21日付「匿名組合上の地位譲渡契約書」（出資額50,199千円、出資割合4.6％、契約期間７年

９ヶ月）を締結し、組合員の地位を譲り受けております。 



 匿名組合への出資金は、連結貸借対照表の投資有価証券（前連結会計期間は出資金）に計上しており、出資に係

る損益は、同組合が定める計算期間及び当社按分相当額により当期に属する額を営業外損益項目の投資損益(最近

４年間の実績は投資損失)として処理しております。 

 出資金につきましては、元本を保証していないため、当社が損失を被る可能性があります。 

 なお、最近6年間の実績及び残存する期間損益及び発生する期間損益発生見込額は、以下のとおりであります。 

 予想値は契約締結時点の試算によっておりますが、予想どおりにならない可能性があります。 

  

  

    （単位：千円）

  科目 投資損益 

  平成13年４月期（実績） △38,153 

  平成14年４月期（実績） △29,807 

  平成15年４月期（実績） △19,099 

  平成16年４月期（実績） △10,523 

  平成17年４月期（実績） △3,703 

  平成18年４月期（実績） 1,768 

  平成19年４月期（予想） 6,031 

  平成20年４月期（予想） 95,935 



５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 

なお、将来に関する事項につきましては、不確実性を有しており、将来生じる実際の結果と異なる可能性がありま

すので、記載されております事項に対する判断は、以下記載事項及び本項目以外の記載内容も合わせて慎重に行われ

る必要があると考えております。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており、

財政状態及び経営成績に関する以下の分析が行われております。 

当社経営陣は、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発債務の開示、並びに報

告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行わなければなりません。経営陣は、貸

倒債権、投資、法人税等、偶発事象や訴訟等に関する見積り及び判断に対して、継続して評価を行っています。ま

た、過去の実績や状況に応じ、合理的だと考えられる様々な要因に基づき見積り及び判断を行い、その結果は、他の

方法では判断しにくい資産・負債の簿価及び収入・費用の報告数値についての判断の基礎となります。実際の結果

は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において使用される重要な判断と見積りに大き

な影響を及ぼすと考えております。 

  a. 貸倒引当金 

当社グループは、債権の回収不能に備えるため、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、回収不能見積額を計上しております。債権の回収可能性について

疑義が生じた場合もしくは債権遅延等が発生した場合、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があり

ます。 

  b. 投資の減損 

当社グループは、事業内容の拡大のための子会社の設立もしくは資本参加等を行っております。子会社及び関係

会社の業績が悪化し、それらの会社の純資産額が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行っ

ております。 

将来の市況悪化又は子会社、関連会社の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失又は簿価の回収不

能額を生じた場合、評価損の計上が必要となる場合があります。 

  c. 棚卸資産の減損 

当社グループでは、中古半導体製造装置の販売に際して自社所有の中古装置を在庫商品として保有しておりま

す。 

在庫商品の評価の前提条件は、保有期間によるものであります。すなわち、保有期間が18ヶ月を経過した時点で

取得価額の50％相当額を、24ヶ月経過した時点でさらに取得価額の40％相当額を減損損失として計上することとし

ております。 

将来の市況悪化又は技術革新により、在庫商品の保有期間が長期化した場合又は販売可能性を著しく低下させる

変化が見込まれた場合、減損損失の計上が必要になる場合があります。 

  

(2）経営成績 

 当社グループの事業構成は、半導体製造装置事業が中心であり、同事業の売上高は事業全体の９割超、営業利益

は100％を占めております。 



当社グループの連結会計年度の経営成績は、前連結会計年度に比べ、売上高が63.5％増加し7,270,237千円、営業

利益が5.9％増加し393,377千円、経常利益が35.8％増加し483,515千円、当期純利益が56.3%増加し248,096千円とな

り、増収増益を達成することができました。 

各項目別の内容を示すと、以下のとおりであります。 

a. 売上高 

主力の半導体製造装置事業において、販売価格の高い８インチ装置の売上比率が前連結会計年度の15％から

60％に増加、同様に、露光装置の売上比率も10％から33％に増加いたしました。以上により、連結全体の売上高

は前連結会計年度に比べ63.5％増加して7,270,237千円となりました。 

  b. 営業費用 

    売上原価につきましては、８インチ装置の販売がブローカレージ中心であったため、粗利率の高い在庫販売の

比率が前連結会計年度の15％から10％に低下したことと、㈱エイペックス・アドバンスト・テクノロジーの売上

の低迷により、前連結会計年度に比べ72.3％増加し6,386,554千円となりました。なお、売上高に占める売上原価

の割合は前連結会計年度に比べ4.7ポイント低下し11.9％となりました。 

    販売費及び一般管理費につきましては、当社においてMEMSプローブカード製品化に関する技術調査費の増加並

びに貸倒引当金繰入額の計上を主因とし増加したことと、㈱エイペックス・アドバンスト・テクノロジーの通期

稼動により。前連結会計年度に比べ28.2％増加して471,131千円となりましたが、売上高に対する販売費及び一般

管理費の割合は1.8ポイント低下し5.4％となりました。 

c. 営業利益 

  当社の売上総利益率が前連結会計年度に比べ4.7ポイント低下したことと、㈱エイペックス・アドバンスト・テ

クノロジーが72,465千円の営業損失を計上した結果、営業利益は前連結会計年度に比べ5.9％増加の393,377千円

となり、売上高に対する営業利益の割合は、前連結会計年度に比べ2.9ポイント低下し5.4％となりました。 

d. 営業外損益 

  営業外損益につきましては、海外売上高比率が前連結会計年度の39.7％から68.8％に増加した結果、外貨建売

上高が増加、円安基調の中で為替差益を94,508千円計上したことにより営業外収益は、前連結会計年度に比べ

64.8％増加の106,667千円となりました。 

  営業外費用は、前連結会計年度において、株式公開費用17,613千円や新株発行費18,013千円（当連結会計年度

は4,284千円）があった一方、当連結会計年度は当該部分が減少したことにより前連結会計年度に比べ70.3％減少

し16,529千円となりました。 

e. 経常利益 

  経常利益につきましては、主として営業外損益に記載しました要因により、前連結会計年度に比べ35.8％増加

し483,515千円となり、売上高に対する経常利益の割合は、前連結会計年度に比べ1.3ポイント低下の6.7％となり

ました。まだ、総資本経常利益率（ROI）は前連結会計年度に比べ2.2ポイント低下の8.7％となっております。 

f. 当期純利益 

  当期純利益につきましては、主として経常利益に記載しました要因により、前連結会計年度に比べ56.3％増加

し248,096千円となり、売上高に対する当期純利益の割合は、前連結会計年度に比べ0.2ポイント低下し3.4％とな

りました。また、総資本当期純利益率（ROA)は前連結会計年度に比べ0.4ポイント低下の4.5％となり、株主資本

当期純利益率（ROE)は1.9％ポイント低下の7.4％となっております。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因 

  当社グループは、売上のほぼ100％が半導体分野で占められており、半導体市況が変動した場合には業績に影響

を及ぼす可能性があります。また、主要取扱製品である中古半導体製造装置は供給体制が不安定であり、更に製

造技術の革新により装置が陳腐化する可能性もあり、中古装置の供給量の不足や装置の陳腐化が当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



(4) 戦略的現状と見通し 

中古半導体製造装置市場は、2000年代に入りシリコン・サイクルと半導体デバイスメーカーの国際的な価格競争の

激化を背景に拡大を遂げております。半導体デバイスメーカーの設備投資が300mmウエハーにシフトする一方で、8イ

ンチウエハー以下の投資に関しては中古装置を取り入れる動きがますます強くなってきております。 

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。 

a.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、情報力と資金力を求められます。加えて、より短い期間で稼動させお

客様の生産に寄与するためのサービスの提供も重要になっており、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、リース会社からの「預かり在庫」などを実施し、資金の効率的な活用を

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しま

す。 

  b.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。 

  ・露光装置のリファブ及び立上げを重点課題とし、韓国のエンジニアリング会社NST, Inc. との提携のもとサービ

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まいります 

  c.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は可能です。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。 

  ・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。 

  

(5）当連結会計年度の財政状況の分析 

 当社グループの当連結会計年度末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ1,570,104千円の増加し、

6,348,878千円となりました。また、負債総額は前連結会計年度末に比べ306,854千円増加し2,383,530千円となり、

株主資本は前連結会計年度末に比べ1,263,250千円増加し3,965,347千円となりました。 



 各項目別の内容を示すと、以下のとおりであります。 

a.資産 

流動資産につきましては、主として売上の増加により装置在庫等の棚卸資産が前連結会計年度に比べ75,209千円

減少した一方で、受取手形及び売掛金が前連結会計年度に比べ1,467,929千円増加したことにより、前連結会計年度

末に比べ1,526,717千円の増加の5,218,036千円となりました。また、流動比率は前連結会計年度に比べ102.4ポイン

ト低下し228.6％となりました。 

固定資産につきましては、エイペックステックセンターの完成により建物及び構築物が前連結会計年度末に比べ

464,911千円増加しましたが、前連結会計年度末に計上しておりました建設仮勘定が建物及び構築物に振替ったこと

により著しい変動はなく、前連結会計年度末に比べ56,612千円減少の1,130,841千円となりました。 

総資産回転率については、前連結会計年度に比べ0.22ポイント改善し、1.15となりました。 

  b.負債 

流動負債につきましては、主に買掛金及び短期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ1,197,965千円増加

し2,283,008千円となりました。固定負債に関しては、円貨建転換社債型新株予約権付社債の株式への転換により転

換社債を償還したことにより、前連結会計年度末に比べ891,111千円減少の100,521千円となりました。 

これらの結果、負債総額は前連結会計年度末に比べ306,854千円増加の2,383,530千円となりました。 

  c.株主資本 

円貨建転換社債型新株予約権付社債の株式への転換、新株引受権の行使及びストック・オプションの行使により

資本金が前連結会計年度末に比べ501,299千円増加し1,507,309千円となり、資本剰余金が前連結会計年度末に比べ

502,301千円増加し、1,669,926千円となりました。 

利益剰余金につきまして、配当等の社外流出があった一方、当期純利益の計上による利益剰余金の増加により前

連結会計年度末に比べ222,565千円増加し759,271千円となりました。 

以上の結果、株主資本は前連結会計年度末に比べ1,263,250千円増加し、3,965,347千円となりました。また、株

主資本比率は前連結会計年度末に比べ6ポイント増加し62.5％となりました。 

  

(6) 資本の財源及び流動性についての分析 

  当社グループでは、営業活動の収益性を高めるとともに、最適なキャッシュマネジメントにより金融収支の改善

を図るなどトータルの収益性の確保に努めております。 

  なお、当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「第１部 企業情報 第２ 事業の概況 １ 

業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載したとおりであります。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資につきましては、クリーンルームスペースと空調倉庫の拡充のため、京都府亀岡市にエイペックス

