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平成18年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
平成18年１月26日 

上場会社名 安川情報システム株式会社 （コード番号：2354 東証第二部）

（ＵＲＬ http://www.ysknet.co.jp/ ）   

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長        石松 健男 ＴＥＬ：(093)-622-6111 

     責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長   山崎 伸行  

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
  たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 

 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年３月21日 ～ 平成17年12月20日） 

(1) 経営成績（連結）の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 
営 業 利 益      
(△は損失) 

経 常 利 益      
(△は損失) 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％

平成18年３月期第３四半期 11,528 △10.4 △182 － △191 －

平成17年３月期第３四半期 12,869 17.8 △54 － △62 －

(参考)平成17年３月期 19,713 1,044  1,033 

 

 
四半期(当期)純利益 

(△は純損失) 

１株あたり四半期 
(当期)純利益 
(△は純損失) 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 
（△は純損失） 

 百万円  ％ 円 銭 円 銭

平成18年３月期第３四半期 △200 － △11.14 －

平成17年３月期第３四半期 △117 － △13.02 －

(参考)平成17年３月期 491 53.49 －

 （注）１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

    ２ 平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 

      なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年3月期第３四半期の１株当

たり四半期純損失は６円51銭、平成17年３月期の１株当たり当期純利益は26円74銭であります。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

① 平成18年３月期 第３四半期の概況 

当第３四半期におけるわが国経済は、米国や中国向け輸出の増加に加え、企業収益の改善を背景に

設備投資も増加し、雇用の改善が個人消費を下支えしていることなどから、景気は緩やかな拡大を続

けています。 

一方、当社グループが属する情報サービス業界ではＩＴ関連分野における在庫調整は一巡したもの

の、市場における製品・サービス価格の低下が続き、かつその需要も低調で立ち上がりが遅れており、

依然として厳しい経営環境が続いています。 

このような環境の中で、当社グループは、ソフトウェアやシステムづくりにおける当社グループの

基本理念である「Engineered IT Solutions」のもと、「コンポーネント」を核として、市場に適合し

た魅力ある製品・サービスの提供による既存事業の拡大、新規事業分野への展開を図るとともに、品

質や生産性の向上に努めました。 

以上の取り組みを行ってきましたが、製品・サービスの価格条件の悪化、自動車メーカー向け基幹

システム構築において検収時期の遅れや当初想定以上の対応を要したこと、コンポーネントウェア事

業における売上高の減少により、当第３四半期業績は、売上高は115億28百万円（前年同四半期比

10.4%減）となりました。 

利益面でも、上記自動車メーカー向け基幹システム構築での追加費用が発生したこと、付加価値の

高いコンポーネントウェア事業の売上高が減少したことにより、経常損失１億91百万円、四半期純損

失２億円となりました。 
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なお、わが国の多数の企業が事業年度を４月から３月までと定めているため、システムの導入およ

び検収が顧客の決算期である９月および３月に集中します。このため、当社グループの売上高および

利益も中間期末および期末に集中する傾向にあり、第１四半期および第３四半期の売上高および利益

が他の四半期に比して低い水準となっております。 

 

② 事業別の状況 

【システムインテグレーション事業】 

当事業では、製造業向け基幹システム構築で自動車メーカー向け基幹システム構築において検収時

期の遅れや当初想定以上の対応を要したこと、移動体通信事業者向けシステムの開発規模の縮小など

により、売上高は54億38百万円（前年同四半期比16.4%減）となりました。 

【製品組込ソフト受託開発事業】 

当事業では、平成17年1月に当社子会社となったアソシエント・イースト㈱の連結組み入れに加え、

半導体製造装置メーカー向けの制御用ソフトやアプリケーションソフト需要は順調でした。その結果、

売上高は26億96百万円（前年同四半期比13.4%増）となりました。 

【コンポーネントウェア事業】 

当事業では、顧客の製品向け組込ボードの需要は堅調でしたが、インターネットサーバ（NetSHAKER

シリーズ）などのインターネット・セキュリティ関連製品は低調であり、情報家電分野では高級オー

ディオ機器向けコンポーネントは製品搭載が一巡し低調に推移したこともあり、売上高は15億52百万

円（前年同四半期比24.1%減）となりました。 

【サービス事業】 

当事業では、アウトソーシングサービスは主要顧客の情報システム開発が縮小したことに加え、イ

ンターネットサービスも伸び悩み、売上高は18億40百万円（前年同四半期比5.2%減）となりました。 

 

(2) 財政状態（連結）の変動状況                        （百万円未満切捨） 

 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

平成18年３月期第３四半期 8,921 3,352 37.6 186.28

平成17年３月期第３四半期 9,027 3,150 34.9 350.09

(参考)平成17年３月期 11,238 3,766 33.5 417.34

 （注） 平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 

     なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年3月期第３四半期の１株当た

り株主資本は175円05銭、平成17年３月期の１株当たり株主資本は208円67銭であります。 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】                      （百万円未満切捨） 

