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１．平成17年11月中間期の連結業績（平成17年6月1日～平成17年11月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 3,096 (  15.1) 190 ( 11.7) 191 ( 8.8)

16年11月中間期 2,690 ( △2.7) 170 (115.2) 175 (114.7)

17年5月期 6,061 428 442

中間(当期)純利益
1株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後1株当 
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年11月中間期 98 (△14.8) 20 12 20 10

16年11月中間期 115 (484.3) 22 81 － －

17年5月期 270 52 99 － －

(注) ①持分法投資損益 17年11月中間期 －百万円 16年11月中間期 －百万円 17年5月期 －百万円
②期中平均株式数（連結) 17年11月中間期 4,872,084株 16年11月中間期 5,044,178株 17年5月期 4,976,389株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 8,127 7,146 87.9 1,472 70

16年11月中間期 7,912 7,078 89.5 1,423 75

17年5月期 8,226 7,127 86.6 1,459 40

(注)期末発行済株式数(連結) 17年11月中間期 4,852,571株 16年11月中間期 4,972,071株 17年5月期 4,883,971株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年11月中間期 △98 △508 △94 4,126

16年11月中間期 96 △338 △122 5,026

17年5月期 432 △750 △245 4,828

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年5月期の連結業績予想（平成17年6月1日～平成18年5月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 6,470 345 188

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　　38円74銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の7ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは当社及び連結子会社5社、関連会社2社で構成され、その主な業務の内容と位置付けは次のとおりであ

ります。

事業種類セグメント 事業内容 会社名

システム開発 ・情報・通信ネットワークシステム ・当社

・金融システム ・コンピュータシステムプランニング㈱

・交通/物流システム ・㈱日本システムアプリケーション

・社会/公共システム ・ソフトウェア・テクニクス㈱

・宇宙/エネルギーシステム ・ユニバーサルシステムズエンジニアリング㈱

・製造プロセス ・アイ・エス・アイ㈱

・ミドルウェア

情報サービス ・運用/保守サービス ・当社

・検証サービス ・コンピュータシステムプランニング㈱

・アイ・ピー・エス㈱

ソフトウェア販売 ・ＥＲＰソフト ・当社

・セキュリティソフト ・ユニバーサルシステムズエンジニアリング㈱

・ＢＰＭソフト

（当社グループの事業系統図）
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループは情報通信技術を応用した新しい価値創造でお客様とともに社会に貢献することを企業理念としてお

ります。その理念の下お客様それぞれの立場に立ったシステム開発、ソリューションの提供を経営の目標としており

ます。また、お客様の満足度向上のために、「サービスとスピード」をキーワードに、品質・納期・価格・セキュリ

ティーの4項目に重点を置き、グループ各社の得意分野を活かして相互に補完しあうことにより、信頼できるトータル

サービスの提供をいたしております。

　また、既存の事業の維持発展だけではなく、当社グループの特色を活かした新たな事業の創生にも注力し、お客様

に提供できるサービスの範囲を広げていくように努めてまいります。

　これまでに蓄積した「プロジェクト管理技術」を一歩進め、お客様の多様なニーズに呼応した高い水準のサービス

を提供するために、「きめ細かなサービスとは何か」を徹底的に追求してまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けており、ソフトウエア開発業界における競争力を

維持・強化するとともに、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針としております。

　上記の方針に基づき、当期中間配当としては、1株当り普通配当7円25銭とさせていただきます。また、期末配当金

につきましても、1株当り7円25銭を予定しており、当期の年間配当金は１株当り14円50銭となる見込みです。

　内部留保資金の使途につきましては、今後とも益々激化するＩＴ技術革新、あるいは国際間・異業種間競争に耐え

うる企業体質の強化と製品・品質の向上を図るべく有効投資していく予定です。

　更に、配当性向30％の維持を目標としてまいります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式の投資単位の引下げにつきましては、個人投資家層の拡大及び株式の流動性を高めるため、1単元の株式の数

