
 

平成 18 年 12 月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 18 年５月 11 日 

上場会社名 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社 （コード番号：４８２１ 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.webgen.co.jp）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 後呂 光義 ＴＥＬ：（０３）５６６５－５０１１    

            責任者役職・氏名 総 務 部 長 栗原 善太 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 ： 有 

  四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のた

めの手続きを受けております。 

 

２．平成 18 年 12 月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年１月１日～平成 18 年３月 31 日） 

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

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
四半期（当期）
純 利 益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年 12 月期第１四半期 544 △16.1 22   － 20 286.1  15  43.1 

17 年 12 月期第１四半期 649  △4.3 △3   － 5 △60.3  11   － 

(参考)17 年 12 月期   2,292 △8.9  107   － 131   －  57   － 

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円    銭 円    銭

18 年 12 月期第１四半期   832  12   －  － 

17 年 12 月期第１四半期 581  31   －  － 

(参考)17 年 12 月期 2,999  82   －  － 

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

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期のわが国経済は、原油価格の高騰や日銀の量的緩和政策の終結による長期金利の上昇懸念等不安材

料はあったものの、好調な企業業績に支えられ、個人消費や設備投資も堅調に推移し、緩やかな景気回復の軌道を

辿りました。 

このような経済環境のなか、当期からスタートした第３次経営計画（平成 18 年～平成 21 年）では「ほかと違う、

面白い、役に立つ」会社になることをキャッチフレーズに掲げ、バイオインフォマティクス事業、ウェブ事業、ア

ドバンストリサーチ事業の融合（Fusion）による新たな事業モデルの開発を進め、さらなる事業の発展、継続的な

成長を目指してまいります。 

当第１四半期の売上高は、ウェブ事業が前年同期比 29.6％増の 199 百万円と大幅に増加したものの、バイオイン

フォマティクス事業が同 31.3％減の 160 百万円、アドバンストリサーチ事業が同 29.4％減の 184 百万円と減少した

ため、全体の売上高は同 16.1％減の 544 百万円となりました。利益につきましては、ウェブ事業において、中小規

模コールセンターやテレビ、ビデオ会議システム等の販売増により利益が増加、さらに利益率も大幅にアップした

ため、当第１四半期の営業利益は 22 百万円（前年同期は３百万円の営業損失）、経常利益は 20 百万円（前年同期は

５百万円の経常利益）、第１四半期純利益は前年同期比 43.1％増の 15 百万円といずれも前年同期を上回りました。 
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なお、事業別の状況は次のとおりであります。 

                                          （百万円未満切捨） 

17 年 12 月期第１四半期 18 年 12 月期第１四半期 17 年 12 月期 
 

金 額 構成比 金 額 構成比
対前年
増減率 金 額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

バイオインフォマティクス 233 36.0 160 29.4 △31.3 647 28.2 

ウ ェ ブ 154 23.7 199 36.7 29.6 651 28.4 

アドバンストリサーチ 261 40.3 184 33.9 △29.4 994 43.4 

合    計 649 100.0 544 100.0 △16.1 2,292 100.0 

 