 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

平成18年３月期第３四半期 △773 △63 703 264

平成17年３月期第３四半期 △203 △9 172 348

(参考)平成17年３月期 315 △149 △157 397

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは△７億73百万円（前年同四半期比５億70

百万円減）、投資活動によるキャッシュ・フローは△63百万円（同53百万円減）、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは７億３百万円（同５億31百万円増）、現金及び現金同等物に係る換算差額は０百万円

（同０百万円減）となり、当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残

高は、前連結会計年度末より１億33百万円減少し、２億64百万円（前年同四半期末比84百万円減）とな

りました。 

各キャッシュ・フローの状況につきましては、つぎのとおりです。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動に使用した資金は７億73百万円となりました。これは、前連結会計年度末の売上債権の回

収などにより売掛債権が33億83百万円減少いたしましたが、税金等調整前四半期純損失が２億94百万

円であったことやたな卸資産の増加９億９百万円、仕入債務の減少18億26百万円、法人税等の支払い

５億45百万円などがあったことによるものです。 

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動に使用した資金は63百万円となりました。これは連結子会社株式の追加取得29百万円や有
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形固定資産の取得24百万円などによるものです。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により得られた資金は７億３百万円となりました。これは、配当金の支払い２億42百万円、

株式分割費用の支払い4百万円などがあったものの、運転資金調達のため短期借入金が９億50百万円増

加したことによるものです。 

 

(3) 経営成績(個別)の進捗状況                         （百万円未満切捨） 

 売 上 高 
営 業 利 益      
(△は損失) 

経 常 利 益      
(△は損失) 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％

平成18年３月期第３四半期 10,936 △13.9 △210 － △222 －

平成17年３月期第３四半期 12,704 － △47 － △55 －

(参考)平成17年３月期 19,461 1,019  1,008 

 

 
四半期(当期)純利益 

(△は純損失) 

１株あたり四半期 
(当期)純利益 
(△は純損失) 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 
（△は純損失） 

 百万円  ％ 円 銭 円 銭

平成18年３月期第３四半期 △211 － △11.73 －

平成17年３月期第３四半期 △110 － △12.28 －

(参考)平成17年３月期 480 52.25 －

 （注）１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

    ２ 平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 

      なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年3月期第３四半期の１株当

たり四半期純損失は６円14銭、平成17年３月期の１株当たり当期純利益は26円13銭であります。 

 

(4) 財政状態(個別)の変動状況                         （百万円未満切捨） 

 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

平成18年３月期第３四半期 8,737 3,262 37.3 181.23

平成17年３月期第３四半期 8,919 3,088 34.6 343.18

(参考)平成17年３月期 11,090 3,686 33.2 408.45

 （注） 平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 

     なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年3月期第３四半期の１株当た

り株主資本は171円59銭、平成17年３月期の１株当たり株主資本は204円23銭であります。 

 

○添付資料 

(1) 四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 

② 四半期連結損益計算書 

③ 四半期連結剰余金計算書 

④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(2) 受注及び販売の状況 

(3) 四半期財務諸表 

① 四半期貸借対照表 

② 四半期損益計算書 
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〔参考〕 

  平成18年３月期の連結業績予想（平成17年３月21日 ～ 平成18年３月20日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 19,400 520 220 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）12円22銭 

 
  平成18年３月期の個別業績予想（平成17年３月21日 ～ 平成18年３月20日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 18,600 480 200 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）11円11銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第３四半期の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、平成17年10月25日に発表いたしました業績

予想と変更はございません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
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【添付資料】 

(1) 四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第３四半期末 

(平成17年12月20日) 

前第３四半期末 

(平成16年12月20日) 
比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 264,335 348,379 △84,043 397,927

２ 受取手形及び売掛金 2,220,284 3,557,200 △1,336,916 5,603,994

３ たな卸資産 3,841,651 2,748,381 1,093,270 2,931,741

４ 繰延税金資産 335,247 222,954 112,293 266,539

５ その他 371,998 431,596 △59,598 179,156

  貸倒引当金 △1,195 △922 △272 △1,924

流動資産合計 7,032,322 78.8 7,307,589 80.9 △275,267 9,377,434 83.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 416,288 408,949 7,338 436,934

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 25,420 27,690 △2,269 26,162

有形固定資産合計 834,785 829,717 5,068 856,174

２ 無形固定資産 127,845 21,803 106,042 150,849

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 157,599 81,213 76,385 92,436

(2) 繰延税金資産 529,462 514,440 15,021 516,700

(3) その他 244,789 277,874 △33,084 250,004

  貸倒引当金 △4,929 △4,929 ― △4,929

投資その他の資産 
合計 

926,921 868,599 58,322 854,212

固定資産合計 1,889,553 21.2 1,720,119 19.1 169,433 1,861,235 16.6

資産合計 8,921,875 100.0 9,027,709 100.0 △105,833 11,238,669 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 581,182 944,541 △363,359 2,407,423