を1,000株から100株に平成17年2月より変更しております。

４．目標とする経営指標

　当社は、経営効率の良い高付加価値化された経営を目標としており、事業展開に際して重視しております経営指標

は、営業利益、経常利益及び利益率の向上であります。

５．中長期的な会社の経営戦略

　お客様のニーズは技術の進歩だけではなく、トータルコストを重視する経営の観点や新たな法律の施行、ＣＳＲ（企

業の社会的責任）に対する社会的な要求増大など環境の変化によって大きく変わりつつあります。このような変化に

いち早く対応しお客様が満足できるソリューションを提供し続けることが当社グループの使命であり、これをビジネ

スチャンスとすることで更なる発展が可能となります。

　当社の基本戦略は長期的な取引関係によるお客様との信頼関係に基づく安定した受注をベースとした基盤事業と継

続的な発展を牽引する成長分野の事業のバランスのとれた両立です。これらを踏まえ、以下の施策を実施してまいり

ます。

①　システム開発分野では、情報通信、制御系、組み込み系などの分野を中心とした既存のお客様からの安定受注

を基本とし、得意分野での受注範囲・受注規模の拡大を目指し、プロジェクト管理の徹底による品質の向上とコ

ストの削減に取り組んでまいります。

②　情報サービス分野では、当社グループ間の連携を強め、コールセンター、検証サービスなどの業務を安定して

展開してまいります。

③　ソフトウェア販売分野では、当社グループおよびアライアンスを組んでいる各社のＥＲＰパッケージ、ビジネ

ス・プロセス・マネジメント製品、上期に立ち上げが遅れてしまったトラック向け運行管理システムの普及と販

売に力を注いでまいります。

④　当社の特許を生かし立ち上げた産業用ロボット関連事業を軌道に乗せ、収益に寄与するように育成してまいり

ます。
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６．会社の対処すべき課題

　情報サービス産業は、その市場環境や技術の変化が激しい業界であり、その変化をチャンスにすることができる企

業が勝者になるという構造を持っています。また、幅広い技術への対応と同時に得意分野で高度な専門技術を持つ企

業の価値が高まっております。当社グループでは、グループ企業の特色を生かし、その得意分野での高度な技術者の

育成と組織としての技術力の向上に努めてまいります。また、お客様のニーズを的確に把握した提案を戦略的に行っ

ていくために、お客様と当社グループとの関係を見直し、個別の業務だけではなく、会社同士の関係における提案に

も力を入れてまいります。人材の育成に関しては人材育成専門のパートナー企業、技術教育を専門とする企業と協力

し、テクニカルスキルとヒューマンスキルを併せ持ちお客様に必要とされる人材の育成に努めてまいります。採用に

おいても海外を含めた広い視野で優秀な人材の確保に取り組んでまいります。

　また、お客様の要求に適時に応えるためには現場の判断、すなわち、現場への権限の委譲と判断できる人材の配置

が必要となります。そのためにマネジメント力のある人材を現場に配置し、権限の委譲を推進してまいります。

　当社の得意とする制御系や組み込み系ソフトウェアの分野でのソフトウェア技術者の需要は高まっており、受注体

制の構築が受注を左右する大きな条件となっています。グループ内の人材活用効率を高め、コスト効率の良い受注体

制の構築をしてまいります。

　ソフトウェア販売においては市場のニーズを捉え、的確なプロモーションを実施していくマーケティング力を向上

させることが課題となっております。新たな市場を創設していくビジネス・プロセス・マネジメント製品に関しては

コンサルティング会社との連携によるセミナーの開催などで製品価値の浸透を図り、プロモーションを課題として取

り組んでまいります。また、代理店の組織化も図ってまいります。

７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社では、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題としており、引き続き

現在の取締役、監査役制度の効率的かつ健全な運用により、コーポレート・ガバナンスの充実を目指してまいります。

②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

（１）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

 （ⅰ）会社の機関の内容

　当社では、取締役及び監査役が出席して毎月開催される取締役会において、経営の基本方針や法令で定められた

経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。取締役の任期を一期一年と

し、かつ取締役総数を少数精鋭として取締役会の活性化を図っています。委員会等設置会社は選択いたしませんが、

それと同等の機能を有する任意の諮問委員会として、指名検討委員会、報酬検討委員会及び財務・投資検討委員会

を設けて、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、平成17年度に執行役員制度を本格的に採用

して、業務執行の役割分担・責任をより明確にしました。毎月開催される執行役員会において、迅速かつ効率的な

事業運営に努めております。

 （ⅱ）内部統制システムの整備の状況

　当社は、内部統制の重要性を再認識して、新たに内部統制システムの再構築の専門チームの設置を準備していま

す。また業務プロセスの問題点と課題の整理のため、現行の業務フローの見直しを行っています。ハードウェア及

びソフトウェアを含めた、新たな内部統制システム構築に取り組んでおります。

 （ⅲ）リスク管理体制の整備の状況

　プロジェクトの案件に関して、ＴＲＣ（テクニカル・レビュー委員会）で一定の大型案件は、受注の妥当性につ

いて審査し、リスクへの対処方法等協議のうえ承認を実施することに、それ以外のすべてのプロジェクトに関して

は、事業所に権限を委譲していますが、事業所からの報告をＴＲＣに行うように、再度体制を整えております。ま

た毎月、各事業所からＰＳＳ（プロジェクト・ステイタス・サマリー）に進行中のプロジェクトの状況報告をして、

ＦＥＣ（危機管理委員会）が不採算プロジェクトを未然に防ぐための監視活動をしております。

　情報セキュリティに関しては、情報の取扱規定の設置や社員教育の徹底を情報セキュリティー委員会にて図って

おります。また、情報セキュリティを徹底するため社内外人員の執務室への入退室の管理を徹底しております。 
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 （ⅳ）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　監査役会につきましては、監査役4名のうち2名が社外監査役であり、内部監査を担当する経営監査室、会計監査