テックセンターの建設を実施いたしました。 

 当連結会計年度の設備投資の総額は、456,350千円であり、そのほとんどが半導体製造装置事業に関するものであります。 

 なお、当連結会計年度において、重要な設備の売却、除却等はありません。 

  

２【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

 （注）１ 現在休止中の主要な設備はありません。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 上記のその他は、工具器具及び備品です。 

４ 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。 

  

      平成18年４月30日現在

事業所名 
(所在地) 

セグメントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具 

土地 その他 合計 

本社 
(東京都渋谷区) 

半導体製造装
置事業 

機器仲介 
売買設備 

― ― ― 62 62 5

㈱エイペック
ス・アドバンス
ト・テクノロジ
ー 
(東京都府中市) 

プローブカー
ド事業 

プローブカ
ード検査機
他 

― 38,202 ― ― 38,202 ―

本社 
(東京都渋谷区) 

本社統括管理
業務 

本社統括 
管理設備 

864 ― ― 252 1,116 5

京都テック 
センター 
(京都府亀岡市) 

半導体製造装
置事業 

テック 
サービス 
設備 

103,933 46 ― ― 103,979 ―

エイペックステ
ックセンター 
(京都府亀岡市) 

半導体製造装
置事業 

テック 
サービス 
設備 

417,458 ―
346,290
(3,210㎡) 

1,983 765,731 10

合計 522,255 38,248
346,290
(3,210㎡) 

2,298 909,092 20

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 設備の種類
年間賃借料 
(千円) 

京都テックセンター 
(京都府亀岡市) 

半導体製造装置 
事業 

テックサービス
設備 

土地
(1,863㎡) 

6,852



(2) 国内子会社 

 （注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記のその他は、工具器具及び備品です。 

  

(3) 在外子会社 

 （注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記のその他は、工具器具及び備品です。 

  

       平成18年４月30日現在

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメント
の名称 

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

その他 合計 

㈱エイペック
ス・アドバン
スト・テクノ
ロジー 

本店 
(東京都府
中市) 

プローブカ
ード事業 

機器仲介 
売買設備 

5,152 9,305 3,750 18,209 26

合計 5,152 9,305 3,750 18,209 26

       平成18年４月30日現在

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメン
トの名称 

設備の内
容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地 その他 合計 

Apex 
Semiconductor, 
Inc． 

本店 
(韓国 
ソウル市) 

半導体製
造装置事
業 

機器仲介 
売買設備 

33,777 832
12,172
(89.9㎡) 

248 47,031 1

合計 33,777 832 12,172 248 47,031 1



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

(提出会社) 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

  

事業所名 
(所在地) 

セグメント
の名称 

設備の内容 
投資予定額(千円)

資金調達
方法 

着手年月
完了予定
年月 

完成後の
増加能力 

総額 既支払額

エイペックステッ
クセンター 
（京都府亀岡市） 

半導体製造
装置事業 

空調倉庫増
床工事 

13,306 ― 自己資金
平成18年
4月 

平成18年 
5月 

空調倉庫
スペース
67％増加 

本社 
（東京都渋谷区） 

本社統括管
理業務 

社内情報シ
ステム構築 

28,543 ― 自己資金
平成18年
3月 

平成18年 
10月 

内部統制
強化 



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注) １ 発行済株式は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２ 提出日現在の発行数には、平成18年７月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使（旧転換社債等の

権利行使を含む）により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権(平成15年11月14日臨時株主総会決議) 

 （注) １ 当社が新株予約権発行日(以下、「発行日」という。)後に株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的と

なる株式数は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は本件新株予約

権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

なお、平成16年６月21日開催の取締役会決議により、平成16年９月21日付で株式分割（１株を３株に分割）をおこなっ

ております。これにより「新株予約権の目的となる株式の株」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発

行価額及び資本組入額」が調整されております。 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完

全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することが

できます。 

２ 発行日後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権及び商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行

前の商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権の行使により新株式を発行する場合を除く。)又は自己株式の処

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 141,400

計 141,400

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年４月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年７月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 43,966.77 44,026.77
名古屋証券取引所
「セントレック
ス」市場 

(注) 

計 43,966.77 44,026.77 ― ― 

  
最近事業年度末現在
(平成18年４月30日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年６月30日現在) 

新株予約権の数 474 個 454 個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,422 株 1,362 株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり33,333円 １株当たり33,333円 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月15日から
平成25年11月14日まで 

平成17年11月15日から 
平成25年11月14日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  33,333円
資本組入額 16,667円 

発行価格  33,333円 
資本組入額 16,667円 

新株予約権の行使の条件 (注)３ (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡及び担保権の設定
の禁止 

権利の譲渡及び担保権の設定
の禁止 



分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げま

す。なお、時価を下回る価額で自己株式の処分が行われる場合、次の調整式において既発行株式数から処分する自己株

式数を控除します。 

また、発行日後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他と株式交換を

行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができ

ます。 

３ 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあり、新株予約権の割当を

受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要します。

但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員が任期満了による退任又は定年による退職により当社又は当

社の子会社における当該地位を失った場合はこの限りではありません。また、その他正当な理由のある場合には、新株

予約権の数及び行使の時期につき当社取締役会の承認を得た場合も同様とします。 

(2) 新株予約権の発行時において当社の業務提携先企業（以下、「同社」という）の代表取締役又は当社への同社出向社

員の立場にあり、新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当該業務提携先企業の取締役又は当社への同

社出向社員の立場にあることを要します。但し、当社への同社出向社員が当社に入社し、当社従業員の地位を得た場合

はこの限りではありません。また、その他正当な理由のある場合には、新株予約権の数及び行使の時期につき当社取締

役会の承認を得た場合も同様とします。 

(3) 割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めないものとします。 

(4) その他権利行使の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当

を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 

  

        
既発行株式数＋

新規発行(処分)株式数×１株あたり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新株式発行(処分)前の時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



②新株予約権付社債(平成16年７月14日取締役会決議) 

 （注) １ 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以

下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」と総称する。）する数は、行使請求に係る本社債の発行価

額の総額を下記（注）２ 記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株の100分の１未満の端株は原

則として切捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により端株が発生する場合には、商法に定める端株

の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

 （注) ２ 

(1）新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額とする。 

(2）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの金額（以下「転換価額」という。）は当初、455,000円とす

る。 

(3）転換価額は、本新株予約権付社債発行後、平成16年８月より各月最終取引日（以下、「修正日」という。）の翌取引

日以降、修正日までの各３連続取引日（修正日当日を含み、最終のない日を除く。）の株式会社名古屋証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値の98％で1,000円未満を切り下げた金額が、各修正日において有効な転換価

額を下回る場合には転換価額はその低い方に修正される。但し、転換価額は136,000円（下記（4）により、転換価額と

同様に調整される。）を下回らないものとする。 

(4）当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社普通株式を

新たに発行又は当社有する当社普通株式を処分する場合には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。なお、次

の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数から、当社の保有する当社普通株式を控除した数とす

る。 

また、当社は当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券若しくは転換

できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合等にも適宜転換

価額を調整する。なお、上記（2）（3）の転換価額は、平成16年７月31日〔ただし、当日は名義書換代理人の休業日の

ため、実質上は平成16年７月30日〕最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を平成16年９月

21日をもって、１株につき３株の割合で分割する株式の分割を考慮にて定められている。従って、当該株式の分割につ

いては上記転換価額の調整は行わない。 

  
最近事業年度末現在
(平成18年４月30日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年６月30日) 

新株予約権付社債の残高（千円） ―  ― 

新株予約権の数（個） ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ―  ― 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ―  ― 

新株予約権の行使期間 ―  ― 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

―  ― 

新株予約権の行使の条件 ―  ― 

新株予約権の譲渡に関する事項 ―  ― 

        
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 



 （注）３ 本新株予約権の行使により発行する株式の発行価格中資本に組入れる額は、転換価額（調整又は修正された場合は、調

整又は修正後の転換価額）に0.5を乗じた額とし、その結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額と

する。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注) １ 第三者割当 

割当先 

水谷 智、辺見匡文、中川晃次、ジャフコ・ジー８(エー)号投資事業組合、ジャフコ・ジー８(ビー)号投資事業組合、

ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合、ジャフコ・ジーシー１号投資事業組合、住銀インベストメント７号投資事

業有限責任組合、SMBCキャピタル株式会社、東京海上火災保険株式会社、DSC-３号投資事業組合、南文雅貴、水谷英

雄、西村正則、宮崎彰秀、山口仙祐 

発行価格  400,000円 

資本組入額 200,000円 

２ 株式分割（１株を４株）によるものであります。 

３ 有償一般募集（ブックビルディング方式）によるものであります。 

発行価格   520,000円 

引受価格   478,000円 

発行価額   340,000円 

資本組入額  170,000円 

払込金総額  717,600千円 

４ 株式分割（１株を３株）によるものであります。 

５ 第三者割当 

割当先 

テイボンアソシエイツ株式会社 

発行価格  105,000円 

資本組入額  52,500円 

６ 新株予約権の行使による増加であります。 

７ 新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。 

８ 平成18年５月１日から平成18年６月30日までに、新株予約権の行使により、発行済株式総数が60株、資本金が1,000千円

及び資本準備金が1,000千円増加しております。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成13年10月31日 
(注)１ 

750 1,670 150,000 196,000 150,000 150,000

平成15年11月13日 
(注)２ 

5,010 6,680 ― 196,000 ― 150,000

平成16年６月１日 
(注)３ 

1,500 8,180 255,000 451,000 462,600 612,600

平成16年９月21日 
(注)４ 

16,360 24,540 ― 451,000 ― 612,600

平成17年３月30日 
(注)５ 

6,667 31,207 350,017 801,017 350,017 962,617

平成16年８月１日～ 
平成17年４月30日 

(注)６ 
2,837.68 34,044.68 204,992 1,006,009 205,007 1,167,625

平成17年５月１日～ 
平成18年４月30日 

（注）７ 
9,922.09 43,966.77 501,299 1,507,309 502,301 1,669,926



(4）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式5.77株は、「個人その他」に５株、「端株の状況」に0.77株含まれております。 

２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が69株含まれております。 

  

(5）【大株主の状況】 

  

  平成18年４月30日現在 

区分 

株式の状況

端株の状況政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

 ― １ ７ 30 10 １ 1,846 1,895 1

所有株式数 
(株) 

 ― 1,536 692 10,287 3,281 ３ 28,165 43,966 0.77

所有株式数 
の割合(％) 