２ 短期借入金 1,580,000 860,000 720,000 630,000

３ 未払金 704,975 1,304,079 △599,104 1,265,501

４ 未払費用 749,018 735,555 13,462 1,022,414

５ 未払法人税等 1,490 1,921 △431 290,994

６ その他 171,246 187,516 △16,269 87,190

流動負債合計 3,787,912 42.4 4,033,614 44.7 △245,702 5,703,525 50.8

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 300,000 400,000 △100,000 300,000

２ 退職給付引当金 1,429,734 1,396,446 33,288 1,390,798

３ 役員退職慰労引当金 43,100 40,200 2,900 42,600

４ その他 1,289 3,782 △2,492 1,934

固定負債合計 1,774,124 19.9 1,840,428 20.4 △66,304 1,735,332 15.4

負債合計 5,562,037 62.3 5,874,043 65.1 △312,006 7,438,858 66.2

   

(少数株主持分)   

少数株主持分 6,865 0.1 2,834 0.0 4,031 33,373 0.3

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 664,000 7.4 664,000 7.4 ― 664,000 5.9

Ⅱ 資本剰余金 318,000 3.6 318,000 3.5 ― 318,000 2.8

Ⅲ 利益剰余金 2,300,464 25.8 2,145,377 23.8 155,086 2,754,295 24.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

70,554 0.8 23,499 0.2 47,054 30,188 0.3

Ⅴ 自己株式 △46 △0.0 △46 △0.0 ― △46 △0.0

資本合計 3,352,972 37.6 3,150,831 34.9 202,141 3,766,437 33.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

8,921,875 100.0 9,027,709 100.0 △105,833 11,238,669 100.0
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② 四半期連結損益計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
 至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 

(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日)

対前年同期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年３月21日 
 至 平成17年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 11,528,843 100.0 12,869,237 100.0 △1,340,393 △10.4 19,713,297 100.0

Ⅱ 売上原価 9,442,535 81.9 10,850,221 84.3 △1,407,686 △13.0 15,919,533 80.8

売上総利益 2,086,308 18.1 2,019,016 15.7 67,292 3.3 3,793,763 19.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,268,414 19.7 2,073,675 16.1 194,738 9.4 2,749,339 13.9

営業利益(△は損失) △182,105 △1.6 △54,659 △0.4 △127,445 ― 1,044,424 5.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 1 255 △254  472

２ 受取配当金 1,566 1,149 417  1,174

３ 受取保険金 ― 1,279 △1,279  1,279

４ 消費税等免税益 9,126 ― 9,126  ―

５ その他 1,803 698 1,105  1,254

営業外収益計 12,498 0.1 3,382 0.0 9,115 269.5 4,180 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 8,768 5,180 3,588  7,250

２ 売掛債権売却損 8,201 6,294 1,907  8,063

３ 株式分割費用 4,273 ― 4,273  ―

４ その他 478 169 308  272

営業外費用計 21,721 0.2 11,643 0.1 10,077 86.6 15,586 0.1

経常利益(△は損失) △191,328 △1.7 △62,920 △128,407 ― 1,033,018 5.2

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券清算益 ― 132 △132  132

２ 貸倒引当金戻入益 729 ― 729  ―

特別利益計 729 0.0 132 0.0 596 449.1 132 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 69 495 △425  495

２ 投資有価証券評価損 12,565 ― 12,565  ―

３ ゴルフ会員権評価損 ― 2,200 △2,200  2,400

４ 退職給付会計基準 
  変更時差異償却 

90,923 90,923 ―  121,231

特別損失計 103,558 0.9 93,619 0.7 9,939 10.6 124,127 0.6

税金等調整前 
四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△294,158 △2.6 △156,407 △1.2 △137,750 ― 909,024 4.6

法人税、住民税 
及び事業税 

13,151 0.1 633 0.0 12,517  506,887 2.6

法人税等調整額 △108,831 △1.0 △39,530 △0.3 △69,301  △89,909 △0.5

少数株主利益 
(△は損失) 

1,967 0.0 △348 △0.0 2,315  291 0.0

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△200,445 △1.7 △117,162 △0.9 △83,283 ― 491,755 2.5

   

 

③ 四半期連結剰余金計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
 至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 

(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

区分 金額 金額 金額 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 318,000 318,000  318,000

Ⅱ 資本剰余金四半期末(期末)残高 318,000 318,000  318,000

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,754,295 2,503,640  2,503,640

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 当期純利益 ― ― ― － 491,755 491,755

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 242,998 234,000 234,000 

２ 役員賞与 10,386 7,100 7,100 

３ 四半期純損失 200,445 453,830 117,162 358,262 ― 241,100

Ⅳ 利益剰余金四半期末(期末)残高 2,300,464 2,145,377  2,754,295
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④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 

当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 

至 平成17年12月20日)