を担当する監査法人と連携して、業務の処理や財産の管理が適法に行われていることの監査を実施しております。

会計監査については、京橋監査法人との間で監査契約を締結し、半期・期末の他、適宜監査が実施されております。

監査法人及び業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。

　・　業務を執行した公認会計士の氏名

　　　代表社員　業務執行社員　公認会計士渡辺彰、小宮山司

　・　会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士　6名　

また、中村治嵩法律事務所と法律顧問契約を締結しております。 

（２）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役は選任しておりません。

（３）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近半年間における実地状況

　平成18年5月期上期は、取締役会を7回開催しております。

　平成18年5月期上期は、執行役員会を9回開催しております。

当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の通りであります。

 

監 査 役 会 取 締 役 会 
会 計 監 査 人 

指名検討委員会 

報酬検討委員会 

財務・投資検討委員会 

 

諮
問
委
員
会

 

代 表 取 締 役 社 長 顧問弁護士 

経 営 監 査 室 

各事業部門／各グループ会社 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

執 行 役 員 会 

株 主 総 会 

 

危機管理委員会 

テクニカル・ 
レビュー委員会 

 

８．親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、8月に踊り場を脱したことが宣言されて以来緩やかな回復基調を継続し、

企業収益の改善による民間企業の設備投資が増加し、堅調に推移してまいりました。

　情報サービス産業におきましては、企業のＩＴ投資の増加や情報家電・自動車などを中心とした組み込み系分野に

おける技術者需要の拡大など良好な受注環境が継続しております。

　こうした環境の中で、当社および連結子会社5社、関連会社2社からなる当社グループでは、グループ各社の技術分

野および営業分野における特色を活かした戦略的受注の推進、人材の交流・有効活用を積極的に推進してまいりまし

た。また、新たな事業分野の開拓にも注力してまいりました。

　その結果、売上高は3,096百万円（前年同期比＋406百万円、15.1％増）、経常利益191百万円（前年同期比＋15百万

円、8.8％増）、中間純利益は98百万円（前年同期比△17百万円、14.8％減）を計上いたしました。

　事業のセグメント毎の業績は次のとおりであります。 

①　システム開発部門では、鉄道運行管理システム、自動車車載制御システム、携帯電話等デジタル機器組込シス

テム、物流システム、金融機関向けシステムなどを納入し、売上高2,735百万円（前年同期比＋390百万円、

16.6％増）、営業費用は2,341百万円（前年同期比＋396百万円、20.4％増）、営業利益は394百万円（前年同期比

△5百万円、1.5％減）、となりました。

②　情報サービス部門では、デジタル機器の検証サービス、コールセンター運営などにより、売上高218百万円（前

年同期比△4百万円、1.8％減）、営業費用は182百万円（前年同期比△7百万円、3.9％減）、営業利益は35百万円

（前年同期比＋3百万円、10.3％増）となりました。

③　ソフトウェア販売部門では、ＥＲＰパッケージ、産業用ロボット制御ソフト、ＢＰＭソフトの販売ならびにそ

れらの製品のカスタマイズなどにより、売上高142百万円（前年同期比＋20百万円、16.7％増）、営業費用は155

百万円（前年同期比＋6百万円、4.3％増）、営業利益は△12百万円（前年同期比＋13百万円、52.2％増）となり

ました。

(2）財政状態

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ899百

万円減少し、4,126百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により使用した資金は、98百万円（前年同期比194百万円増）となりました。これは主に税金等調整前中間

純利益189百万円等による資金の増加に対し、たな卸資産の増加に伴う資金の減少130百万円及び法人税等の支払139百

万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、508百万円（前年同期比169百万円増）となりました。これは、主に投資有価証券

の取得484百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は94百万円（前年同期比27百万円減）となりました。これは、主に自己株式の取得33

百万円及び配当金の支払47百万円を反映したものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年5月期 平成17年5月期 平成18年5月期

中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率（％） 88.5 88.0 89.5 86.6 87.9

時価ベースの自己資本比率（％） 48.4 51.0 56.5 59.5 77.3

債務償還年数（年） 0.6 0.1 0.1 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
37.9 168.1 213.9 557.6 －

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

(中間期においては、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、中間連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスである決算期につきま

しては記載しておりません。

(3）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、組込システムなどを中心に受注は堅調に推移するものとみられ、また、2005年度を