 ― 3.49 1.57 23.40 7.46 0.01 64.06 100.00 

  平成18年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

水谷 智 東京都世田谷区 11,856 26.96

テイボンアソシエイツ株式会社 東京都港区北青山３丁目６番16号 6,667 15.16

株式会社トライ・ファイブ 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番26号 1,886 4.28

中部証券金融株式会社 愛知県名古屋市中区栄３丁目３番17号 1,536 3.49

株式会社シークエッジ 大阪府岸和田市荒木町２丁目18番15号 1,422 3.23

安野 清 埼玉県上尾市 1,354 3.07

ノーザントラストカンパニーエ
イブイエフシーリノーザントラ
ストガンジーアイリッシュクラ
イアンツ 
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店） 

（東京都中央区日本橋３丁目１１番１
号） 

1,000 2.27

エイチエスビーシーバンクピー
エルシーアカウントアトランテ
ィスジャパングロースファンド 
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店） 

（東京都中央区日本橋３丁目１１番１
号） 

803 1.82

中川 晃次 京都府亀岡市 798 1.81

辺見 匡文 神奈川県川崎市多摩区 735 1.67

計 ― 28,057 63.81



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が69株（議決権69個）あります。 

  

    平成18年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 ５ 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
43,961 

43,961
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

端株 普通株式 0.77 ― ― 

発行済株式総数 43,966.77 ― ― 

総株主の議決権 ― 43,961 ― 



②【自己株式等】 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づき、ストックオプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することの

承認を平成15年11月14日の臨時株主総会及び平成16年１月16日開催の取締役会で決議し、その新株予約権を当社の役員、従

業員(契約社員を含む)並びに当社子会社の取締役及び従業員、さらに当社業務提携先関係者に対して付与しております。当

該制度の主な内容は次のとおりであります。 

 （注) １ 当社が新株予約権発行日(以下、「発行日」という。)後に株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的と

なる株式数は、分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は本件新株予

約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

なお、平成16年６月21日開催の取締役決議により、平成16年９月21日付で株式分割（１株を３株）を行っております。

これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されております。 

２ 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会

社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができるも

のとします。 

３ 発行日後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権及び商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行

前の商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権の行使により新株式を発行する場合を除く。)又は自己株式の処

分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

ます。なお、時価を下回る価額で自己株式の処分が行われる場合、次の調整式において既発行株式数から処分する自己

株式数を控除するものといたします。 

また、発行日後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することがで

きるものとします。 

４ 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあり、新株予約権の割当を

受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するもの

とします。但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員が任期満了による退任又は定年による退職により

    平成18年４月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社エイペックス 

東京都渋谷区代々木２丁
目23番１号 

5 ― 5 0.01 

計 ― 5 ― 5 0.01 

決議年月日 平成15年11月14日及び平成16年１月16日

付与対象者の区分及び人数 
①当社取締役４名②当社監査役２名③当社子会社取締役１名 
④当社従業員16名(当社契約社員２名を含む)⑤当社子会社従業員１名 
⑥業務提携先関係者３名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,800株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり33,333円

新株予約権の行使期間 平成17年11月15日から平成25年11月14日まで

新株予約権の行使の条件 (注)４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡は当社取締役会の承認を要する。 

        
既発行株式数＋

新規発行(処分)株式数×１株あたり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新株式発行(処分)前の時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



当社又は当社の子会社における当該地位を失った場合はこの限りではありません。また、その他正当な理由のある場合に

は、新株予約権の数及び行使の時期につき当社取締役会の承認を得た場合も同様とします。 

(2) 新株予約権の発行時において当社の業務提携先企業の代表取締役又は当社への同社出向社員の立場にあり、新株予約

権の割当を受けた者は、権利行使時において、当該業務提携先企業の取締役又は当社への同社出向社員の立場にあるこ

とを要するものとします。但し、当社への同社出向社員が当社に入社し、当社従業員の地位を得た場合はこの限りでは

ありません。また、その他正当な理由のある場合には、新株予約権の数及び行使の時期につき当社取締役会の承認を得

た場合も同様とします。 

(3) 割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めないものとします。 

(4) その他権利行使の条件については、本株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割

当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 

  

  

  



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３【配当政策】 

 当社は、事業基盤の強化・拡充と業績の拡大に必要な内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆様に対しては、継続配当の

実施を基本に、１株当たり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行うことを基本方針としており

ます。 

  

 当事業年度の利益配当につきましては、期末配当として１株につき1,000円といたしました。この結果、当期の配当性向は

13.0％となりました。 

 内部留保資金につきましては、将来の事業拡大に向けた在庫投資や技術力の強化のための資本提携及び企業買収のために活用

するとともに、将来の配当原資としても備えてまいります。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、名古屋証券取引所「セントレックス」市場における株価を記載しております。 

なお、当社株式は平成16年６月１日付で名古屋証券取引所「セントレックス」市場に上場しておりますので、それ以前の

株価については該当事項はありません。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、名古屋証券取引所「セントレックス」市場における株価を記載しております。 

  

  

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成14年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月 

最高(円) ― ― ― 1,530,000 279,000

最低(円) ― ― ― 91,000 127,000

月別 平成17年11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 

最高(円) 155,000 244,000 279,000 250,000 240,000 247,000

最低(円) 130,000 145,000 173,000 160,000 185,000 211,000



５【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

代表取締役 
社長 

  水 谷   智 昭和35年12月11日

昭和58年４月 コンピュータサービス㈱(現CSK㈱)

入社 

11,856

昭和59年７月 ㈱キャニオントレーディング設

立・同社代表取締役 

昭和61年10月 日本コムディスコ㈱入社(大阪支社

長) 

平成７年９月 同社代表取締役 

平成８年４月 コムディスコジャパン代表 

平成９年９月 ㈱コミットイクイップメントマネ

ジメントサービス副社長 

平成12年５月 当社設立・代表取締役社長就任(現

任) 

平成13年５月 Apex Semiconductor, Inc.取締役

就任(現任) 

平成16年９月 ㈱エイペックス・アドバンスト・

テクノロジー取締役就任 

平成17年10月 ネクサス・テクノロジ㈱取締役就

任（現任） 

平成18年６月 テイボンアソシエイツ㈱取締役就

任（現任） 

取締役 
東日本営業本部

長 
辺 見 匡 文 昭和37年６月28日

昭和61年４月 ㈱ケージーケイ入社 

735

平成３年７月 大倉商事㈱入社 

平成８年１月 日本パラメトリックテクノロジー

㈱入社 

平成９年２月 ㈱コミットイクイップメントマネ

ジメントサービス入社 

平成12年５月 当社設立・取締役就任(現任) 

東日本営業本部長 

平成13年５月 Apex Semiconductor, Inc.監査役

就任(現任) 

平成15年７月 当社営業本部長就任 

平成16年９月 ㈱エイペックス・アドバンスト・

テクノロジー取締役就任 

平成18年５月 当社東日本営業本部長（現任） 

取締役 
西日本営業本部

長 
中 川 晃 次 昭和37年１月11日

昭和59年４月 ㈱川島織物入社 

753

昭和59年11月 ローム㈱入社 

平成12年２月 ㈱コミットイクイップメントマネ

ジメントサービス入社 

平成12年５月 当社設立・取締役就任(現任) 

西日本営業本部長 

平成13年５月 Apex Semiconductor, Inc.取締役

就任(現任) 

平成15年７月 当社技術本部長就任 

平成18年５月 当社西日本営業本部長（現任） 

平成18年５月 ㈱ＮＳＴジャパン代表取締役（現

任） 



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

取締役 経営管理本部長 山 川 昌 則 昭和37年５月23日

昭和62年４月 三井農林㈱入社 

 ―

平成３年６月 ㈱エイ・アイ・エイ（現ジー・ア

イアール・コーポレーション㈱）

入社 

平成13年８月 ㈱プライム・システム（現サンラ

イズ・テクノロジー㈱）入社 

平成16年５月 当社入社・社長室次長 

平成17年１月 当社経営管理本部長（現任） 

平成17年８月 ㈱エイペックス・アドバンスト・

テクノロジー取締役 

平成17年８月 当社執行役員 

平成17年10月 ネクサス・テクノロジ㈱監査役

（現任） 

平成18年７月 当社取締役就任（現任） 

取締役   周  泰 鳳 昭和35年５月10日

昭和59年８月 テイボントラスト㈱設立・代表取

締役 

 ―

平成５年１月 ㈱チャウズインターナショナルフ

ーズ（現ジェイ・テイボン株）取

締役 

平成７年３月 平和地所㈱設立・代表取締役 

平成10年９月 テイボンフードシステム㈱（現ジ

ェイ・テイボン㈱）代表取締役

（現任） 

平成12年２月 リーパック㈱設立・取締役（現

任） 

平成15年７月 テイボンアソシエイツ㈱代表取締

役（現任） 

平成18年７月 当社取締役就任（現任） 

監査役 
(常勤) 

  浜 渕 義 寿 昭和18年７月18日

昭和42年４月 三井生命保険相互会社入社 

 ―

昭和61年３月 同社国際部ニューヨーク駐在員事

務所長 

平成２年３月 同社国際業務部副部長(国際不動産

担当) 

平成６年４月 同社検査部資産運用検査室検査役 

平成７年10月 同社企画部副部長 

平成11年４月 ㈱サンセイ長寿社会研究所主席研

究員 

平成15年９月 当社監査役就任(現任) 

監査役   小 野 通 範 昭和31年12月10日

昭和56年11月 ㈱ニコン入社 

 ―

昭和60年５月 Nikon USA INC.出向(Product 

Manager) 

平成元年12月 ㈱日本コムディスコ入社 

平成６年４月 ㈱スカイライン・ジャパン設立・

取締役就任 

平成７年12月 ㈲パシフィック・ベンチャー・ジ

ャパン設立 

平成14年10月 同社代表取締役就任(現任) 

当社監査役就任(現任) 



（注）１ 取締役 周 泰鳳は会社法第２条15号に定める社外取締役であります。 

   ２ 監査役 浜渕義寿、小野通範、木内一秀は会社法第２条16号に定める社外監査役であります。 

３ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任し

ております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

なお、米重智行は会社法第２条16号に定める社外監査役の要件を充足しております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

