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平成18年９月期  中間決算短信（連結） 
平成18年５月15日 

会 社 名 株式会社インフォメーションクリエーティブ  上場取引所 JASDAQ 
コード番号 ４７６９ 本社所在都道府県 東京都 

（URL http://www.ic-net.co.jp）    
代 表 者 役 職 名 代表取締役社長   
 氏    名 山田 亨   
問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長   
 氏    名 小沢 庸司 ＴＥＬ （03）5479－7701 
決算取締役会開催日 平成18年５月15日   
親 会 社 等 の 名 称 － 親会社等における当社の議決権所有比率 － 
米国会計基準採用の有無  無   
 

１．平成18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 
(1) 連結経営成績 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 百万円 ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18年３月中間期 2,865 （  5.3） 267 （  98.8） 274 （ 102.1）

17年３月中間期 2,721 （    －） 134 （    －） 135 （    －）

17年９月期 5,568 （    －） 328 （    －） 336 （    －）
 
 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 

18年３月中間期 140 （ 141.5） 37 63 36 79 

17年３月中間期 58 （    －） 15 90 15 64 

17年９月期 167 （    －） 42 54 41 71 
 
(注) ① 持分法投資損益 18年３月中間期 －百万円 17年３月中間期 －百万円 17年９月期 －百万円
 ② 期中平均株式数（連結） 18年３月中間期 3,731,180株 17年３月中間期 3,656,765株 17年９月期 3,675,290株
 ③ 会計処理の方法の変更 有    
 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 

 
⑤ 前中間期より連結財務諸表を作成しているため、前中間期及び前期の増減率については記載しておりませ
ん。 

(2) 連結財政状態 

 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３月中間期 3,660 2,462 67.3 659 00 

17年３月中間期 3,127 2,100 67.2 569 40 

17年９月期 3,294 2,281 69.3 609 53 
 
(注) ① 期末発行済株式数（連結） 18年３月中間期 3,737,241株 17年３月中間期 3,688,941株 17年９月期 3,725,341株 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年３月中間期 352 △349 △56 822 

17年３月中間期 △12 △265 △50 1,025 

17年９月期 16 △454 △39 876 

(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  1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９月期の連結業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通  期 5,732 365 157 
(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）   39 円 09 銭 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。
実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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1. 企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社と子会社１社で構成されており、情報サービス業界において、システム導

入のコンサルティング、ソフトウェア開発、システム運用、ネットワークソリューション及びパッケ

ージソフトウェアの開発・販売を事業の柱として、大型汎用機からパソコンに至るまでの総合的な情

報技術サービスを提供しております。 

 子会社のグローバルテクノロジーアライアンス株式会社は、組込み系アプリケーションソフトウェ

アやハードウェア開発を行っております。 

 当社グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり

ます。なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

（ソフトウェア開発事業） 

 当部門においては、ユーザーの事業所内に常駐してソフトウェア開発などを行う業務、当社グルー

プ内でユーザーのソフトウェア開発などを行う業務であります。 

（システム運用事業） 

 当部門においては、ユーザーの事業所内に常駐してコンピュータのオペレーション作業及び運用管

理などを行う業務であります。 

（ネットワークソリューション事業） 

 当部門においては、ユーザーがネットワークを導入するに当たり、そのコンサルテーションから構

築・運用・保守のサービスを行う業務であります。 

（その他事業） 

 当部門においては、「チケット for Windows」を中心に自社製パッケージソフトウェアの開発・販

売を行う業務、LSIの設計・開発、電子デバイスのテスティング、パソコンのセットアップ作業、ヘル

プディスクなどの業務であります。 

 企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。 
 

 
得意先

ソフトウェア開発

システム運用

ネットワーク
ソリューション

その他

製品 商品

連結子会社

グローバルテクノロジーアライア

ンス株式会社

外注

当　　　　　社
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2. 経 営 方 針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、「お客様に喜んでいただけるコンピュータサービス」をモットーに、特定のメ