最終年度とするe-Japan戦略Ⅱに続くIT新改革戦略案が内閣のIT戦略本部から発表されるなど新たな需要の発生も期待

されます。しかし、コスト削減や短納期の要求などお客様の厳しい要求は継続しており、その中で当社グループはプ

ロジェクト管理の質の向上を図り、効率化を目指してまいります。

　平成18年5月期通期の連結業績の見通しといたしましては次のとおりであります。

連結売上高　　　　　6,470百万円（前期比　 6.7％増） 

連結経常利益　　　　　345百万円（前期比　22.0％減）

連結当期純利益　　　　188百万円（前期比  30.6％減）

(4）事業等のリスク

 ①　主要取引先の占有率及び状況変化リスク

　当社グループの主要取引先は上位2社で32.7％を占めております。これら特定の業種・顧客と強い関係は強みである

反面、経済情勢などの変化により顧客の事業運営が影響を受けた場合、当社グループの予定売上を確保することがで

きない可能性があります。

②　受注のリスク

　システム開発事業における受注形態の一つである「一括請負」は、見積工数や製品価値を考慮して価格を決定する

方式です。したがって、実際にかかる開発コストとの差が利益となります。逆に見積価格以上に開発コストがかかる

場合は予定利益率を確保することができなくなる可能性があります。

③　パッケージ開発のリスク

　ソフトウェア販売事業における製品の開発、広告宣伝活動などは先行投資になります。予定の販売数に達しない場

合は予定利益率を確保することができなくなる可能性があります。

④　投資活動におけるリスク

　当社グループが保有する投資有価証券の当中間連結会計期間末における貸借対照表上の額は1,246百万円です。市場

価格の変動や評価額の変動は当社グループの業績に影響する可能性があります。
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⑤　情報セキュリティに関するリスク

　当社グループでは業務遂行のために顧客の機密情報を取り扱う場合があります。情報セキュリティ管理委員会で情

報の取り扱いに関する規程作成や社員教育の徹底を図っておりますが、不測の事態などによりこれらの機密情報が外

部に漏洩した場合、損害賠償や信用低下などにより当社グループの業績に影響する可能性があります。

 

なお、現時点では予測できない上記以外の事象の発生により、当社グループの経営成績および財務状態が影響を受け

る可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

前連結会計年度の
連結貸借対照表

（平成17年５月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,026,198 3,576,802 4,278,894

２．受取手形及び売掛金 1,124,918 1,224,612 1,289,455

３．有価証券 － 550,048 550,017

４．たな卸資産 348,039 428,605 297,915

５．繰延税金資産 96,818 137,528 151,354

６．その他 89,086 100,416 33,766

    貸倒引当金 △2,125 △1,857 △2,235

流動資産合計 6,682,937 84.5 6,016,158 74.0 6,599,169 80.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※１ 578,679 561,922 585,747

減価償却累計額 402,721 175,958 392,609 169,313 410,377 175,369

(2)器具備品 286,949 246,622 258,968

減価償却累計額 227,694 59,255 194,128 52,494 202,135 56,832

(3)土地 ※１ 117,353 117,353 117,353

(4)建物仮勘定  － 2,145  －

有形固定資産合計 352,566 4.4 341,305 4.2 349,555 4.3

２．無形固定資産 107,767 1.4 79,622 1.0 93,852 1.1

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 344,249 1,246,482 750,133

(2)繰延税金資産 124,551 127,932 135,959

(3)その他 305,352 321,638 303,164

   貸倒引当金 △5,402 △5,400 △5,400

投資その他の資産
合計

768,750 9.7 1,690,652 20.8 1,183,857 14.4

固定資産合計 1,229,085 15.5 2,111,581 26.0 1,627,266 19.8

資産合計 7,912,022 100.0 8,127,739 100.0 8,226,435 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

前連結会計年度の
連結貸借対照表

（平成17年５月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 144,602 204,268 235,161

２．一年以内返済予定長
期借入金

16,656 6,972 15,300

３．未払法人税等 65,440 76,570 144,437

４．賞与引当金 143,736 187,490 241,400

５．受注損失引当金 － 14,351 －

６．その他 340,525 369,917 323,747

流動負債合計 710,961 9.0 859,571 10.6 960,046 11.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 6,972 － －

２．役員退職慰労引当金 38,104 35,530 42,119

３．その他 28,247 9,998 17,797

固定負債合計 73,324 0.9 45,528 0.6 59,916 0.7

負債合計 784,285 9.9 905,099 11.2 1,019,963 12.4

（少数株主持分）

少数株主持分 48,751 0.6 76,270 0.9 78,817 1.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,487,409 18.8 1,487,409 18.3 1,487,409 18.1

Ⅱ　資本剰余金 2,174,175 27.5 2,174,175 26.7 2,174,175 26.4

Ⅲ　利益剰余金 3,933,204 49.7 4,109,766 50.6 4,065,595 49.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

△3,870 △0.0 11,244 0.1 2,986 0.0

Ⅴ　自己株式 △511,932 △6.5 △636,226 △7.8 △602,512 △7.3

資本合計 7,078,985 89.5 7,146,368 87.9 7,127,655 86.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

7,912,022 100.0 8,127,739 100.0 8,226,435 100.0
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,690,233 100.0 3,096,721 100.0 6,061,362 100.0

Ⅱ　売上原価 2,151,888 80.0 2,496,055 80.6 4,863,736 80.2

売上総利益 538,345 20.0 600,665 19.4 1,197,625 19.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 64,697 62,864 126,141