前第３四半期 

(自 平成16年３月21日 

至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成16年３月21日 

至 平成17年３月20日)

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益 

  (△は純損失) 
△294,158 △156,407 909,024

２ 減価償却費 59,555 35,984 48,872

３ 連結調整勘定償却額 999 ― ―

４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △729 1,376 2,064

５ 退職給付引当金の増減額(△は減少) 38,936 31,806 26,158

６ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 500 △11,900 △9,500

７ 受取利息及び受取配当金 △1,568 △1,405 △1,646

８ 支払利息 8,768 5,180 7,250

９ 株式分割費用 4,273 ― ―

10 固定資産除却損 69 495 495

11 投資有価証券清算益 ― △132 △132

12 投資有価証券評価損 12,565 ― ―

13 ゴルフ会員権評価損 ― 2,200 2,400

14 売上債権の増減額(△は増加) 3,383,710 2,359,222 364,619

15 たな卸資産の増減額(△は増加) △909,910 △922,789 △1,099,193

16 仕入債務の増減額(△は減少) △1,826,241 △830,967 631,914

17 未払金の増減額(△は減少) △548,884 △243,594 △294,058

18 未払費用の増減額(△は減少) △273,415 △243,317 27,307

19 未払消費税等の増減額(△は減少) △31,298 △27,020 6,556

20 その他 155,142 89,640 △11,543

小計 △221,686 88,370 610,590

21 利息及び配当金の受取額 1,568 1,405 1,433

22 利息の支払額 △7,875 △4,253 △7,273

23 法人税等の支払額 △545,712 △289,192 △289,197

営業活動によるキャッシュ・フロー △773,706 △203,670 315,552

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入による支出 △11,000 ― ―

２ 定期預金の払戻による収入 11,000 ― ―

３ 有形固定資産の取得による支出 △24,973 △6,432 △33,127

４ 無形固定資産の取得による支出 △2,340 △6,000 △6,000

５ 投資有価証券の取得による支出 △10,000 △5,000 △5,000

６ 投資有価証券の清算による収入 ― 17,088 17,088

７ 連結範囲変更を伴う 
       子会社株式取得による支出 

― ― △144,286

８ 連結子会社株式の追加取得による支出 △29,700 ― ―

９ その他 3,711 △9,054 22,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,302 △9,398 △149,166

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額(△は減少) 950,000 410,000 80,000

２ 長期借入金の返済による支出 ― △4,000 △4,000

３ 株式分割による支出 △4,273 ― ―

４ 自己株式取得による支出 ― △46 △46

５ 配当金の支払額 △242,151 △233,862 △233,770

６ 少数株主への配当金の支払額 △170 ― ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 703,405 172,090 △157,817

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △10 △10

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △133,592 △40,989 8,558

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 397,927 389,369 389,369

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 264,335 348,379 397,927
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   アソシエント・イー

スト㈱ 

(イ)連結子会社の数 

   １社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

    なお、前連結会計

年度まで連結の範囲

に含まれておりまし

た㈱安川情報プロサ

ービスは、平成16年

９月21日付で当社に

吸収合併されました

が、同社の平成16年

３月21日から平成16

年９月20日までの期

間の取引については

四半期連結財務諸表

に含めております。

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   アソシエント・イー

スト㈱ 

    アソシエント・イ

ースト㈱は同社の株

式を取得したことに

より、新たに連結子

会社となりました。

    なお、前連結会計

年度まで連結の範囲

に含まれておりまし

た㈱安川情報プロサ

ービスは、平成16年

９月21日付で当社に

吸収合併されました

が、同社の平成16年

３月21日から平成16

年９月20日までの期

間の取引については

連結財務諸表に含め

ております。 

 (ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、四半期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、四半期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除

外しております。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

 (ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会

社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会

社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会

社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 
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項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

  ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

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、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

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、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等からみて、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

用範囲から除外してお

ります。 

３ 連結子会社の四半

期決算日(決算日)

等に関する事項 

 連結子会社の四半期決算

日は全て四半期連結決算日

であります。 

 連結子会社の四半期決算

日は全て四半期連結決算日

であります。 

 連結子会社の決算日は全

て連結決算日であります。

４ 会計処理基準に関

する事項 

(イ)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 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

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) 

(イ)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 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

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) 

(イ)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 

    時価のあるもの 

    …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 

    時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

    時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

  ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 (ロ)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

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 

(ロ)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

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 

(ロ)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

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 
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項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

  ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

 (ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

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。 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

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。 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

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。 

  ②退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

第３四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

   なお、会計基準変更

時差異については、５

年による按分額の9/12

を費用計上しておりま

す。 

 ②退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

第３四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

   なお、会計基準変更

時差異については、５

年による按分額の9/12

を費用計上しておりま

す。 

 ②退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。 

 

 

 

   なお、会計基準変更

時差異については、５

年による按分額を費用

計上しております。 

    過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

   数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 
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項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