ーカーや顧客に左右されない独立系のソフト会社として、様々な領域において顧客に密着した専門

技術の提供を使命に掲げております。 

大型汎用機からパソコンに至るまでのトータル性を活かした複合サービス、ソフトウェア開発事

業とシステム運用事業を柱とした情報技術サービスにおいて、お客様に最適なサービスを提供して

おります。 

今後のネットワーク時代に向け、独自の専門技術と得意分野を活かしたきめ細やかなサービスを

より幅広く提供し、顧客の抱えるあらゆる問題の解決に役立ててまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けており、安定的

な配当の維持に努め、その一方で必要な内部留保にも留意し、業績などを勘案の上、利益配分政策

を実施することを基本方針としております。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は8.0％にしておりま

す。既存事業分野の選択と集中による付加価値の向上に加えプロダクトソリューション事業の拡大

を図り、安定的な収益体質を維持し続けてまいります。 

過去３年間の経常利益率は次のとおりであります。 

 第27期中 第28期中 第29期中 第27期 第28期 

経常利益率（％） 12.3 5.0 9.6 8.9 6.0 

（注）第27期中間期及び第27期につきましては、当社個別の数値を記載しております。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、変革するビジネス環境において競争力のある事業運営を実現することを目指しておりま

す。そのための経営目標といたしましては、「既存事業分野の選択と集中による付加価値向上」、

「プロダクトソリューションを次期主要事業に育成」、「プロジェクトマネージャーの育成」とい

う３つの重点目標の実現により、収益性の向上を図ってまいります。 

 

そのための中期重点推進事項は、次のとおりであります。 

 

① 既存事業分野の選択と集中による付加価値向上 

既存事業における領域の取捨選択を進め、教育投資や資源の集中を計画的に図ることで付加価

値の向上を目指しております。 
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② プロダクトソリューションを次期主要事業に育成 

既存の自社製品「チケット for Windows」などに対する売上増加とASPサービス「サロンキー

パーCOMA」の拡販を実施するとともに、新たな自社製品を市場に投入することを目指しておりま

す。 

 

③ プロジェクトマネージャーの育成 

プロジェクトマネージャーの育成を目指した事業戦略に基づく教育ロードマップの導入を図っ

てまいります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

当社ビジネスモデル「顧客密着型」のソリューションサービスの特徴は、顧客企業様にチームで

技術者が常駐し、顧客ニーズに対して迅速かつ最適な情報サービスを提供することであります。顧

客ニーズを更に満足させる必要からプロジェクトマネージメントのできる優秀なSEを育成・確保す

ることが課題であり、この課題を解決するために人事教育制度の改善に取り組んでまいります。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき項目はありません。 

 

(7) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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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、企業収益の改善や設備投資の増加を背景に個人消費

の緩やかな増加に加え雇用情勢の改善などもあり、緩やかな景気の回復傾向を示しながら推移いた

しました。 

情報サービス業界におきましては、企業収益の改善などを受け、企業の情報化投資意欲は回復基

調にあります。 

このような状況のなかで当社グループは、既存顧客からの継続受注を確保するとともに、新規顧

客の開拓と新規案件の獲得に注力してまいりました。 

これらの結果、当中間連結会計期間におきましては、ソフトウェア開発、システム運用及びネッ

トワークソリューション事業の受注が増加し要員稼働率が高まりました。その結果、売上高は2,865

百万円と前年同期と比べ143百万円（5.3％）の増収となり、上述の理由に加え上期に計画しており

ました広告宣伝費の経費を下期に先送りした影響などにより、営業利益は267百万円と前年同期と比

べ132百万円（98.8％）の増益、経常利益は274百万円と前年同期と比べ138百万円（102.1％）の増

益、中間純利益は140百万円と前年同期と比べ82百万円（141.5％）の増益となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

なお、事業の種類別セグメントについては、４．中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表 注記

事項（セグメント情報） 事業の種類別セグメント情報 当中間連結会計期間の(注)４に記載のと

おり、事業区分の変更をしております。このため、当該項目における売上高並びに営業損益の前年

同期比較については、前中間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。 

 

（ソフトウェア開発） 

ソフトウェア開発につきましては、流通販売業向け、金融業向けのシステム開発及び通信機

器向け組込みソフトウェア開発の受注が増加いたしました。その結果、ソフトウェア開発の売

上高は1,391百万円(前年同期比3.7％増)、営業利益は242百万円(前年同期比19.9％増)とする

ことができました。 

 