２．給与手当 94,419 105,932 190,711

３．賞与 6,494 4,171 22,096

４．賞与引当金繰入額 9,094 11,405 17,117

５．役員退職慰労引当金
繰入額

4,860 3,952 8,875

６. 業務委託料 － 44,307 67,662

７．家賃及び管理費 40,790 47,389 85,555

８．減価償却費 18,280 20,420 39,638

９．その他 129,085 367,722 13.7 109,605 410,050 13.2 211,173 768,972 12.7

営業利益 170,623 6.3 190,614 6.2 428,653 7.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 248 49 275

２．有価証券利息 － 2,581 －

３．受取家賃 1,259 1,818 2,751

４．保険解約益 － 1,021 2,506

５．雑収入 4,238 5,746 0.2 2,141 7,613 0.2 9,921 15,454 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 464 243 811

２．障害者雇用納付金 － 6,700 －

３．雑損失 360 825 0.0 245 7,189 0.2 943 1,754 0.1

経常利益 175,544 6.5 191,038 6.2 442,353 7.3

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入額 303 378 195

２．投資有価証券売却益 －   800   －   

３．退職給付終了利益  44,280 44,583 1.6 － 1,178 0.0 44,280 44,475 0.7
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 850 2,820 3,579

２．投資有価証券評価損 － － 8,423

３．事業所移転費 13,571 14,421 0.5 － 2,820 0.1 13,610 25,613 0.4

税金等調整前中間(当
期)純利益

205,705 7.6 189,395 6.1 461,215 7.6

法人税、住民税及び
事業税

56,793 71,545 199,080

法人税等調整額 27,931 84,725 3.1 16,184 87,730 2.8 △44,578 154,501 2.5

少数株主利益 5,933 0.2 3,620 0.1 35,999 0.6

中間(当期)純利益 115,047 4.3 98,044 3.2 270,714 4.5

- 12 -



(3）中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 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 2,174,175 2,174,175 2,174,175

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

2,174,175 2,174,175 2,174,175

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,849,838 4,065,595 3,849,838

Ⅱ　利益剰余金増加高

1. 中間（当期）純利益 115,047 115,047 98,044 98,044 270,714 270,714

Ⅲ　利益剰余金減少高

1.配当金 31,681  48,092  54,957  

2.役員賞与 － 31,681 5,782 53,874 － 54,957

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

3,933,204 4,109,766 4,065,595
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算
書
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間(当
期)純利益

205,705 189,395 461,215

減価償却費 14,758 13,488 30,008

連結調整勘定償却額 △235 △366 △1,114

無形固定資産の償却
額

13,282 15,164 29,067

長期前払費用の償却
額

809 992 1,701

固定資産除却損 850 2,820 3,579

投資有価証券評価損 － － 8,423

投資有価証券売却益 － △800 －

退職給付終了利益 － － △44,280

受取利息及び受取配
当金

△252 △2,634 △310

雑収入 △3,999 △2,792 △11,277

支払利息 464 243 811

貸倒引当金の減少額 △303 △378 △195

賞与引当金の増減額 △16,249 △53,909 81,414

退職給付引当金の減
少額

△77,081 △7,432 △18,299

役員退職慰労引当金
の増減額

4,860 △6,589 8,875

受注損失引当金の増
加額

－ 14,351 －

売上債権減少額 196,734 64,843 32,197
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算
書
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

たな卸資産増加額 △149,436 △130,690 △99,312

仕入債務増減額 △23,386 △30,893 67,172

投資その他の資産の
増減額

55,392 △9,376 42,340

その他の流動資産の
増減額

△3,233 △6,148 1,939

その他の流動負債の
減少額

△43,702 △7,850 △15,839

その他の固定負債の
増減額

4,522 － △18,052

役員賞与の支払額 － △5,782 －

少数株主負担役員賞
与の支払額

－ △1,218 －

その他 － 95 64

小計 179,500 34,534 560,128

利息及び配当金の受
取額

252 2,634 310

保険解約による受取
額

2,272 2,249 16,500

雑収入の受取額 2,955 1,556 8,167

利息の支払額 △449 △223 △775

法人税等の支払額 △88,445 △139,412 △151,735

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

96,084 △98,659 432,595
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算
書
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得
による支出

△4,216 △15,319 △12,018

無形固定資産の取得
による支出

△4,496 △700 △6,431

営業権の取得による
支出

△50,000 － △50,000

会員権の取得による
支出

－ △11,050 －

投資有価証券の取得
による支出

△302,500 △484,301 △704,745

投資有価証券の売却
による収入

－ 2,678 －

貸付による支出 △5,800 － △800

貸付金の回収による
収入

28,234 150 23,755

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△338,777 △508,540 △750,238

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入金の返済に
よる支出

△8,328 △8,328 △16,656

自己株式の取得によ
る支出

△82,641 △33,714 △173,220

配当金の支払額 △31,732 △47,869 △55,160

少数株主への配当金
の支払額

－ △4,948 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△122,701 △94,860 △245,037

Ⅳ　現金及び現金同等物の
減少額

△365,393 △702,061 △562,680

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

5,391,592 4,828,912 5,391,592

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

5,026,198 4,126,851 4,828,912
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社　　5社