バイオインフォマティクス事業では、製薬会社、バイオ関連企業、大学・研究機関等からの受託開発及び病理・

細胞診検査業務支援システム「EXpathⅡ」の販売に注力いたしました。一方、当社が力を入れている分野として、

今後の医療や健康管理のあり方を大きく変えるオーダーメイド医療・ヘルスケアの実現に向けた機能性 RNA の解析

やバイオマーカーの探索等を進めております。また、平成 17 年８月に開始したバイオ研究者向けのサービスとして

多種多様な研究用試薬が一括検索できる「バイオ百科」は、現在４社の試薬情報を掲載しており、大学・研究機関

からのアクセスが伸びております。 

ウェブ事業では、セキュリティ、IP テレフォニー分野のソリューション型システム開発案件の受注が引き続き好

調に推移しております。その中でも、特に中小規模コールセンター商品「CTI-One」の販売と開発、IP 電話関連の

商品販売（H323GateKeeper、SIPGateWay）及びテレビ、ビデオ会議システムの販売が増加いたしました。また、IPv6、

MPLS 関連の開発も順調に推移したほか、ユビキタス関連では RFID ソリューションも実証実験段階を終え、実用段

階に入ってきました。 

アドバンストリサーチ事業では、バイオ分野や科学技術計算分野における大量の計算処理ニーズに応えるだけで

なく、ビジネス分野におけるユーティリティコンピューティングの実現を目指した独立行政法人産業技術総合研究

所との共同研究についても、最終段階としての実証実験を３月に終了させました。次世代インターネット技術につ

きましては、総務省発表の「u-Japan 政策」に基づく「ユビキタス社会」の実現に向けた取り組みを踏まえ、特に

ユビキタスコンピューティングにおけるヒューマンインタフェース分野に注目し、従来から行っているコンピュー

タ画像処理をはじめとする基盤技術と合わせて各種の応用研究を行っております。 
 

(2) 財政状態の変動状況                                （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

18 年 12 月期第１四半期 3,236  2,735  84.5  142,460  63 

17 年 12 月期第１四半期   3,379  2,686   79.5  139,920  05 

(参考)17 年 12 月期 3,327  2,717  81.7  141,550  32 

 

(3) 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

18 年 12 月期第１四半期 61  △1,201  －   426  

17 年 12 月期第１四半期 67  △903  －   483  

(参考)17 年 12 月期 193  54  －   1,567  

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期に比べ 56 百万円減少し、第１四半期

末残高は 426 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、税引前第１四半期純利益 28 百万円、売上債権の減少額 99 百万円及びたな卸資産の減

少額 19 百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少額 107 百万円等の資金減少要因を上回り、61 百万円の増加

（前年同期は 67 百万円の増加）となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、関係会社短期貸付による支出 1,200 百万円等により、1,201 百万円の減少（前年同期

は 903 百万円の減少）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、収入、支出ともになく、資金の動きはありませんでした（前年同期も資金の動きはな

し）。 

 

３．平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日） 

1 株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭 

中  間  期 1,150   30  20  0   0 － － 
通     期 2,500   80  50  －  0   0  0   0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,604 円 17 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

企業業績の回復により国内景気も上向きとなり、それに伴い企業のソフトウェア開発への投資も徐々に増加して

まいりました。このようななかで、第２四半期以降も、ウェブ事業においては、当社ブランドの中小規模コールセ

ンター商品「CTI-One」やテレビ、ビデオ会議システム、セキュリティ関連商品などの引合い、受注が好調に推移す

ることが見込まれております。 

当期の見通しにつきましては、第１四半期の経営成績の進捗状況の欄にも記載したとおり収益の柱であるウェブ

事業が順調に進展しており、今後も好調に推移することが見込まれますので、平成１８年２月８日公表の中間期及

び通期業績予想に変更はありません。 

 
（注）本資料で記述されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもので

あります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる可能性があ

ることをご承知おきください。また、この業績予想を全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて

くださいますようお願いいたします。 
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４．四半期財務諸表 

 (1)四半期貸借対照表 

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度の 
要約貸借対照表   

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年12月31日現在） 

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  509,336 452,344 1,593,070 

２．受取手形 ※３ 205,280 238,910 117,217 

３．売掛金  570,291 432,451 653,297 

４．たな卸資産  61,317 54,681 73,878 

５．関係会社短期貸
付金 

 900,000 1,200,000 － 

６．繰延税金資産  50,550 19,779 8,043 

７．その他  37,031 14,770 18,689 

貸倒引当金  △2,546 △2,155 △2,482 

流動資産合計   2,331,259 69.0 2,410,782 74.5  2,461,713 74.0

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産 ※１   

１．建物  150,347 145,014 146,614 

２．機械及び装置  21,919 9,208 10,887 

３．工具器具及び備
品 

 63,463 51,663 53,256 

有形固定資産合
計 

  235,730 7.0 205,885 6.4  210,758 6.3

(2)無形固定資産   34,974 1.0 24,361 0.7  27,451 0.8

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券  266,272 202,129 194,204 

２．関係会社株式  79,602 64,331 79,602 

３．繰延税金資産  221,222 166,240 190,260 

４．投資建物 ※１ 88,077 84,623 85,486 

５．敷金及び保証金  32,693 31,765 31,558 

６．その他  97,560 53,371 53,433 

貸倒引当金  △7,437 △7,436 △7,436 

投資その他の資
産合計 

  777,992 23.0 595,026 18.4  627,108 18.9

固定資産合計   1,048,696 31.0 825,273 25.5  865,318 26.0

資産合計   3,379,956 100.0 3,236,055 100.0  3,327,032 100.0
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前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度の 
要約貸借対照表   