  ③役員退職慰労引当金 

   四半期連結財務諸表

提出会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第３四半期末

要支給額を計上してお

ります。 

 ③役員退職慰労引当金 

   四半期連結財務諸表

提出会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第３四半期末

要支給額を計上してお

ります。 

 ③役員退職慰労引当金 

   連結財務諸表提出会

社については、役員の

退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上

しております。 

 (ニ)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。 

(ニ)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。 

(ニ)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。 

 (ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)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 

   税抜方式によってお

ります。 

５ 四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書(連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)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ケ

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)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ケ

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)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ケ月以

内に満期日・償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。 
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追加情報 

当第３四半期末 
(平成17年12月20日) 

前第３四半期末 
(平成16年12月20日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月20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日に公布され、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、当第３四半期から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

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

は26,886千円増加し、営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損

失が、26,886千円増加しておりま

す。 

 

――――― ――――― 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

当第３四半期末 
(平成17年12月20日) 

前第３四半期末 
(平成16年12月20日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、657,348千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、613,048千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、624,870千円であります。 

 

２ 四半期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行と当座貸

越契約を締結しております。 

  当第３四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 500,000千円 

  

――――― ――――― 

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額 

㈱スターフライヤー 25,182千円 

  

――――― ――――― 

――――― ４ 受取手形割引高は、190,989千

円であります。 

 

４ 受取手形割引高は、137,515千

円であります。 

 

――――― ――――― ５ 連結会計年度末日満期手形の会

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

が、当連結会計年度末日は金融

機関の休日であったため、次の

連結会計年度末日満期手形が連

結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 306千円

割引手形 9,937千円

  

 



14 

 

 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 917,664千円 

退職給付費用 109,488千円 

研究開発費 336,087千円 

減価償却費 37,282千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

8,600千円 

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 902,596千円

退職給付費用 101,665千円

研究開発費 234,349千円

減価償却費 15,332千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

14,000千円

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 1,210,453千円

退職給付費用 135,275千円

研究開発費 310,373千円

減価償却費 21,406千円

貸倒引当金 
繰入額 

2,064千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

16,400千円

  

２ 固定資産除却損の内訳は、車両

の除却69千円であります。 

 

２ 固定資産除却損の内訳は、器具

備品の除却432千円等でありま

す。 

 

２ 固定資産除却損の内訳は、建物

付属設備の除却63千円、器具備

品の除却432千円であります。 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期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12月20日) 

現金及び預金勘定 264,335千円

現金及び現金同等物 264,335千円

  

現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期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12月20日) 

現金及び預金勘定 348,379千円

現金及び現金同等物 348,379千円
 

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３月20日) 

現金及び預金勘定 397,927千円

現金及び現金同等物 397,927千円
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(有価証券関係) 

Ⅰ 当第３四半期末(平成17年12月20日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式  9,284千円 127,664千円 118,379千円 

計  9,284千円 127,664千円 118,379千円 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

  非上場株式 29,935千円

計 29,935千円

(注) 当第３四半期において減損処理を行い、投資有価証券評価損12,565千円を計上しております。 

 

Ⅱ 前第３四半期末(平成16年12月20日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式 9,284千円 48,713千円 39,429千円 

計 9,284千円 48,713千円 39,429千円 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

  非上場株式 32,500千円

計 32,500千円

 

Ⅲ 前連結会計年度末(平成17年３月20日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式  9,284千円 59,936千円 50,652千円 

計  9,284千円 59,936千円 50,652千円 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

  非上場株式 32,500千円

計 32,500千円
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(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

 当連結グループは、デリバティブ

取引を全く行っておりませんので、

該当事項はありません。 

 当連結グループは、デリバティブ

取引を全く行っておりませんので、

該当事項はありません。 

 当連結グループは、デリバティブ

取引を全く行っておりませんので、

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当連結グループは、情報サービ

スの総合的な提供を事業内容とし

ており、情報サービス単一事業の

ため、事業の種類別セグメント情

報を記載しておりません。 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当連結グループは、情報サービ

スの総合的な提供を事業内容とし

ており、情報サービス単一事業の

ため、事業の種類別セグメント情

報を記載しておりません。 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当連結グループは、情報サービ

スの総合的な提供を事業内容とし

ており、情報サービス単一事業の

ため、事業の種類別セグメント情

報を記載しておりません。 

２ 所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店

がないため、所在地別セグメント

情報を記載しておりません。 

２ 所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店

がないため、所在地別セグメント

情報を記載しておりません。 

２ 所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店

がないため、所在地別セグメント

情報を記載しておりません。 

３ 海外売上高 

当第３四半期における海外売上

高の合計が連結売上高の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。 

３ 海外売上高 

当第３四半期における海外売上

高の合計が連結売上高の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。 

３ 海外売上高 

当連結会計年度における海外売

上高の合計が連結売上高の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) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１株当たり純資産額 186円28銭 
 