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社　　5社

１．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社　　5社

　　主要な連結子会社の名称

コンピュータシステムプランニ

ング(株)

ユニバーサルシステムズエンジ

ニアリング(株)

　　主要な連結子会社の名称

同左

　　主要な連結子会社の名称

同左

(2)主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社はありません。

(2)主要な非連結子会社の名称等

同左

(2)主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事項

関連会社（ソフトウエア・テクニ

クス(株)、(株)日本システムアプリ

ケーション）は、それぞれの中間純

損益及び利益剰余金等におよぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても

重要性が乏しいため、持分法を適用

しておりません。

２．持分法の適用に関する事項

同左

２．持分法の適用に関する事項

関連会社（ソフトウエア・テクニ

クス(株)、(株)日本システムアプリ

ケーション）は、それぞれの当期純

損益及び利益剰余金におよぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重

要性が乏しいため、持分法を適用し

ておりません。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社のうち、アイ・ピー・

エス(株)、ユニバーサルシステムズ

エンジニアリング(株)の中間決算日

は9月30日であり、中間連結決算日と

の差は2ヶ月であるため、当該連結子

会社の中間決算日現在の中間財務諸

表を基礎として連結を行っておりま

す。ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３．連結子会社の決算日等に関する事

項

　連結子会社のうち、アイ・ピー・

エス(株)、ユニバーサルシステムズ

エンジニアリング(株)の決算日は3

月31日であり、連結決算日との差

は2ヶ月であるため、当該連結子会

社の決算日現在の財務諸表を基礎と

して連結を行っております。ただし、

連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

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　有価証券

その他有価証券

(イ)時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。）

(ロ)時価のないもの

移動平均法による原価法

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　有価証券

(イ)満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(ロ)その他の有価証券

時価のあるもの

　 中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

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　有価証券

(イ)満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(ロ)その他の有価証券

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

算定しております。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

仕掛品　個別法による原価法

②　たな卸資産

仕掛品　同左

②　たな卸資産

仕掛品　同左

(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

定率法

　但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を

除く)については、定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物及び構築物　10年～50年 

器具備品　　　　 4年～15年

(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

同左

(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

同左

②　無形固定資産

(イ)市場販売目的のソフトウェ

ア

　見込販売期間(3年以内)におけ

る見込販売数量に基づく償却額

と販売可能な残存有効期間に基

づく均等配分額を比較し、いず

れか大きい額を計上する方法

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(ロ)自社利用目的のソフトウェ

ア

社内における利用可能期間(5

年)に基づく定額法

(ハ)その他

　定額法

  ③　長期前払費用　均等償却
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　連結財務諸表提出会社及び連

結子会社1社の従業員の賞与支

給に充てるため、将来支給見込

額の当期負担額に基づき当中間

連結会計期間末に発生している

と認められる額を計上しており

ます。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社は従業員の賞与支給に

充てるため、将来支給見込額に

基づく当連結会計年度負担額を

計上しております。

③　―――――――

　

③　受注損失引当金

　受注案件の損失に備えるため、

受注済案件のうち当中間連結会

計期間末において損失が確実視

され、かつ、その金額を合理的

に見積ることができるものにつ

いては、将来発生が見込まれる

損失を引当計上しております。

　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。

③　―――――――

　

④　退職給付引当金

（追加情報）

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社1社は、平成16年8月に

適格退職年金制度を廃止すると

ともに、確定拠出年金制度及び

前払退職金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用

指針第1号）を適用しておりま

す。

本移行に伴う影響額は特別利

益として44,280千円計上されて

おります。

④　――――――― ④　退職給付引当金

（追加情報）

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社1社は、平成16年8月に

適格退職年金制度を廃止すると

ともに、確定拠出年金制度及び

前払退職金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用

指針第1号）を適用しておりま

す。

本移行に伴う影響額は特別利

益として44,280千円計上されて

おります。

⑤　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社1社の役員の退職慰労

金支給に備えるため、内規によ

る当中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社1社の役員の退職慰労

金支給に備えるため、内規によ

る連結会計年度末要支給額を計

上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

(4)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わる

方法に準じた会計処理によってお

ります。

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預

金、及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金・現金同等物）は

手許現金、随時引き出し可能な預金、

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から3ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなる

ものとしております。

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

―――――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14

年8月9日）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第6号　平成15年10

月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。

―――――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間  

（自　平成16年６月１日

　 至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間  

（自　平成17年６月１日

　 至　平成17年11月30日）

 (中間連結貸借対照表）

 　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「長

期貸付金」（当中間連結会計期間は270千円）は、金額的

重要性がなくなったため、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示することにしました。

 (中間連結損益計算書）

 　「受取家賃」は前中間連結会計期間は営業外収益の「雑

収入」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期

間において金額的重要性があるため、区分掲記しておりま

す。   

　なお、前中間連結会計期間の「雑収入」に含まれている

「受取家賃」は1,292千円であります。

 

 

 

 

 

 

  (中間連結貸借対照表）

 ──────

 

 

 