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年12月31日現在） 

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  459,667 330,736 440,967 

２．未払金  5,173 5,788 1,833 

３．未払法人税等  2,329 2,815 11,635 

４．その他 ※２ 67,876 75,382 61,197 

流動負債合計   535,048 15.8 414,723 12.8  515,634 15.5

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  148,710 82,888 81,648 

２．役員退職慰労引
当金 

 9,733 3,200 11,983 

固定負債合計   158,443 4.7 86,088 2.7  93,631 2.8

負債合計   693,491 20.5 500,811 15.5  609,265 18.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,396,496 41.3 1,396,496 43.1  1,396,496 42.0

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,322,496 1,322,496 1,322,496 

資本剰余金合計   1,322,496 39.1 1,322,496 40.9  1,322,496 39.8

Ⅲ 利益剰余金    

第１四半期未処
分利益または第
１四半期（当期）
未処理損失（△） 

 △58,628 3,783 △12,193 

利益剰余金合計   △58,628 △1.7 3,783 0.1  △12,193 △0.4

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  26,101 0.8 12,468 0.4  10,967 0.3

資本合計   2,686,464 79.5 2,735,244 84.5  2,717,766 81.7

負債・資本合計   3,379,956 100.0 3,236,055 100.0  3,327,032 100.0
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(2)四半期損益計算書 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
前事業年度の 
要約損益計算書 

  
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年３月31日） 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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   649,083 100.0 544,736 100.0  2,292,699 100.0

Ⅱ 売上原価   562,834 86.7 434,956 79.9  1,861,002 81.2

売上総利益   86,249 13.3 109,780 20.1  431,697 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  90,224 13.9 87,760 16.1  324,083 14.1

営業利益または
営業損失（△） 

  △3,975 △0.6 22,019 4.0  107,613 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  19,773 3.0 15,164 2.8  64,060 2.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  10,440 1.6 16,501 3.0  40,320 1.8

経常利益   5,356 0.8 20,683 3.8  131,353 5.7

Ⅵ 特別利益 ※３  9,949 1.5 9,495 1.7  70,568 3.1

Ⅶ 特別損失 ※４  － － 2,118 0.4  53,831 2.3

税引前第１四半
期（当期）純利益 

  15,306 2.4 28,059 5.1  148,089 6.5

法人税、住民税及
び事業税 

 830 830 3,322 

法人税等調整額  3,314 4,145 0.6 11,252 12,083 2.2 87,170 90,492 4.0

第１四半期（当
期）純利益 

  11,161 1.7 15,976 2.9  57,596 2.5

前期繰越損失   69,789 12,193  69,789

第１四半期未処
分利益または第
１四半期（当期）
未処理損失（△） 

 

 △58,628 3,783 △12,193
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書
  

（自 平成17年１月１日 （自 平成18年１月１日 
至 平成17年３月31日） 至 平成18年３月31日） 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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     

税引前第１四半期（当期）純利益  15,306 28,059 148,089 

減価償却費  13,953 12,445 52,424 

貸倒引当金の増減額  125 △327 60 

退職給付引当金の増減額  1,274 1,240 △65,787 

役員退職慰労引当金の減少額  △4,375 △8,783 △2,125 

海外事業損失引当金の減少額  △128,700 － △128,700 

受取利息及び配当金  △2,127 △2,742 △9,561 

投資有価証券運用損益  △3,454 7,405 2,260 

投資有価証券売却益  － － △27,519 

投資有価証券評価損  － － 37,105 

関係会社株式売却損  － 2,118 － 

固定資産除却損  － － 14,536 

売上債権の増減額  △39,374 99,153 △34,318 

たな卸資産の減少額  144,451 19,196 131,890 

仕入債務の増減額  53,277 △107,568 31,268 

その他営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 16,536 9,442 37,658 

小計  66,893 59,640 187,282 

利息及び配当金の受取額  4,346 4,813 9,561 

法人税等の支払額  △3,797 △3,322 △3,797 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 67,443 61,132 193,046 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △20,009 △20,012 △40,022 