１株当たり純資産額 350円09銭
 

１株当たり純資産額 417円34銭
 

１株当たり 
四半期純損失金額 

11円14銭 

  

１株当たり 
四半期純損失金額 

13円02銭

  

１株当たり 
当期純利益金額 

53円49銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式が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

四半期純利益金額については、潜在

株式が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

式がないため記載しておりません。

 当社は、平成17年5月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第３四半期及び

前連結会計年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。 

前第３四半期 前連結会計年度 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

175円05銭 208円67銭 

１株当たり 
四半期純損失金
額 

１株当たり 
当期純利益金額 

6円51銭 26円74銭 

  

  

（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日
至 平成17年12月20日)

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日
至 平成17年３月20日)

四半期(当期)純利益(△は損失) 
(千円) 

△200,445 △117,162 491,755

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 10,386

 (うち利益処分による役員賞与金 
 (千円)) 

― ― 10,386

普通株式に係る四半期(当期)純利益 
(△は損失) 
(千円) 

△200,445 △117,162 481,368

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,999 8,999 8,999
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 (重要な後発事象) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

――――― ――――― 平成17年1月26日開催の当社取締

役会の決議に基づき、つぎのように

株式分割による新株式を発行してお

ります。また、これに伴って会社が

発行する株式の総数は64,000,000株

と な り 、 発 行 済 株 式 の 総 数 は

18,000,000株となっております。 

 １ 平成17年5月10日付をもって

普通株式１株を２株に分割す

る。 

  (1) 分割により増加する株式数

     普通株式  9,000,000 株

  (2) 分割方法 

     平成17年3月20日（ただ

し、当日及びその前日は名

義書換代理人の休業日につ

き、実質上は平成17年3月

18日）最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載された

株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって

分割。 

  (3) 配当起算日 

     平成17年3月21日 

 

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前連結会計年度

における１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当連結

会計年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

当連結会計年度 前連結会計年度

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

208円67銭 193円53銭

１株当たり 
当期純利益金額 

１株当たり 
当期純利益金額

26円74銭 22円09銭
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(2) 受注及び販売の状況 

当社グループ（当社および連結子会社）は、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単

一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、当第３四半期における実績を部門別に記載

しております。 

 

① 受注状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日)

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

比較増減 
部門 

受注実績 受注残高 受注実績 受注残高 受注実績 受注残高

システムインテグレーション事業 6,556 2,901 7,554 2,668 △997 233

製品組込ソフト受託開発事業 3,055 1,560 2,695 1,238 360 321

コンポーネントウェア事業 2,437 1,348 2,377 569 60 779

サービス事業 2,140 798 2,559 953 △419 △155

合 計 14,190 6,608 15,186 5,429 △995 1,178

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 販売実績 
(単位 百万円未満切捨て) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日)

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

比較増減 
部門 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前年同期比

システムインテグレーション事業 5,438 47.2 6,502 50.5 △1,063 83.6

製品組込ソフト受託開発事業 2,696 23.4 2,378 18.5 318 113.4

コンポーネントウェア事業 1,552 13.5 2,045 15.9 △493 75.9

サービス事業 1,840 16.0 1,942 15.1 △101 94.8

合 計 11,528 100.0 12,869 100.0 △1,340 89.6

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3)四半期財務諸表 

① 四半期貸借対照表 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第３四半期末 

(平成17年12月20日) 

前第３四半期末 

(平成16年12月20日) 
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 179,207 324,614 △145,406 359,215

２ 受取手形 118,254 57,576 60,677 44,194

３ 売掛金 1,976,907 3,481,402 △1,504,495 5,457,544

４ たな卸資産 3,808,140 2,699,087 1,109,052 2,924,100

５ 繰延税金資産 311,925 200,480 111,444 237,008

６ その他 397,187 446,214 △49,026 198,384

  貸倒引当金 △443 △745 302 △1,135

流動資産合計 6,791,179 77.7 7,208,630 80.8 △417,451 9,219,311 83.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 416,288 408,949 7,338 436,934

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 25,053 27,007 △1,954 25,591

有形固定資産合計 834,418 829,034 5,383 855,603

２ 無形固定資産 20,083 21,218 △1,135 20,314

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 272,799 100,713 172,085 177,936

(2) 繰延税金資産 522,706 509,380 13,325 511,106

(3) その他 299,301 253,479 45,822 309,214

  貸倒引当金 △2,620 △2,604 △16 △2,622

投資その他の資産 
合計 

1,092,186 860,968 231,217 995,633

固定資産合計 1,946,687 22.3 1,711,221 19.2 235,466 1,871,551 16.9

資産合計 8,737,866 100.0 8,919,852 100.0 △181,985 11,090,863 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 576,347 943,610 △367,262 2,413,780