監査役   木 内 一 秀 昭和19年４月20日

昭和43年４月 日本電信電話公社（現日本電信電

話㈱）入社 

 ―

平成元年１月 同社厚木電気通信研究所・集積加

工研究室室長 

平成７年４月 NTTエレクトロニクス㈱入社 

平成13年８月 同社エレクトロニクス事業本部LSI

事業部事業部長 

平成14年７月 同社理事 

平成17年７月 当社監査役就任（現任） 

計 13,344

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

米 重 智 行 昭和33年１月６日

昭和57年４月 富士通㈱入社 

―

昭和63年８月 米重仁志税理士事務所入所 

平成６年２月 税理士登録 

米重智行税理士事務所解説（現

職） 

平成12年５月 当社監査役 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。 

   a.当社のコーポレート・ガバンスの目的 

    当社は、創業の精神を生かしながら、中古半導体製造装置の売買をコアビジネスとし、総合コストダウンのコ

ンサルタント会社として、顧客の利益拡大に貢献することを経営理念とし、企業価値の最大化と株主・投資家、

顧客等ステークホルダーの方々から評価され、永続的な発展を続けることを目指し、経営活動に対する透明性の

向上、監視・チェック機能強化と有効性の確保及びコンプライアンスの徹底を図ることを目的として、コーポ

レート・ガバナンスの充実に努めております。 

   b.当社にとってのステークホルダーの位置付け 

    当社は、主に半導体メーカーやエンジニアリング企業を中心とする顧客に対しては、当社事業を通じて利益の

拡大機会を提供し、株主・投資家に対しては、タイムリーな情報開示と適切な利益還元を図ります。また、従業

員に対しては、従業員が、その個性を最大限に発揮して事業の発展に貢献できるよう、自由闊達で創造性あふれ

る企業風土の醸成に努めております。 

    これら当社のステークホルダーへの対応が十分機能するよう、当社は監査役を設置し、常時、経営の監視機能

が働くよう、努めております。 

   c.取締役の任務 

    当社は、平成17年７月に開催した第５期定時株主総会において、定款を変更し、取締役の任期を１年に短縮い

たしました。また、取締役の報酬制度を、平成18年度より利益計画に対する達成度をベースにした業績連動型に

移行することとし、株主から付託された経営に対し、当社事業目的の達成に向け、緊張感をもって当たるべく、

努めております。 

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明 

 当社は監査役制度を採用しております。本有価証券報告書提出日現在、役員の構成は取締役５名、監査役３

名となっております。また、取締役のうち１名が社外取締役であり、監査役は全員が社外監査役であります。 

  

 会社の機関と内部統制のシステムの関係を示すと、以下のとおりであります。 
 



② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当事業年度におきましては、20回の取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決

定するとともに、業務執行状況を監督しております。 

 なお、当社では日常的な業務を遂行する上で必要な権限は、各本部長に委譲を進めている一方、法令及び定

款に定められた事項のほか、経営方針・政策及び業務執行に関わる重要事項については、毎月開催される経営

戦略会議（代表取締役及び本部長により構成）において、活発な議論を経て意思決定を行っております。 

 また、当社国内連結子会社につきましては、会社法の趣旨にのっとり、平成18年６月より、取締役のみを残

す機関設計に変更し、グループ経営意思決定の迅速化、グループ経営資源の有効活用並びに業務執行の効率化

を図ることといたしました。 

 常勤監査役による取締役の職務執行状況把握は本社内にとどまらず、その政策が各本部及び連結子会社にお

いてどのように具現化しているかも含め、内部監査担当との連携を保って監査を実施しております。非常勤監

査役も含めた監査役会は毎月開催されており、経営数値の分析、取締役会議事録、稟議決裁状況の精査及び契

約書等重要書類の監査、必要に応じて担当役員からの聴衆がなされています。更に監査役会では、毎月代表取

締役との意見交換会を実施しております。 

 当社はISO9001：2000の認証を全事業所で取得しており、顧客満足を重視した業務の執行状況について、社内

のマネジメント管理室による監視を行うとともに、顧客満足の維持・向上に努めており、外部機関による定期

審査も継続して受けております。 

③ 内部監査及び監査役監査の状況 

  内部監査につきましては、従来代表取締役社長直轄の社長室が実施しておりましたが、平成18年７月27日に

社長室を内部監査室に組織変更を行い、社長直轄の独立した組織とし、専任者を１名配置いたしました。 

内部監査は、内部統制の整備及び運用状況について、その有効性・効率性の評価を含め、法令及び社内規程

に基づき適切に業務執行が行われていることを継続的に関しすることを目的としており、毎年、年度当初に立

案し社長の承認を得て決定される年間計画に基づく定期審査では、子会社の業務執行状況の調査を含め、継続

的に監視すべきテーマについて業務監査と会計監査を実施しております。また、必要と認められたテーマが生

じた場合には、社長の指示により特別監査が実施されることとなっております。 

監査の結果につきましては、社長に報告の上、必要に応じて、改善・是正措置が執行されることとなってお

り、改善状況については、必要に応じて事後確認のための監査を実施することとしております。 

  監査役監査については、監査役会において決定された監査の方針、業務の分担等に従い監査計画を策定し、

監査を実施しております。 

  監査の実施に当たっては、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役からその職務の執行状況を聴衆

し、重要な決裁書類の閲覧を行い、本店及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じ

て子会社等から営業の報告を受けることとしております。 

  また、内部監査室との緊密な連携により内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、毎月開催され

る監査役会では、各監査役の監査の状況について協議を行い、必要と認められた場合には、取締役に対し提

言、助言、勧告を行うこととしております。 

④ 会計監査の状況 

  業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人 

  新日本監査法人 

   指定社員  業務執行社員   古谷伸太郎 （継続監査年数 ６年） 

   指定社員  業務執行社員   志村さやか （継続監査年数 ６年） 

   監査補助者の構成    

公認会計士    ４名 

    会計士補     10名 



⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係 

  社外取締役 周 泰鳳は、当社の主要株主でありますテイボンアソシエイツ株式会社の代表取締役社長であ

ります。同社と当社との取引関係はありません。 

  社外監査役について、該当事項はありません。 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

   平成18年度より、毎年２回リスク検討会を開催します。参加者は、取締役、執行役員、監査役及び内部監査

室長で、今後の事業の多角化、国際化に備え、経営リスクの予知体制を整備し、コーポレート・ガバナンス体

制の更なる強化を図ってまいります。 

  

(3) 役員報酬の内容 

 定款または株主総会決議に基づく報酬 

  取締役  ５名  62,058千円（うち、社外取締役 2,400千円） 

  監査役  ３名   4,385千円（うち、社外監査役 4,385千円） 

  （注）１ 上記金額には、当事業年度中の平成18年３月31日に退任した社外取締役１名に対する報酬を含んでおります。 

      ２ 報酬支給額は株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。なお、報酬限度額の内容は以下のとおりであ

ります。 

      平成13年７月25日開催 第１期定時株主総会決議 

       取締役   100,000千円 

       平成17年７月28日開催 第５期定時株主総会 

       監査役   20,000千円 

  

(4) 監査報酬の内容 

  公認会計士法第２条第１項の規定する業務に基づく監査証明に係わる報酬 15,000千円 

  

(5) コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

 ① 会社情報の開示 

   業績や重要事項につきましては、四半期業績の概要を詳細な財務諸表を添付して公表するとともに、適時開

示情報の公開により、タイムリーなディスクロージャーに努めております。 

   また、本決算並びに中間決算発表後に、アナリスト・機関投資家向けに会社説明会を実施するとともに、毎

年７月に名古屋市で開催される「名証IRエキスポ」に出展し、代表取締役より直接一般投資家に当社事業内容

や経営戦略などの説明を行っております。 

 ② 内部統制システム構築の基本方針 

当社は、平成18年５月19日開催の取締役会において、平成18年５月１日の会社法施行に伴い、会社法第362条

第４項第６号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

について下記のとおり定めました。 

     

１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

(1) 当会社の社是、経営理念をベースにした「エイペックス企業行動規範」を制定し、代表取締役社長が繰り

返しその精神を役職員に伝えることにより、法令および社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹

底する。 

(2) コンプライアンス担当部署およびそれを所管するコンプライアンス担当取締役を任命し、全社横断的なコ

ンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。コンプライアンス担当取締役は必要に応じて、

関係者（弁護士・会計士・税理士・経営コンサルタント等社外者を含む）を招集し、コンプライアンス上

の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。各業務担当取締役および本部・室長は、各業務

部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。 



(3) 各部署長および取締役ならびに監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに、コンプ

ライアンス担当部署に報告する体制を構築する。報告を受けたコンプライアンス担当部署は、その内容を

調査し、再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。 

(4) 職員の法令・定款違反行為については、コンプライアンス担当部署から人事担当部署に処分を求め、役員

の法令・定款違反については、コンプライアンス担当部署が取締役会に具体的な処分を答申する。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 

代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理につき全社的に統括する責任者を取締役

の中から任命し、その者が作成する文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録

し、保存する。取締役および監査役は文書管理規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。文

書管理規程については監査役会の承認を得るものとする。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は経営管理担当部署が行うものとする。コンプライアンス、

輸出管理、品質、情報セキュリティ、環境および災害等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、

規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うことを原則とし、必要に応じて経

営管理担当部署が、それを支援する。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者

となる取締役を定める。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 

（1）社内規程にもとづく職務権限・意思決定ルールの策定。 

（2）取締役・執行役員を構成員とする「経営戦略会議」の設置。 

（3）経営戦略会議および取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と

予算の設定、ＩＴを活用した月次・四半期業績管理の実施。 

（4）経営戦略会議および取締役会による月次業績（グループ関係会社を含む）のレビューと改善策の実施。 

（5）ISO-9001品質マネジメントシステムを踏まえた業務のＰＤＣＡ管理。 

  

５．当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（1）当会社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、当会社にグループ各社全体の内部統制に関

する担当部署を設けるとともに、関係会社管理規程に基づき、当会社およびグループ各社間での内部統

制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。構築に際し

ては、各グループ会社の自主性を尊重しながら、適正かつ効率的な体制となることをめざす。 

（2）当会社取締役、本部・室長およびグループ各社の代表取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部

統制の確立と運用の権限と責任を有する。 

（3）当会社の内部監査担当部署は、当会社およびグループ各社の内部監査を実施し、その結果を（1）の担当

部署および（2）の責任者に報告し、（1）の担当部署は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施

の支援・助言を行う。 

  



６．監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその

使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役は、経営管理担当部署所属の職員に監査業務に必要な事項を要請することができるものとし、監査役

より監査業務に必要な要請を受けた職員は、その要請に関して、監査役の指示に基づき対応するものとする。 

 内部監査担当部署は、社長の命による内部監査のほか、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内

部監査を実施し、その結果を社長に報告した後に、監査役会に報告する。 

 また、監査役会に対して、独自に必要に応じて専門の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける

機会を保障するものとする。 

７．取締役および使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制 

取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当会社およびグループ各社に重大な影響を

及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関する通報状況およびその内容をすみやかに報告する

体制を整備する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議に

より決定する方法による。また、常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状

況を把握するため、経営戦略会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する

重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役および使用人にその説明を求めることができる。 

８．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会と代表取締役社長、監査法人との間の定期的な意見交換会を設定する。 