定期預金の払戻による収入  20,008 20,011 40,017 

有形固定資産の取得による支出  △1,290 △1,789 △7,494 

無形固定資産の取得による支出  △2,079 △100 △5,163 

投資有価証券の取得による支出  － △12,800 △33,000 

投資有価証券の売却による収入  － 13,152 58,744 

関係会社短期貸付による支出  △900,000 △1,200,000 △2,000,000 

関係会社短期貸付金の返済による収
入 

 － － 2,000,000 

従業員貸付金の返済による収入  30 － 400 

その他投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △603 △207 40,613 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △903,944 △1,201,746 54,094 

Ⅲ 財務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 

 － － － 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  53 △113 142 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額または
減少額 

 △836,447 △1,140,727 247,283 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,319,962 1,567,246 1,319,962 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末
（期末）残高 

483,515  426,518 1,567,246 
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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 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準

及び評価方法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

当第１四半期会計期間

末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）を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

その他有価証券 

 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）を採用して

おります。 

 

時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

仕掛品 

個別法に基づく原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

先入先出法に基づく原価

法を採用しております。 

(2)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

(2)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価

償却の方法 

(1)有形固定資産 

 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      10～29年 

 機械及び装置    ６年 

 工具器具及び備品５～20年 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

 (3)投資その他の資産 

 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。 

投資建物     10～29年 

(3)投資その他の資産 (3)投資その他の資産 

同左 同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

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

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (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１四半期会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。  

(2)退職給付引当金 

同左 

(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。  

 

 (3)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく第１四半期末

要支給額を計上しております。 

(3)役員退職慰労引当金 

同左 

(3)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

 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。 

同左 同左 ４．リース取引の処

理方法 

５．四半期キャッ

シュ・フロー計算

書（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 同左 

６．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 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 

同左 同左 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当第１四半期会計期間より、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。 

────── ────── 

────── （役員賞与に関する会計基準） 

当第１四半期会計期間より、役員賞与

に関する会計基準（企業会計基準第４号）

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。 

────── 

 

追加情報 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 至 平成18年３月31日） 

────── ────── （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方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業

会計基準委員会 平成16年２月13日）が

公表されたことに伴い、当会計期間から

同実務対応報告に基づき、法人事業税の

付加価値割及び資本割8,313千円を販売

費及び一般管理費として処理しておりま

す。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

323,800千円 299,583千円 291,192千円

投資その他の資産「投資建物」の

減価償却累計額 

投資その他の資産「投資建物」の

減価償却累計額 

投資その他の資産「投資建物」の

減価償却累計額 

88,891千円 92,345千円 91,482千円

※２．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、当該金額10,997千

円を流動負債「その他」に含めて

表示しております。 

※２．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、当該金額12,260千

円を流動負債「その他」に含めて

表示しております。 

※２．   ────── 

※３．   ────── ※３．   ────── ※３．期末日満期手形 

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、当期末

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    51,900千円
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（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
  

受取利息 2,127千円

不動産賃貸収入 4,801千円
  

  
受取利息 2,393千円

受取配当金 349千円

不動産賃貸収入 5,061千円

出向者収入 5,239千円
  

  
受取利息 8,726千円

受取配当金 834千円

不動産賃貸収入 19,380千円

補助金収入 6,979千円

出向者収入 23,373千円
  

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
  

不動産賃貸費用 2,470千円
  

  
不動産賃貸費用 2,490千円

出向者費用 6,499千円

投資有価証券運用損 7,405千円
  

  
不動産賃貸費用 9,922千円

出向者費用 26,587千円
 

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
  

償却済債権取立益 8,849千円

役員退職慰労引当金戻入益 1,100千円
  

  
貸倒引当金戻入益 327千円

償却済債権取立益 4,084千円

役員退職慰労引当金戻入益 5,083千円
  

  
投資有価証券売却益 27,519千円

償却済債権取立益 10,844千円

退職給付引当金戻入益 32,204千円
 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 
 ──────  