２ 短期借入金 1,580,000 830,000 750,000 600,000

３ 未払金 801,729 1,432,875 △631,146 1,465,350

４ 未払費用 619,120 631,575 △12,454 869,874

５ 未払法人税等 535 1,749 △1,214 269,048

６ その他 143,408 166,751 △23,342 68,394

流動負債合計 3,721,141 42.6 4,006,561 44.9 △285,419 5,686,446 51.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 300,000 400,000 △100,000 300,000

２ 退職給付引当金 1,410,127 1,380,724 29,403 1,373,818

３ 役員退職慰労引当金 43,100 40,200 2,900 42,600

４ その他 1,289 3,782 △2,492 1,934

固定負債合計 1,754,517 20.1 1,824,706 20.5 △70,188 1,718,352 15.5

負債合計 5,475,659 62.7 5,831,267 65.4 △355,608 7,404,799 66.8

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 664,000 7.6 664,000 7.4 ― 664,000 6.0

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金 318,000 318,000 ― 318,000

資本剰余金合計 318,000 3.6 318,000 3.6 ― 318,000 2.9

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金 70,790 70,790 ― 70,790

２ 任意積立金 2,225,055 2,025,055 200,000 2,025,055

３ 四半期(当期)未処分 
  利益 
  (△は未処理損失) 

△86,145 △12,714 △73,431 578,075

利益剰余金合計 2,209,699 25.3 2,083,131 23.4 126,568 2,673,921 24.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

70,554 0.8 23,499 0.2 47,054 30,188 0.2

Ⅴ 自己株式 △46 △0.0 △46 △0.0 ― △46 △0.0

資本合計 3,262,207 37.3 3,088,584 34.6 173,622 3,686,063 33.2

負債及び資本合計 8,737,866 100.0 8,919,852 100.0 △181,985 11,090,863 100.0
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② 四半期損益計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
 至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 

(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日)

対前年同期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年３月21日 
 至 平成17年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 10,936,093 100.0 12,704,962 100.0 △1,768,868 △13.9 19,461,380 100.0

Ⅱ 売上原価 9,038,633 82.6 10,769,448 84.8 △1,730,814 △16.1 15,810,448 81.2

売上総利益 1,897,460 17.4 1,935,513 15.2 △38,053 △2.0 3,650,931 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,107,911 19.3 1,982,999 15.6 124,912 6.3 2,631,430 13.6

営業利益(△は損失) △210,451 △1.9 △47,485 △0.4 △162,965 ― 1,019,500 5.2

Ⅳ 営業外収益 9,424 0.1 3,270 0.0 6,153 188.1 4,068 0.0

Ⅴ 営業外費用 21,240 0.2 11,550 0.0 9,690 83.9 15,432 0.0

経常利益(△は損失) △222,267 △2.0 △55,765 △0.4 △166,502 ― 1,008,135 5.2

Ⅵ 特別利益 694 0.0 726 0.0 △32 △4.5 318 0.0

Ⅶ 特別損失 102,742 0.9 92,837 0.8 9,905 10.7 123,084 0.7

税引前四半期(当期) 
純利益(△は純損失) 

△324,316 △2.9 △147,875 △1.2 △176,441 ― 885,370 4.5

法人税、住民税 
及び事業税 

784 0.0 421 0.0 363  485,664 2.5

法人税等調整額 △113,878 △1.0 △37,792 △0.3 △76,085  △80,580 △0.5

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△211,222 △1.9 △110,503 △0.9 △100,719 ― 480,286 2.5

前期繰越利益 251,076 214,789 36,286  214,789

中間配当額 125,999 117,000 8,999  117,000

四半期(当期)未処分 
利益 
(△は未処理損失) 

△86,145 △12,714 △73,431  578,075
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

   その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …四半期決算日の市

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) 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …四半期決算日の市

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) 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …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) 

   ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

  ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

  ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

 (2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法  

(2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法 

(2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法 

２ 固定資産の減価償

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

以下のとおりでありま

す。 

  建物  ３～38年 

(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

以下のとおりでありま

す。 

  建物  ３～38年 

(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

以下のとおりでありま

す。 

  建物  ３～38年 

 (2) 無形固定資産…定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産…定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産…定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

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。 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

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。 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

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。 
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項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当第３四半期末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

  なお、会計基準変更時

差異については、5年に

よる按分額の9/12を費用

計上しております。 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当第３四半期末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

  なお、会計基準変更時

差異については、5年に

よる按分額の9/12を費用

計上しております。 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

 

 

 

  なお、会計基準変更時

差異については、5年に

よる按分額を費用計上し

ております。 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく第３四半期末要支

給額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく第３四半期末要支

給額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

４ 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。 

 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。 

 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。 

５ その他四半期財務

諸表(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 

 税抜方式によっておりま

す。 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 
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追加情報 

当第３四半期末 
(平成17年12月20日) 

前第３四半期末 
(平成16年12月20日) 

前事業年度末 
(平成17年３月20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日に公布され、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、当第３四半期から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

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

は26,886千円増加し、営業損失、経

常損失及び税引前四半期純損失が、

26,886千円増加しております。 

 