  



第５【経理の状況】 

  

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年５月１日から平成17年４月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、

改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸

表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（平成16年５月１日から平成17年４月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正

前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年５月１日から平成17年４月30日まで)及び前

事業年度(平成16年５月１日から平成17年４月30日まで)並びに当連結会計年度(平成17年５月１日から平成18年４月30日ま

で)及び当事業年度(平成17年５月１日から平成18年４月30日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本監査法人

により監査を受けております。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度
(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(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
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   332,147 370,247 

２ 受取手形及び売掛金 
※1,
3,4 

 2,089,702 3,557,632 

３ たな卸資産   1,011,593 936,383 

４ 前渡金   94,280 248,311 

５ その他   63,594 125,040 

  貸倒引当金   ― △19,578 

流動資産合計   3,591,319 75.1 5,218,036 82.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※３ 176,005 640,916  

減価償却累計額  △30,635 145,369 △79,730 561,186 

(2) 機械装置及び運搬具  67,442 77,834  

減価償却累計額  △12,959 54,483 △29,446 48,387 

(3) 土地 ※３  355,762 358,462 

(4) 建設仮勘定   479,430 ― 

(5) その他  16,553 16,872  

減価償却累計額  △6,765 9,788 △10,575 6,297 

有形固定資産合計   1,044,833 21.9 974,333 15.3

２ 無形固定資産    

(1) その他   1,168 900 

無形固定資産合計   1,168 0.0 900 0.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   48,108 123,446 

(2) 出資金   50,199 ― 

(3) 保証金・敷金   42,859 31,942 

(4) その他   285 218 

投資その他の資産合計   141,451 3.0 155,607 2.5

固定資産合計   1,187,454 24.9 1,130,841 17.8

資産合計   4,778,773 100.0 6,348,878 100.0

     



  

  

   
前連結会計年度
(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(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
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   201,092 621,267 

２ 短期借入金 ※６  237,000 1,357,000 

３ 未払金   440,367 61,638 

４ 未払費用   39,893 34,131 

５ 未払法人税等   146,861 182,059 

６ 前受金   1,068 ― 

７ その他   18,758 26,912 

流動負債合計   1,085,043 22.7 2,283,008 35.9

Ⅱ 固定負債    

１ 転換社債   890,000 ― 

２ 匿名組合債務   101,286 99,517 

３ 繰延税金負債   346 1,003 

固定負債合計   991,632 20.8 100,521 1.6

負債合計   2,076,676 43.5 2,383,530 37.5

     

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２  1,006,009 21.1 1,507,309 23.8

Ⅱ 資本剰余金   1,167,625 24.4 1,669,926 26.3

Ⅲ 利益剰余金   536,705 11.2 759,271 12.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  885 0.0 2,152 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定   △8,676 △0.2 27,529 0.4

Ⅵ 自己株式 ※５  △452 △0.0 △841 △0.0

資本合計   2,702,097 56.5 3,965,347 62.5

負債及び資本合計   4,778,773 100.0 6,348,878 100.0

     



②【連結損益計算書】 

  

   
前連結会計年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
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)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   4,446,526 100.0 7,270,237 100.0

Ⅱ 売上原価   3,707,578 83.4 6,386,554 87.9

繰延割賦売上利益調整額   ― ― 19,174 0.2

売上総利益   738,947 16.6 864,508 11.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬  63,830 74,606  

２ 給与手当  101,876 115,502  

３ 旅費交通費  37,753 43,719  

４ 減価償却費  11,972 4,087  

５ 保険料  6,771 2,383  

６ 荷造運賃  9,541 6,816  

７ 賃借料  4,022 2,281  

８ 技術調査費  13,766 37,346  

９ 貸倒引当金繰入額  ― 19,578  

10 その他  117,965 367,501 8.3 164,808 471,131 6.5

営業利益   371,445 8.3 393,377 5.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  889 664  

２ 為替差益  ― 94,508  

３ 賃貸料収入  ― 3,387  

４ 匿名組合投資収益  ― 1,768  

５ 保険解約益  35,484 ―  

６ その他  3,900 40,274 0.9 6,339 106,667 1.5

     



  

  

   
前連結会計年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
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)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  2,387 9,255  

２ 為替差損  2,047 ―  

３ 新株発行費  18,013 4,284  

４ 社債発行費  6,475 ―  

５ 匿名組合投資損失  3,702 ―  

６ 株式公開費用  17,613 ―  

７ その他  5,390 55,630 1.2 2,988 16,529 0.2

経常利益   356,089 8.0 483,515 6.7

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益 ※１ 4,230 4,230 0.1 ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 48 48 0.0 ― ― ―

税金等調整前 
当期純利益 

  360,270 8.1 483,515 6.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 198,568 253,779  

法人税等調整額  3,024 201,592 4.5 △18,361 235,418 3.3

当期純利益   158,677 3.6 248,096 3.4

     



③【連結剰余金計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
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) 金額(千円) 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  150,000 1,167,625 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 増資による新株の発行  812,617 ―

２ 新株予約権の行使によ
る増加 

 ― 6,300

３ 新株引受権の行使によ
る増加 

 ― 51,002

４ 転換社債の転換による
資本準備金組入 

 205,007 1,017,625 444,998 502,301 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,167,625 1,669,926 

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  382,203 536,705 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  158,677 158,677 248,096 248,096 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  4,175 4,175 25,531 25,531 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  536,705 759,271 

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
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) 金額(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  360,270 483,515 

２ 減価償却費  24,393 68,215 

３ 持分法による投資利益  ― △508 

４ 貸倒引当金増加額又は減少額（△）  △282 19,578 

５ 社債償還損失  940 ― 

６ 受取利息及び受取配当金  △2,480 △2,266 

７ 為替差損益  2,047 △11,947 

８ 支払利息  2,387 9,255 

９ 匿名組合投資損益  3,702 △1,768 

10 投資有価証券売却益  △4,230 ― 

11 保険解約益  △35,484 ― 

12 売上債権の増加額(△)  △1,291,824 △1,460,729 

13 たな卸資産の増加額(△)又は減少額  △759,673 75,209 

14 前渡金の増加額(△)又は減少額  76,404 △154,030 

15 その他流動資産の増加額(△)  △6,559 △21,053 

16 仕入債務の増加額  77,290 420,174 

17 未払消費税等の増加額又は減少額(△)  △53,494 33,991 

18 繰延割賦売上利益の増加額  ― 19,174 

19 その他流動負債の減少額(△)  △14,288 △20,385 

20 その他固定負債の減少額(△)  ― △1,000 

21 その他  △594 57,430 

小計  △1,621,479 △487,145 

22 利息及び配当金の受取額  2,483 2,309 

23 利息の支払額  △2,387 △9,255 

24 法人税等の支払額  △214,933 △230,250 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,836,316 △724,342 

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  △483,303 △441,141 

２ 無形固定資産の取得による支出  △756 ― 

３ 投資有価証券の取得による支出  △21,050 △15,208 

４ 投資有価証券売却による収入  25,280 ― 

５ 投資その他の資産等の取得による支出  △7,227 △2,932 

６ 投資その他の資産等の売却による収入  35,545 15,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △451,512 △444,282 

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  △183,000 1,120,000 

２ 転換社債の発行による収入  2,000,000 ― 

３ 社債の償還による支出  △100,000 ― 

４ 転換社債の償還による支出  △700,000 ― 

５ 株式の発行による収入  1,417,635 113,600 

６ 自己株式の取得による支出  △452 △388 

７ 配当金の支払額  △4,175 △24,670 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  2,430,007 1,208,540 



  

  

  次へ 

   
前連結会計年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
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) 金額(千円) 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額（△）  △101 △1,815 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
（△） 

 142,076 38,099 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  190,071 332,147 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 332,147 370,247 

   



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
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ２社 連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

Apex Semiconductor, Inc． 

㈱エイペックス・アドバンスト・テクノロジー 

なお、㈱エイペックス・アドバンスト・テクノロジ

ーは当連結会計年度に新設したことにより、連結の

範囲に含めることとしております。 

連結子会社の名称 

Apex Semiconductor, Inc． 

㈱エイペックス・アドバンスト・テクノロジー 

２ 持分法の適用に関する事項 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 

会社等の名称 ネクサス・テクノロジ㈱ 

― （2）持分法を適用していない関連会社 

㈱ＮＳＴジャパンは、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。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 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。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 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 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 ①有価証券 

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 

③たな卸資産 ③たな卸資産 

ａ 商品 ａ 商品 

個別法による原価法  同左 

ｂ 製品・仕掛品・原材料 ｂ 製品・仕掛品・原材料 

総平均法による原価法 総平均法による原価法 



前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却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。 同左 
  

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   

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。 

なお、償却期間については、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。 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費 ①新株発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 同左 

②社債発行費 ②社債発行費 

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 (4) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 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、当期は貸倒実績率がなく、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。 

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

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。 

(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 

(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 



  

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

(6) 重要なリース取引の処理方法 (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 (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17年４月30日現在 

101,286千円となっており、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。 

(8)収益及び費用の計上基準 (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。 

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 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。 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 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 連結調整勘定の償却に関する事項 ６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却については、一括償却を行っ

ております。 

― 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

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 

 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。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８ 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 



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 

  

表示方法の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
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。 

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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。 

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に交付され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算上の表示について実

務上の取り扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。この結果、販売費及び一般管理費が７

百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益が、７百万円減少しております。 

― 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

前連結会計年度
(平成17年４月30日) 

当連結会計年度
(平成18年４月30日) 

  
※１ 売掛債権の債権譲渡残高 84,885千円 ※１ 売掛債権の債権譲渡残高 313,201千円

  
※２ 発行済株式総数  普通株式 34,044株 ※２ 発行済株式総数  普通株式 43,966株

※３ 担保資産及び担保付債務 ※３ 担保資産及び担保付債務 

 連結子会社以外の会社（Enhanced lithography 

solutions Co.,Ltd.）の金融機関からの借入金

(408,000千韓国ウォン）に対して、次のとおり連

結子会社の資産を担保として抵当に供しておりま

す。 

担保に供している資産 

売掛金  355,606千円 

 担保付債務 

        買掛金  192,973千円 

  
土地 100,347千韓国ウォン

建物 288,500千韓国ウォン

※４ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

※４ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が、期末残高に

含まれております。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が、期末残高に

含まれております。 
  

受取手形 1,774千円 受取手形 357千円

※５ 自己株式の保有数 ※５ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 
  

普通株式 3.16株 普通株式 5.77株

※６ 当座貸越及び貸出コミットメント契約 ※６ 当座貸越及び貸出コミットメント契約 

当座貸越契約 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。 

 当連結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。 

 当連結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 3,000,000千円

借入実行残高 237,000千円

差引額 2,763,000千円

当座貸越契約の総額 4,100,000千円

借入実行残高 1,330,000千円

差引額 2,770,000千円



（連結損益計算書関係） 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

※１ 投資有価証券売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

― 

  
投資有価証券 4,230千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
  

工具器具備品 48千円

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照  

記載されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照  

記載されている科目の金額との関係 
  

  （平成17年４月30日）

現金及び預金 332,147千円

現金及び現金同等物 332,147千円

  （平成18年４月30日）

現金及び預金 370,247千円

現金及び現金同等物 370,247千円

 ２ 重要な非資金取引の内容  ２ 重要な非資金取引の内容 
  

新株予約権の行使  

新株予約権の行使による 
資本金増加額 

204,992千円

新株予約権の行使による 
資本準備金増加額 

205,007千円

新株予約権の行使による 
転換社債減少額 

410,000千円

新株予約権の行使  

新株予約権の行使による
資本金増加額 

445,001千円

新株予約権の行使による
資本準備金増加額 

444,998千円

新株予約権の行使による
転換社債減少額 

890,000千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
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 