関係会社株式売却損 2,118千円
 

 

固定資産除却損 14,536千円

投資有価証券評価損 37,105千円

解約補償金 2,190千円
  

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 9,710千円

無形固定資産 3,379千円

投資その他の資産 863千円
  

 
有形固定資産 8,391千円

無形固定資産 3,190千円

投資その他の資産 863千円
  

 
有形固定資産 35,733千円

無形固定資産 13,236千円

投資その他の資産 3,454千円
  

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

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31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円） （千円） （千円）
 

現金及び預金勘定 509,336

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△25,821

現金及び現金同等物 483,515

  

  
現金及び預金勘定 452,344

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△25,825

現金及び現金同等物 426,518

  

  
現金及び預金勘定 1,593,070

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△25,824

現金及び現金同等物 1,567,246
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12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 

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第１四半期末残高

相当額 

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

  

重要性が乏しく、契約１件当たりの金額

が少額なため、中間財務諸表等規則第５条

の３及び財務諸表等規則第８条の６第６

項の規定により記載を省略しております。 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料第１四半期末残高が有形固定資産

の第１四半期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

２．未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １ 年 内   781千円  １ 年 内   781千円

 １ 年 超   1,562千円  １ 年 超   1,757千円

 合 計 2,343千円  合 計 2,539千円

（注）未経過リース料第１四半期末残高相

当額は、未経過リース料第１四半期末

残高が有形固定資産の第１四半期末残

高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

 支払リース料  195千円  支払リース料   585千円

 減価償却費相当額 195千円  減価償却費相当額 585千円

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 

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。

 
（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成 17 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種 類 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 47,905 81,992 34,087

投資信託 41,037 52,992 11,954

合 計 88,942 134,984 46,041

 

 

 

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具器具
及び備品

3,125 585 2,539

 

  

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

第１四半
期末残高
相当額 
（千円）

工具器具
及び備品

3,125 781 2,343
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２．時価のない主な有価証券の内容 
種 類 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 82,836

 
当第１四半期会計期間末（平成 18 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 取得原価（千円） 

株式 26,980 18,717 △8,263

投資信託 30,737 61,261 30,523

合 計 57,717 79,978 22,260

 
２．時価のない主な有価証券の内容 

種 類 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

  非上場株式 91,531

 
前事業年度末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 取得原価（千円） 

株式 26,980 19,634 △7,346

投資信託 30,737 57,764 27,027

合 計 57,717 77,398 19,681

 
２．時価のない主な有価証券の内容 

種 類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 78,731

 
（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
当第１四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
（持分法損益等） 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
 

14 



当第１四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 64,331

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 113,879

 持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 15,708

 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 79,602

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 115,964

 持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 15,915

 

（１株当たり情報） 
前第１四半期会計期間 

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 

（その他） 
該当事項はありません。 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

139,920円05銭 

１株当たり第１四半期純利益金額 

  581円31銭 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期純

利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 142,460円63銭

１株当たり第１四半期純利益金額 

832円12銭

同左 

 141,550円32銭

１株当たり当期純利益金額 

 2,999円82銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、希薄化効果を有している潜

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。 

        期  別 
 

項  目 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間 前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日） 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

四半期（当期）純利益（千円） 11,161 15,976 57,596 

普通株主に帰属しない金額
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る四半期（当
期）純利益（千円） 

11,161 15,976 57,596 

期中平均株式数（株） 19,200 19,200 19,200 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の

概要 

旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権１種類 

（目的となる株式の数 普通株

式 167株） 

  

商法第280条ノ20及び商法第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権１種類 

（新株予約権の数 31個） 

旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権１種類 

（目的となる株式の数 普通株

式 162株） 

  

商法第280条ノ20及び商法第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権１種類 

（新株予約権の数 31個） 

旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権１種類 

（目的となる株式の数 普通株

式 162株） 

  

商法第280条ノ20及び商法第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権１種類 

（新株予約権の数 31個） 
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