――――― ――――― 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第３四半期末 
(平成17年12月20日) 

前第３四半期末 
(平成16年12月20日) 

前事業年度末 
(平成17年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、654,148千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、609,488千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、621,198千円であります。 

 

２ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約を締結しておりま

す。 

  当第３四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 500,000千円 

  

――――― ――――― 

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先の仕入債

務・リース債務に対し、債務保

証を行っております。 

被保証先 保証金額 

㈱安川情報九州 761千円 

㈱スターフライヤー 25,182千円 

  

――――― ――――― 

――――― ４ 受取手形割引高は、190,989千

円であります。 

 

４ 受取手形割引高は、137,515千

円であります。 

 

――――― ――――― ５ 事業年度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が、当

事業年度末日は金融機関の休日

であったため、次の事業年度末

日満期手形が事業年度末残高に

含まれております。 

 

受取手形 306千円

割引手形 9,937千円

  

６ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

６ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

――――― 
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(四半期損益計算書関係) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息 1,128千円

受取配当金 6,496千円

為替差益 1,107千円

  

１ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息 145千円

受取配当金 1,149千円

受取保険金 1,279千円

  

１ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息 362千円

受取配当金 1,174千円

受取保険金 1,279千円

雇用助成金・
奨励金 

555千円

  

２ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息 8,747千円 

売掛債権売却損 8,184千円 

株式分割費用 4,273千円 

  

２ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息 5,092千円

売掛債権売却損 6,288千円

  

２ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息 7,114千円

売掛債権売却損 8,062千円

  

３ 特別利益の内訳は次のとおりで

あります。 
貸倒引当金 
戻入益 

694千円

  

３ 特別利益の内訳は次のとおりで

あります。 
投資有価証券 
清算益 

132千円

貸倒引当金 
戻入益 

594千円

  

３ 特別利益の内訳は次のとおりで

あります。 
投資有価証券 
清算益 

132千円

貸倒引当金 
戻入益 

186千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

車両除却損 35千円

投資有価証券 
評価損 

12,565千円

退職給付会計 
基準変更時 
差異償却 

90,141千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

器具備品等 
除却損 

495千円

ゴルフ会員権 
評価損 

2,200千円

退職給付会計 
基準変更時 
差異償却 

90,141千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

器具備品等 
除却損 

495千円

ゴルフ会員権 
評価損 

2,400千円

退職給付会計 
基準変更時 
差異償却 

120,188千円

  

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 33,633千円

無形固定資産 2,571千円

  

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 32,643千円

無形固定資産 2,949千円

  

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 44,515千円

無形固定資産 3,853千円
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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当第３四半期、前第３四半期及び前事業年度のいずれにおいても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。 

 

(１株当たり情報) 

当第３四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年12月20日) 

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１株当たり純資産額 181円23銭 
 

１株当たり純資産額 343円18銭
 

１株当たり純資産額 408円45銭
 

１株当たり 
四半期純損失金額 

11円73銭 

  

１株当たり 
四半期純損失金額 

12円28銭

  

１株当たり 
当期純利益金額 

52円25銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式が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

四半期純利益金額については、潜在

株式が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

式がないため記載しておりません。

 当社は、平成17年5月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第３四半期及び

前事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

前第３四半期 前事業年度 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

171円59銭 204円23銭 

１株当たり 
四半期純損失金
額 

１株当たり 
当期純利益金額 

6円14銭 26円13銭 

  

  

（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当第３四半期 

(自 平成17年３月21日
至 平成17年12月20日)

前第３四半期 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日
至 平成17年３月20日)

四半期(当期)純利益(△は損失) 
(千円) 

△211,222 △110,503 480,286

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 10,000

 (うち利益処分による役員賞与金 
 (千円)) 

― ― 10,000

普通株式に係る四半期(当期)純利益 
(△は損失) 
(千円) 

△211,222 △110,503 470,286

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,999 8,999 8,999
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 (重要な後発事象) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

――――― ――――― 平成17年1月26日開催の当社取締

役会の決議に基づき、つぎのように

株式分割による新株式を発行してお

ります。また、これに伴って会社が

発行する株式の総数は64,000,000株

と な り 、 発 行 済 株 式 の 総 数 は

18,000,000株となっております。 

 １ 平成17年5月10日付をもって

普通株式１株を２株に分割す

る。 

  (1) 分割により増加する株式数

    普通株式  9,000,000 株

  (2) 分割方法 

    平成17年3月20日（ただ

し、当日及びその前日は名

義書換代理人の休業日につ

き、実質上は平成17年3月

18日） 終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載された

株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって

分割。 

  (3) 配当起算日 

    平成17年3月21日 

 

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当事業年度

における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりとなります。 

当事業年度 前事業年度 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

204円23銭 189円39銭

１株当たり 
当期純利益金額 

１株当たり 
当期純利益金額

26円13銭 23円42銭
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