  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

②未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 2,772千円

1年超 10,775千円

合計 13,547千円

③支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

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、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。 



（有価証券関係） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度

（平成17年４月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年４月30日） 

区分 
取得原価 
（千円） 

連結決算日
における連結 
貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

連結決算日 
における連結 
貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

  

株式 1,620 3,108 1,488 1,620 5,238 3,618

小計 1,620 3,108 1,488 1,620 5,238 3,618

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

  

株式 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

合計 1,620 3,108 1,488 1,620 5,238 3,618

区分 

当連結会計年度 
（平成17年4月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成18年4月30日現在） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

非上場社債 45,000 45,000 

計 45,000 45,000 

（2）その他有価証券 

非上場株式 ― 23,008 

匿名組合出資証券 ― 50,199 

計 ― 73,208 

区分 
前連結会計年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

売却額（千円） 25,280 ― 

売却益の合計額（千円）  4,230 ― 

売却損の合計額（千円） ― ― 

区分 

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

１年以内（千円）
１年超５年以内
（千円） 

１年以内（千円）
１年超５年以内 
（千円） 

１．債券 

(1）社債 ― 45,000 ― 45,000 

合計 ― 45,000 ― 45,000 



（デリバティブ取引関係） 

    １ 取引の状況に関する事項 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

（注）1 時価の算定方法 

    為替予約取引・・・取引金融機関から提示された価格によっております。 

2 ヘッジ会計を適用している為替予約取引については注記の対象より除いております。 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

― 

①取引の内容、利用目的及び取組方針 

 当社グループは、通常業務から発生する債権を対象

とし、将来の市場変動による損失回避に資するものに

限定して為替予約取引を利用しております。 

 この結果、輸出売上債権等の有するリスクを効果的

に相殺しております。 

  

②取引に係るリスクの内容 

 デリバティブ取引の相手先は格付けの高い金融機関

に限定しており、相手先の債務不履行に伴う損失は予

想しておりません。 

  

③社内管理体制 

 社内管理体制は、事務処理に関する諸規定等に基づ

き、担当取締役、経理部長の承認のもとにデリバティ

ブ取引を行う体制となっており、内部牽制が十分機能

する体制となっております。 

  

種類 

当連結会計年度 
（平成17年4月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成18年4月30日現在） 

契約額等 
（千円） 

契約額等 
のうち 
1年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円） 

契約額等
（千円） 

契約額等
のうち 
1年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円） 

為替予約取引     

売建     

米ドル ― ― ― ― 236,000 ― 228,800 7,200

合計 ― ― ― ― 236,000 ― 228,800 7,200



（退職給付関係） 

前連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

該当事項はありません。 

  



（税効果会計関係） 

  

  

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  

  

(繰延税金資産)  

未払事業税損金不算入 11,837千円

棚卸資産評価損損金不算入 6,180千円

残価保証契約割戻金仮受否認 4,778千円

一括償却資産損金不算入 413千円

繰延税金資産合計 23,208千円

(繰延税金負債)  

特別償却準備金認定損 △157千円

その他有価証券評価差額金 △602千円

繰延税金負債合計 △760千円

繰延税金資産（負債）の純額 22,449千円

(繰延税金資産)  

未払事業税損金不算入 14,617千円

棚卸資産評価損損金不算入 17,961千円

貸倒引当金繰入超過 7,929千円

貸倒損失否認 946千円

繰延割賦売上利益否認 7,765千円

たな卸資産未実現利益 754千円

一括償却資産損金不算入 461千円

繰延税金資産小計 50,435千円

 評価性引当金 △8,875千円

 繰延税金資産合計 41,560千円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △1,465千円

繰延税金負債合計 △1,465千円

繰延税金資産（負債）の純額 40,094千円

当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結財務諸表の以下の項目を含んでおります。 

当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結財務諸表の以下の項目を含んでおります。 
  

流動資産－繰延税金資産 22,795千円

固定資産－繰延税金資産 413千円

流動負債－繰延税金負債 ―千円

固定負債－繰延税金負債 760千円

流動資産－繰延税金資産 41,098千円

固定資産－繰延税金資産 461千円

流動負債－繰延税金負債 ―千円

固定負債－繰延税金負債 1,465千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 40.5％

(調整)  

住民税均等割等 0.7％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.2％

修正申告納付額 4.8％

海外連結子会社法人税等負担差 △1.4％

評価引当額 8.1％

未実現利益相殺 0.4％

その他 1.7％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

56.0％   

法定実効税率 40.5％

(調整)  

住民税均等割等 0.5％

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

0.9％

海外連結子会社法人税等負担差 △1.4％

評価引当額 7.9％

未実現利益相殺 0.2％

その他 0.1％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率 

48.7％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

 （注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

(1) 半導体製造装置販売事業……半導体製造装置の仲介及び売買 

(2) テックサービス事業…………半導体製造装置に係る技術サービスの提供 

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、本社管理部門にかかる費用であり、当

連結会計年度は143,985千円であります。 

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439,816千円であります。 

  

  
半導体製造装
置販売事業 
(千円) 

テックサービ
ス事業(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 

4,161,257 285,268 4,446,526 ― 4,446,526

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 4,161,257 285,268 4,446,526 ― 4,446,526

営業費用 3,521,284 409,810 3,931,094 143,985 4,075,080

営業利益又は営業損失
（△） 

639,973 △124,541 515,431 (143,985) 371,445

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資産 3,246,944 1,092,012 4,338,956 439,816 4,778,773

減価償却費 14,327 9,854 24,181 212 24,393

資本的支出 53,918 860,688 914,606 1,589 916,196



当連結会計年度（自 平成17年5月1日 至 平成18年4月30日） 

(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、親会社本社管理部門に 

     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533,164千円であります。 

   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。 

 当連結会計年度と同一の区分によった場合の前連結会計年度のセグメント情報は以下のとおりであります。 

  
半導体製造
装置事業 
(千円) 

プローブカー
ド事業(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 



前連結会計年度（自 平成16年5月1日 至 平成17年4月30日） 

  

  

  
半導体製造
装置事業 
(千円) 

プローブカー
ド事業(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 
4,313,082 133,443 4,446,526 ― 4,446,526 

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 4,313,082 133,443 4,446,526 ― 4,446,526 

営業費用 3,824,847 106,246 3,931,084  143,985 4,075,080 

営業利益 488,234 27,197 515,431 （143,985） 371,445 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
          

 資産 4,123,722 164,203 4,287,925  490,848 4,778,773 

減価償却費 20,449 3,731 24,181 212 24,393 

資本的支出 871,190 43,416 914,606 1,589 916,196 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

 （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、差

入保証金)であり、当連結会計年度は134,455千円であります。 

  

当連結会計年度（自 平成17年5月1日 至 平成18年4月30日） 

(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。 

  
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 

4,729,252 167,273 4,446,526 ― 4,446,526

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

67,551 294,955 362,506 (362,506) ―

計 4,346,803 462,229 4,809,033 (362,506) 4,446,526

営業費用 4,131,413 443,245 4,574,658 (499,578) 4,075,080

営業利益 215,390 18,984 234,374 137,071 371,445

Ⅱ 資産 4,697,593 273,858 5,241,452 (462,678) 4,778,773

  
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 



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

 (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17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

 (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。 

  

  

  

  韓国 中国・台湾 欧米 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,487,336 107,621 171,620 1,766,578

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 4,446,526

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

33.4 2.4 3.9 39.7

  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



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日） 

 該当事項はございません。 

  

当連結会計年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

 該当事項はございません。 

  



（１株当たり情報） 

 （注） 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
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
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 79,376円51銭

１株当たり当期純利益 6,184円45銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

5,010円70銭

１株当たり純資産額 90,069円55銭

１株当たり当期純利益 6,483円44銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

6,291円72銭

項目 
前連結会計年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 158,677 248,096

普通株式に係る当期純利益(千円) 158,677 248,096

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) 25,657 37,371

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） 

新株予約権付社債 1,923 ―

新株引受権 1,533 ―

新株予約権 2,554 1,139

普通株式増加数（株） 6,010 1,139

（うち新株予約権付社債） （1,923） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株引受権(個) ― ―

新株予約権(個) ― ―



（重要な後発事象） 

  

その他 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当連結会計年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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 

⑤取得資金の調達 

自己資金 

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% 

― 

（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。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）新株予約権付社債の内容 

なお、平成17年12月20日付をもって新株予約権付社債は未転換社債残高金額の転換請求があり同日をもって普通株式へ

の転換が完了している。 

  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円) 

当期末残高
(千円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

㈱エイペックス 
円貨建転換社債型
新株予約権付社債 

平成16年
７月30日 

890,000 ― ― 無担保 
平成21年
７月30日 

合計 ― ― 890,000 ― ― ― ― 

  発行すべき株式の内容 普通株式

  新株予約権の発行価額（円） 無償 

  

株式の発行価額（円） 

(1）当初発行価格は455,000円

  

(2）本新株予約権付社債発行後、平成16年８月より各月
最終取引日（以下「修正日」という。）の翌取引日
以降、修正日までの各３連続取引日（修正日当日を
含み、終値のない日を除く。）の株式会社名古屋証
券取引所における当社普通株式の終値の平均値の
98％で1,000円未満に切り下げた金額が、各修正日
において有効な発行価格を下回る場合には発行価格
はその低い方に修正される。但し、発行価額は
136,000円を下回らない。 

  発行価格の総額（千円） 2,000,000

  
新株予約権の行使により発行した
株式の発行価格の総額（千円） 

890,000

  新株予約権の付与割合（％） 100

  新株予約権の行使期間 
平成16年８月２日から
平成21年７月29日まで 

  代用払込に関する事項 
本新株予約権を行使するときは、本社債の金額の償還に
代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額
の金額の払込があったものとみなす。 