 (中間連結損益計算書）

①「保険解約益」は前中間連結会計期間は営業外収益の

「雑収入」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間において金額的重要性があるため区分掲記しており

ます。

　なお、前中間連結会計期間の「雑収入」に含まれている

「保険解約益」は971千円であります。

②「業務委託料」は前中間連結会計期間は販売費及び一般

管理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間において金額的重要性があるため、区分掲

記しております。   

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「業務委託料」は26,437千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

※１．担保に供している資産及び担保

付き債務

①　担保提供資産

※１．担保に供している資産及び担保

付き債務

①　担保提供資産

※１．担保に供している資産及び担保

付き債務

①　担保提供資産

建物 11,896千円

土地 27,588千円

39,485千円

建物  11,111千円

土地 27,588千円

  38,699千円

建物及び構築物 11,490千円

土地 27,588千円

39,079千円

②　担保付き債務

上記に対応する債務はありません。

②　担保付き債務

上記に対応する債務はありません。

②　担保付き債務

上記に対応する債務はありません。

２．当中間連結会計期間においては、

連結財務諸表提出会社は運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行1行と

当座借越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

２．当中間連結会計期間においては、

連結財務諸表提出会社は運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行1行と

当座借越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

２．連結財務諸表提出会社は、運転資

金の効率的な調達を行うため取引銀

行1行と当座借越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

当座借越極度額の総額 100,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 100,000千円

当座借越極度額の総額 100,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 100,000千円

当座借越極度額の総額 100,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額  100,000千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

※１．固定資産除却損の内訳

器具備品　　　　　 302千円

建物付属設備　　　 548千円

※１．固定資産除却損の内訳

器具備品　　　　 1,168千円

建物付属設備　　 1,651千円

※１．固定資産除却損の内訳

器具備品　　　　3,031千円

建物付属設備　　  548千円

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

（平成16年11月30日現在）

（単位：千円）

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

（平成17年11月30日現在）

（単位：千円）

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成17年5月31日現在）

（単位：千円）

現金及び預金勘定 5,026,198

現金及び現金同等物 5,026,198

現金及び預金勘定 3,576,802

有価証券勘定に含ま

れるＭＭＦ

550,048

現金及び現金同等物 4,126,851

現金及び預金勘定 4,278,894

有価証券勘定に含ま

れるＭＭＦ

550,017

現金及び現金同等物 4,828,912
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高相

当額

器具備品 器具備品 器具備品

取得価額相当額 10,053千円

減価償却累計額相当額  9,503千円

中間期末残高相当額   550千円

取得価額相当額   9,379千円

減価償却累計額相当額  1,047千円

中間期末残高相当額   8,331千円

取得価額相当額 10,053千円

減価償却累計額相当額 9,975千円

期末残高相当額 78千円

②　未経過リース料中間期末残高相当

額

 

②　未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額

 

１年内   583千円

１年超    －千円

合計    583千円

１年内   3,103千円

１年超   5,234千円

合計   8,338千円

１年内 84千円

１年超      －千円

合計 84千円

③　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料    920千円

減価償却費相当額   873千円

支払利息相当額   22千円

支払リース料   1,062千円

減価償却費相当額   1,047千円

支払利息相当額  21千円

支払リース料 1,428千円

減価償却費相当額 1,344千円

支払利息相当額 31千円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額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。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

 

 

(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失は

ありません。

 

 

- 23 -



②　有価証券

Ⅰ. 前中間連結会計期間（平成16年11月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1)　株式 2,247 2,811 563

(2)　その他 302,500 295,411 △7,088

合計 304,747 298,222 △6,525

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券

非上場株式

(店頭売買株式を除く)
29,587

(2) 子会社株式及び関連会社株式 16,440

Ⅱ. 当中間連結会計期間（平成17年11月30日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1)　国債・地方債等 － － －

(2)　社債 － － －

(3)　その他 100,000 99,510 △490

合計 100,000 99,510 △490

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの
   

(1)　株式 849 1,445 595

(2)　その他 332,800 359,848 27,048

小計 333,649 361,293 27,644

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの
   

(1)　株式 － － －

(2)　その他 755,766 747,084 △8,681

小計 755,766 747,084 △8,681

合計 1,089,415 1,108,378 18,962
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券

非上場株式

(店頭売買株式を除く)
30,087

ＭＭＦ 550,048

Ⅲ. 前連結会計年度（平成17年５月31日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

 (1)国債・地方債等 － － －

 (2)社債 － － －

 (2)その他 100,000 99,890 △110

合計 100,000 99,890 △110

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの
   

(1)　株式 2,247 3,212 964

(2)　その他 502,245 506,774 4,528

小計 504,493 509,986 5,493

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの
   

(1)　株式 － － －

(2)　その他 102,500 102,043 △456

小計 102,500 102,043 △456

合計 606,993 612,029 5,036

３．時価のない有価証券の主な内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券

非上場株式

(店頭売買株式を除く)
30,087

ＭＭＦ 550,017

当連結会計年度において、投資有価証券について8,423千円(関連会社株式)減損処理を行っております。
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自平成16年6月1日　至平成16年11月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年6月1日　