【借入金等明細表】 

 （注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 237,000 1,357,000 0.81 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

― ― ― ― 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 237,000 1,357,000 ― ― 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度

(平成17年４月30日) 
当事業年度 

(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
(％) 

(資産の部)       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金    272,687 317,501 

２ 受取手形 ※７  35,522 30,146 

３ 売掛金 ※1,3  2,183,224 3,049,192 

４ 割賦売掛金 ※２  ― 355,606 

５ 商品   965,598 853,437 

６ 前渡金   94,100 219,623 

７ 前払費用   1,513 4,271 

８ 繰延税金資産   22,942 40,344 

９ 関係会社短期貸付金   20,000 20,000 

10 未収還付消費税等   19,613 44,147 

11 その他 ※３  32,938 35,865 

  貸倒引当金   ― △19,578 

流動資産合計    3,628,527 74.9 4,950,558 77.9

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物   133,924 579,674  

減価償却累計額   △25,652 108,271 △69,965 509,708 

(2) 構築物   7,539 18,139  

減価償却累計額   △3,244 4,295 △5,591 12,547 

(3) 機械及び装置   52,876 58,941  

減価償却累計額   △8,427 44,449 △20,738 38,202 

(4) 車両及び運搬具   462 462  

減価償却累計額   △379 82 △415 46 

(5) 工具器具及び備品   7,692 7,692  

減価償却累計額   △4,397 3,295 △5,394 2,298 

(6) 土地    346,290 346,290 

(7) 建設仮勘定    479,430 ― 

有形固定資産合計    986,113 20.4 909,092 14.3

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア    262 136 

(2) 電話加入権    215 215 

無形固定資産合計    477 0.0 351 0.0

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券    48,108 100,437 

(2) 関係会社株式    35,916 258,416 

(3) 出資金    50,199 ― 

(4) 関係会社長期貸付金    57,000 111,000 

(5) 保証金・敷金    36,148 24,515 

(6) その他    285 218 

投資その他の資産合計    227,657 4.7 494,587 7.8

固定資産合計    1,214,248 25.1 1,404,032 22.1

資産合計    4,842,776 100.0 6,354,590 100.0

        



  

  

   
前事業年度

(平成17年４月30日) 
当事業年度 

(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
(％) 

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債       

１ 買掛金 ※2,3  287,280 627,256 

２ 短期借入金 ※８  200,000 1,337,000 

３ 未払金    432,180 56,256 

４ 未払費用    39,893 32,792 

５ 未払法人税等    142,491 172,316 

６ 未払配当金    ― 860 

７ 預り金    4,298 4,826 

８ 繰延割賦売上利益    ― 19,174 

９ 仮受金    12,571 492 

10 新株引受権    1,000 ― 

流動負債合計    1,119,715 23.1 2,250,975 35.4

Ⅱ 固定負債     

１ 転換社債    890,000 ― 

２ 匿名組合債務    101,286 99,517 

３ 繰延税金負債    346 1,003 

固定負債合計    991,632 20.5 100,521 1.6

負債合計    2,111,347 43.6 2,351,497 37.0

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※５  1,006,009 20.8 1,507,309 23.7

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金   1,167,625 1,669,926  

資本剰余金合計    1,167,625 24.1 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     

(1) 特別償却準備金   463 231  

(2) 別途積立金   150,000 300,000  

３ 当期未処分利益   406,667 524,084  

利益剰余金合計    557,361 11.5 824,546 13.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

※９  885 0.0 2,152 0.0

Ⅴ 自己株式 ※６  △452 △0.0 △841 △0.0

資本合計    2,731,428 56.4 4,003,093 63.0

負債資本合計    4,842,776 100.0 6,354,590 100.0

        



②【損益計算書】 

   
前事業年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度 
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)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※１  4,401,034 100.0 6,922,186 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 期首商品たな卸高  224,729 965,598  

２ 当期商品仕入高 ※１ 4,314,781 5,822,707  

３ 当期製造原価   129,851 215,497  

４ 他勘定振替高   △18,027 △49,760  

合計   4,651,335 6,954,043  

５ 期末商品たな卸高   965,598 3,685,736 83.7 853,437 6,100,605 88.1

割賦売上未実現利益戻入    ― ― 1,743 0.0

割賦売上未実現利益繰延    ― ― △20,917 0.3

売上総利益    715,297 16.3 802,406 11.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 役員報酬   54,080 57,533  

２ 給与手当   86,316 81,790  

３ 旅費交通費   31,202 30,688  

４ 租税公課   4,356 12,180  

５ 法人事業税   7,400 11,000  

６ 支払手数料   6,871 13,070  

７ 支払報酬   13,226 20,264  

８ 地代家賃   7,399 12,546  

９ 減価償却費   8,639 442  

10 技術調査費   13,766 37,346  

11 貸倒引当金繰入額   ― 19,578  

12 その他   64,521 297,779 6.8 63,898 360,341 5.2

営業利益    417,518 9.5 442,065 6.4

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 ※１ 1,360 2,926  

２ 為替差益  ― 80,504  

３ 賃貸料収入 ※１ 8,427 3,387  

４ 匿名組合投資収益  ― 1,768  

５ 保険解約益   35,484 ―  

６ その他   3,653 48,925 1.1 5,548 94,135 1.3



  

   
前事業年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度 
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)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   2,161 8,880  

２ 手形売却損   1,429 ―  

３ 為替差損   15,632 ―  

４ 匿名組合投資損失   3,702 ―  

５ 新株発行費   18,013 4,284  

６ 社債発行費   6,475 ―  

７ 株式公開費用   17,613 ―  

８ その他   3,961 68,989 1.6 2,988 16,153 0.2

経常利益    397,454 9.0 520,046 7.5

      

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益 ※２ 4,230 4,230 0.1 ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 48 48 0.0 ― ― ―

税引前当期純利益    401,635 9.1 520,046 7.5

法人税、住民税 
及び事業税 

  185,819 244,937  

法人税等調整額   2,877 188,696 4.3 △17,607 227,329 3.3

当期純利益    212,938 4.8 292,716 4.2

前期繰越利益    193,729 231,368 

当期未処分利益    406,667 524,084 

        



製造原価明細書 

 （注）※１ 主な内容は次のとおりであります。 

  

  

  
前事業年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

区分 金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費 46,584 35.9 56,434 26.2

Ⅱ 経費※１ 83,266 64.1 159,063 73.8

当期総製造費用 129,851 100.0 215,497 100.0

当期製造原価 129,851 215,497 

      

項目 
前事業年度
（千円） 

当事業年度 
（千円） 

減価償却費 9,980 47,468 

旅費交通費 22,787 25,493 

地代家賃 6,943 7,091 



③【利益処分計算書】 

 （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。 

２. 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  

  次へ 

   
前事業年度

(平成17年７月28日) 
当事業年度 

(平成18年７月27日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   406,667 524,084

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 特別償却準備金取崩額   231 231 231 231

合計   406,899 524,316

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金   25,531 43,961

２ 役員賞与   ― 5,800

３ 別途積立金   150,000 175,531 150,000 199,761

Ⅳ 次期繰越利益   231,368 324,555

        



重要な会計方針 

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
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 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 (1) 満期保有目的の債券 

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 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) 

  

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 

(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）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 

３ たな卸資産の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 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 

  

  

同左 

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

  

(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 ５ 繰延資産の処理方法 

(1) 新株発行費 (1) 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 同左 

(2) 社債発行費 (2) 社債発行費 

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 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 



  

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

７ 引当金の計上基準 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。 

 なお、当期は貸倒実績率がなく、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。 

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 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 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17年４月30日現在

101,286千円となっており、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。 

10 収益及び費用の計上基準 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。 

11 その他財務諸表作成のための重要な事項 11 その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 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。 

同左 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
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。 

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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。 

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に交付され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算上の表示に

ついて実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計

基準委員会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が７百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が７百

万円減少しております。 

― 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

前事業年度 
(平成17年４月30日) 

当事業年度
(平成18年４月30日) 

  
※１ 売掛債権の債権譲渡残高 84,885千円 ※１ 売掛債権の債権譲渡残高  313,201千円

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 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 

※３ 関係会社に対する資産及び負債 ※３ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 
  

売掛金 231,406千円

未収入金 2,113千円

未収利息 228千円

買掛金 124,416千円

売掛金 390,371千円

立替金 3,176千円

未収利息 1,240千円

買掛金 25,608千円

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。 

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。 

（株）エイペックス・アドバンスト・テクノロジー （株）エイペックス・アドバンスト・テクノロジー 

37,000千円 20,000千円 
  
※５ 会社が発行する株式  普通株式 80,160株

発行済株式総数    普通株式 34,044株

※５ 会社が発行する株式  普通株式 141,400株

発行済株式総数    普通株式 43,966株

  
※６ 自己株式の保有数  

普通株式 3.16株

※６ 自己株式の保有数  

普通株式 5.77株

※７ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

 なお、当事業年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま

れております。 

※７           ― 

  
受取手形 1,577千円    

※８ 当座貸越契約 ※８ 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 2,900,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 2,700,000千円

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

※９ 配当制限 ※９ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する、資産

に時価を付したことにより増加した純資産額は

885千円であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する、資産

に時価を付したことにより増加した純資産額は

2,152千円であります。 



（損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
  

売上高 167,332千円

仕入高 327,101千円

受取利息 538千円

賃貸料収入 8,427千円
  

売上高 266,324千円

仕入高 259,508千円

受取利息 2,454千円

※２ 投資有価証券売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

  

  
投資有価証券 4,230千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。   
  

工具機器備品 48千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
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、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

  

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、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。 

  

  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 

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 



（有価証券関係） 

前事業年度(自 平成16年５月１日 至 平成17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。 

  

当事業年度(自 平成17年５月１日 至 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。 

  



(税効果会計関係) 

  

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  

  

(繰延税金資産)  

未払事業税損金不算入 11,837千円

棚卸資産評価損損金不算入 6,326千円

残価保証契約割戻金仮受否認 4,778千円

一括償却資産損金不算入 413千円

繰延税金資産合計 23,356千円

(繰延税金資産)  

未払事業税損金不算入 14,617千円

棚卸資産評価損損金不算入 17,961千円

貸倒引当金繰入超過額 7,929千円

貸倒損失否認 946千円

繰延割賦売上利益否認 7,765千円

一括償却資産損金不算入 461千円

繰延税金資産小計 49,681千円

評価性引当金 △8,875千円

繰延税金資産合計 40,806千円

(繰延税金負債) (繰延税金負債) 
  

特別償却準備金認定損 △157千円

その他有価証券評価差額金 △602千円

繰延税金負債合計 △760千円

繰延税金資産（負債）の純額 22,596千円
  

その他有価証券評価差額金 △1,465千円

繰延税金負債合計 △1,465千円

繰延税金資産（負債）の純額 39,341千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  

法定実効税率 40.5％

(調整) 

住民税均等割額等 0.6％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.0％

修正申告納付額 4.3％

その他 0.6％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

47.0％

法定実効税率 40.5％

(調整)  

住民税均等割額等 0.4％

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

0.6％

評価性引当金 1.7％

その他 0.5％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率 

43.7％



（１株当たり情報） 

 （注） 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 

  

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
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 80,238円16銭

１株当たり当期純利益 8,299円27銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

6,724円14銭

１株当たり純資産額 90,928円16銭

１株当たり当期純利益 7,677円39銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

7,450円36銭

項目 
前事業年度

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度 
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日 

損益計算書上の当期純利益(千円) 212,938 292,716

普通株式に係る当期純利益(千円) 212,938 292,716

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) 25,657 37,371

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） 

新株予約権付社債 1,923 ―

新株引受権 1,533 ―

新株予約権 2,554 1,139

普通株式増加数（株） 6,010 1,139

（うち新株予約権付社債） (1,923) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株引受権(個) ― ―

新株予約権(個) ― ―



（重要な後発事象） 

  

  

前事業年度 
自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日 

当事業年度
自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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 

⑤取得資金の調達 

  自己資金 

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% 

― 

（関係会社株式の譲渡） 

当社の関係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ありません。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

【その他】 

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

投資有価証券 
その他 
有価証券 

株式会社T＆Dホールディングス 600 5,238

小計 600 5,238

関係会社株式 
その他 
有価証券 

Apex Semiconductor,Inc. 12,500 5,916

株式会社エイペックス・アドバン
スト・テクノロジー 

46,000 230,000

ネクサス・テクノロジ株式会社 294 14,700

株式会社ＮＳＴジャパン 156 7,800

小計 58,950 258,416

計 59,550 263,654

銘柄 券面総額（千円） 貸借対照表計上額(千円) 

投資有価証券 
その他 
有価証券 

アイシーエフ株式会社 
新株予約権付社債 

45,000 45,000

計 45,000 45,000

銘柄 出資割合（％） 貸借対照表計上額(千円) 

投資有価証券 
その他 
有価証券 

Capricorn Aviation 
匿名組合出資証券 

4.6 50,199

計 4.6 50,199



【有形固定資産等明細表】 

 （注）1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

    2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産         

建物 133,924 445,750 ― 579,674 69,965 44,313 509,708

構築物 7,539 10,600 ― 18,139 5,591 2,347 12,547

機械及び装置 52,876 6,064 ― 58,941 20,738 12,311 38,202

車両及び運搬具 462 ― ― 462 415 35 46

工具器具及び備品 7,692 ― ― 7,692 5,394 997 2,298

土地 346,290 ― ― 346,290 ― ― 346,290

建設仮勘定 479,430 ― 479,430 ― ― ― ―

有形固定資産計 1,028,214 462,414 479,430 1,011,199 102,107 60,006 909,092

無形固定資産   

ソフトウェア 262 ― ― 262 493 126 136

電話加入権 215 ― ― 215 ― ― 215

無形固定資産計 477 ― ― 477 493 126 351

長期前払費用 285 110 ― 395 188 176 218

建物 エイペックステックセンター 建物設備   445,750千円

構築物 エイペックステックセンター 建物周辺構築物 10,600千円

機械装置 プローブカード製造設備 検査装置 6,064千円

       

建設仮勘定 エイペックステックセンター 建物設備 479,430千円 

  

        



【資本金等明細表】 

 （注） １ 資本金及び株式払込剰余金の増加の原因は、次のとおりであります。 

(1) 2009年7月30日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使 

(平成17年5月23日～平成17年12月20日) 

(2) 第1回無担保新株引受権付社債の新株引受権の権利行使 

  （平成18年4月19日～平成18年4月21日） 

(3) 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

  （平成17年11月16日～平成18年4月17日） 

 ２ 当期末における自己株式は5.77株であります。 

 ３ 任意積立金の増減の原因は、すべて利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (千円) 1,006,009 501,299 ― 1,507,309

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (34,044) (9,922) (―) (43,966)

普通株式 (千円) 1,006,009 501,299 ― 1,507,309

計 (株) (34,044) (9,922) (―) (43,966)

計 (千円) 1,006,009 501,299 ― 1,507,309

資本準備金及び 

その他資本剰余金 

資本準備金    

株式払込剰余金 (千円) 1,167,625 502,301 ― 1,669,926

計 (千円) 1,167,625 502,301 ― 1,669,926

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (千円) 230 ― ― 230

任意積立金    

特別償却準備金 (千円) 463 ― 231 231

別途積立金 (千円) 150,000 150,000 ― 300,000

計 (千円) 150,693 150,000 231 300,461

普通株式 6,544株 資本金 444,998千円 資本準備金 445,001千円 

普通株式 3,000株 資本金 50,001千円 資本準備金 50,999千円 

普通株式  378株 資本金  6,300千円 資本準備金  6,300千円 

区分 
前期末残高 

（千円） 

当期増加額 

（千円） 

当期減少額 

（目的使用） 

（千円） 

当期減少額 

（その他） 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

貸倒引当金 ― 19,578 ― ― 19,578 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

② 受取手形 

相手先別内訳 

  

期日別内訳 

  

区分 金額(千円)

現金 248 

預金 当座預金 976 

  普通預金 297,902 

  外貨預金 352 

  別段預金 1,019 

  定期預金 17,002 

  計 317,252 

合計 317,501 

相手先 金額(千円)

光伝導機株式会社 18,127 

株式会社鈴木商館 7,245 

フジテック・インターナショナル株式会社 2,488 

ミツミ電機株式会社 2,285 

合計 30,146 

期日 金額(千円)

平成18年５月満期 9,620 

平成18年６月満期 4,872 

平成18年７月満期 11,881 

平成18年８月満期 3,771 

合計 30,146 



③ 売掛金 

相手先別内訳 

 （注） AUS Korea,Inc. 他62社 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

④割賦売掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円)

QT Technology Pte.,Ltd. 435,294 

NST,Inc. 392,719 

Apex semiconductor,inc. 389,205 

株式会社ハイニックス・セミコンダクター・ジャパン 349,125 

TOPCO Scientific Co. Ltd. 228,228 

その他（注） 1,254,619 

合計 3,049,192 

前期繰越高 
(千円) 

当期発生高 
(千円) 

当期回収高 
(千円) 

次期繰越高
(千円) 

回収率(％) 滞留期間(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ) 

───── 
(Ａ)＋(Ｂ) 

×100 

(Ａ)＋(Ｄ) 
───── 
２ 

────── 
(Ｂ) 

───── 
365 

2,183,224 6,662,656 5,796,688 3,049,192 65.5 143 

相手先 金額(千円)

Nepes Pte.Ltd. 355,606 

合計 355,606 



⑤ 商品 

  

⑥ 保証金・敷金 

 （注） １ 取引保証金 

 ２ 本社事務所敷金 

 ３ 借上社宅敷金 

 ４ 駐車場保証金 

     

相手先 金額(千円)

半導体製造装置及び部品 853,437 

合計 853,437 

相手先 金額(千円)

岩崎電気株式会社(注)１ 11,017 

京都テックセンター土地賃借保証金 10,000 

株式会社ニードジャパン(注)２ 3,015 

増田勝治(注)３ 220 

エヌパーク(注)４ 100 

総合警備保障株式会社保証金 100 

上海事務所敷金・保証金 33 

株式会社マルニシ(注)４ 28 

合計 24,515 



⑦ 買掛金 

相手先別内訳 

 （注）  アイシーエフ株式会社 他36社 

  

⑧ 短期借入金 

（注）株式会社東京三菱銀行は平成18年1月1日付で、商号を株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と変更しております。 

  

⑨ １年以内返済予定の長期借入金 

 該当事項はありません。 

  

⑩ 未払金 

  

相手先 金額(千円)

ＵＭＣジャパン株式会社 238,373 

三井住友銀リース株式会社 192,972 

Aus Semicon,Inc. 44,736 

Aus Korea,Inc. 30,000 

NST,Inc. 22,991 

その他（注） 98,182 

合計 627,256 

区分 金額(千円)

株式会社みずほ銀行 445,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(注) 400,000 

株式会社りそな銀行 227,000 

株式会社八十二銀行 200,000 

株式会社三井住友銀行 65,000 

合計 1,337,000 

区分 金額(千円)

未払付加価値税（英国） 56,256 

合計 56,256 



⑪ 長期借入金 

 該当事項はありません。 

  

⑫ 匿名組合債務 

 （注） 投資損失引当 

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

区分 金額(千円)

匿名組合投資損失(注) 99,517 

合計 99,517 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 ４月30日 

定時株主総会 決算期の翌日から３ヶ月以内

基準日 ４月30日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券

中間配当基準日 10月31日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番３号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番３号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 印紙税相当額 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番３号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番３号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 

当会社の公告は電子公告の方法により行う。
http://www.apex-jp.net 
ただし、やむを得ない理由により電子公告ができない場合は日本経済新聞に掲載し
て行う。 

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７【提出会社の参考情報】 

  

１【提出会社の親会社等の情報】 

 親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及び 

その添付書類 

事業年度 

(第５期) 

自 平成16年５月１日

至 平成17年４月30日

  平成17年７月29日 

関東財務局長に提出 

            

(2) 半期報告書 (第６期中) 自 平成17年５月１日

至 平成17年10月31日

  平成18年１月30日 

関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年７月28日

株式会社エイペックス     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 古  谷  伸 太 郎  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 志  村  さ や か  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エイペックスの平成16年５月１日から平成17年４月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社エイペックス及び連結子会社の平成17年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年７月27日

株式会社エイペックス     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 古  谷  伸 太 郎  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 志  村  さ や か  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エイペックスの平成17年５月１日から平成18年４月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社エイペックス及び連結子会社の平成18年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、平成18年５月31日にＱＴ Technology，Pte．Ltdの新株発行を引受けて

いる。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年７月28日

株式会社エイペックス     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 古  谷  伸 太 郎  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 志  村  さ や か  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エイペックスの平成16年５月１日から平成17年４月30日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社エイペックスの平成17年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年７月27日

株式会社エイペックス     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 古  谷  伸 太 郎  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 志  村  さ や か  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エイペックスの平成17年５月１日から平成18年４月30日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社エイペックスの平成18年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、平成18年５月31日にＱＴ Technology，Pte．Ltdの新株発行を引受けて

いる。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。 
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