至平成17年11月30日）及び前連結会計年度（自平成16年6月1日　至平成17年5月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年６月１日　至平成16年11月30日）

システム開
発(千円)

情報サービ
ス(千円)

ソフトウェ
ア販売

(千円)
計(千円)

消去又は全
社(千円)

連結(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,345,337 222,567 122,329 2,690,233 － 2,690,233

(2)
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 2,345,337 222,567 122,329 2,690,233 － 2,690,233

営業費用 1,944,987 190,263 148,965 2,284,216 235,394 2,519,610

営業利益 400,349 32,303 △26,636 406,017 △235,394 170,623

当中間連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）

システム開
発(千円)

情報サービ
ス(千円)

ソフトウェ
ア販売

(千円)
計(千円)

消去又は全
社(千円)

連結(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,735,555 218,450 142,715 3,096,721 － 3,096,721

(2)
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 2,735,555 218,450 142,715 3,096,721 － 3,096,721

営業費用 2,341,043 182,805 155,440 2,679,289 226,816 2,906,106

営業利益 394,511 35,644 △12,725 417,431 △226,816 190,614

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

システム開
発(千円)

情報サービ
ス(千円)

ソフトウェ
ア販売

(千円)
計(千円)

消去又は全
社(千円)

連結(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,286,301 431,637 343,423 6,061,362 － 6,061,362

(2)
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 5,286,301 431,637 343,423 6,061,362 － 6,061,362

営業費用 4,488,135 326,337 347,014 5,161,486 471,222 5,632,708

営業利益 798,166 105,300 △3,590 899,875 △471,222 428,653
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  （注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業区分は、製品の種類及び性質を考慮して設定しております。

　２．各区分に属する主要な製品の名称

事業区分 主　要　内　容

システム開発
情報・通信ネットワークシステム、金融システム、交通/物流システム、社会/公共システム、

宇宙/エネルギーシステム、製造プロセス、ミドルウェア

情報サービス 運用/保守サービス、検証サービス

ソフトウェア販売  ＥＲＰソフト、セキュリティソフト、ＢＰＭソフト、教育ソフトの開発及び販売

　    ３．営業費用のうち、消去及び全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は以下のとおりで、その主なものは

親会社の管理部門に係る費用であります。

　　　　　前中間連結会計期間　　　235,394千円 

　　　当中間連結会計期間　　　226,816千円

　　　前連結会計年度　　　　　471,222千円

　　　４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．会計処理基準に関する事項(3)重要な引当

金の計上基準に記載のとおり、当中間連結会計期間より受注損失引当金を計上しております。この引当金の

計上により、当中間連結会計期間の営業費用はシステム開発事業が14,351千円増加し、営業利益が同額減少

しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店が無いため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高が連結売上高の10％未満

であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

1株当たり純資産額 1,423円75銭

1株当たり中間純利益  22円81銭

1株当たり純資産額 1,472円70銭

1株当たり中間純利益  20円12銭

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益
 20円10銭

1株当たり純資産額 1,459円40銭

1株当たり当期純利益     52円99銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

（注）1株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のと

おりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

中間（当期）純利益（千円） 115,047 98,044 270,714

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― 7,000

（うち利益処分による役員賞与金） ― ― （7,000）

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
115,047 98,044 263,714

期中平均株式数（株） 5,044,178 4,872,084 4,976,389

潜在株式調整後1株当たり中間（当

期）純利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） ― 6,654 ―

（うちストックオプション） （―） （6,654） （―）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産・受注及び販売の状況

(1）生産実績

品目
 

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

システム開発 1,858,384 86.4 2,229,908 89.3 4,305,317 88.5

情報サービス 188,200 8.7 177,128 7.1 322,004 6.6

ソフトウェア販売 105,303 4.9 89,018 3.6 236,414 4.9

合計 2,151,888 100.0 2,496,055 100.0 4,863,736 100.0

　（注）生産金額は、製造原価で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

品目

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

受注高

(千円）

受注残高

(千円）

受注高

（千円）

受注残高

(千円）

受注高

（千円）

受注残高

(千円）

システム開発 3,058,789 1,995,652 3,528,799 2,740,972 5,951,829 1,947,728

情報サービス 124,913 153,900 188,491 182,654 392,695 212,613

ソフトウェア販売 172,430 129,175 97,856 192,884 502,093 237,743

合計 3,356,133 2,278,728 3,815,146 3,116,510 6,846,618 2,398,085

　（注）受注金額には消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

品目

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

システム開発 2,345,337 87.2 2,735,555 88.3 5,286,301 87.2

情報サービス 222,567 8.3 218,450 7.1 431,637 7.1

ソフトウェア販売 122,329 4.5 142,715 4.6 343,423 5.7

合計 2,690,233 100.0 3,096,721 100.0 6,061,362 100.0

　（注）販売金額には消費税等は含まれておりません。
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