（システム運用） 

システム運用につきましては、マシンオペレーション業務はメインフレーム系、サーバー系

とも減少いたしましたが、システム運用管理業務の受注が増加いたしました。その結果、シス

テム運用の売上高は926百万円(前年同期比6.0％増)、営業利益は151百万円(前年同期比34.5％

増)とすることができました。 

 

（ネットワークソリューション） 

ネットワークソリューションにつきましては、ネットワークシステムの構築・運用ともに受

注が増加いたしました。その結果、ネットワークソリューションの売上高は396百万円(前年同

期比24.6％増)、営業利益は69百万円(前年同期比57.5％増)とすることができました。 
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（その他） 

その他につきましては、通信機器のLSI設計・開発及び電子デバイスのテスティング作業な

どの受注が好調に推移いたしましたが、自社製パッケージソフトウェア「チケット for 

Windows」の販売及び関係会社の業績不振の影響により、その他の売上高は150百万円(前年同

期比19.4％減)となりました。又、営業損失につきましては、関係会社の業績不振及び理容美

容向けASPサービス「サロンキーパーCOMA」の試験運用経費などの増加に伴い11百万円(前年同

期比53.7％増)となりました。 
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(2) 財政状態 

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は822百万円となりました。 

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・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益249百万円となり、退職給

付引当金の増加額49百万円と売上債権の減少額50百万円となったことにより、352百万円(前年

同期比365百万円の増加)の収入となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出328百万円と固定資

産の取得による支出20百万円により、349百万円(前年同期比83百万円の増加)の支出となりま

した。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使による収入６百万円があったもの

の、配当金の支払額59百万円となり、56百万円(前年同期比６百万円の増加)の支出となりまし

た。 

 

なお、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17年３月 

中間期 
平成17年９月期 

平成18年３月 

中間期 

株主資本比率（％） 67.2 69.3 67.3 

時価ベースの株主資本比率（％） 76.8 72.6 79.4 

債務償還年数（年） ― 0.4 0.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） △51.6 50.6 13,614.0 

 ※ 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 

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 

(注) １ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

３ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上し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。又、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を

使用しております。 
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(3) 通期の見通し 

景気の回復による企業の収益改善を背景に企業の情報化投資も順調に増加することが期待されて

おります。 

通期の見通しにつきましては、個々の事業セグメントの売上高は概ね順調に推移する見通しであ

ります。又、平成18年４月18日に発表いたしました本社移転計画に伴う諸経費の影響で利益は当初

の計画値を下回る見通しであります。 

平成18年９月期につきましては、売上高5,732百万円、経常利益365百万円、当期純利益157百万円

を見込んでおります。 
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4. 中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年９月30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   619,769   542,045   495,436  

２ 受取手形及び 
売掛金 

  909,423   956,751   1,007,135  

３ 有価証券   430,789   280,707   380,732  

４ たな卸資産   38,662   13,098   13,449  

５ 繰延税金資産   154,248   152,245   150,635  

６ その他   43,659   54,600   58,479  

流動資産合計   2,196,552 70.2  1,999,448 54.6  2,105,867 63.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1          

(1) 建物 ※2  38,603   31,891   36,666  

(2) 器具及び備品   15,885   10,532   12,547  

(3) 土地 ※2  158,891   137,547   158,891  

有形固定資産 
合計 

  213,380 6.8  179,971 4.9  208,105 6.3 

２ 無形固定資産   61,620 2.0  70,191 1.9  59,264 1.8 

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券   349,343   1,060,461   554,555  

(2) 保険積立金   191,484   185,611   193,992  

(3) 繰延税金資産   49,759   ―   6,581  

(4) その他   86,678   185,624   186,838  

貸倒引当金   △20,955   △20,955   △20,955  

投資その他の 
資産合計 

  656,311 21.0  1,410,742 38.6  921,012 28.0 

固定資産合計   931,312 29.8  1,660,906 45.4  1,188,382 36.1 

資産合計   3,127,865 100.0  3,660,354 100.0  3,294,250 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年９月30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   124,637   132,467   139,562  

２ 一年以内返済 
予定の長期 
借入金 

  7,280   3,620   7,260  

３ 未払金   275,312   302,899   295,904  

４ 未払法人税等   73,022   148,630   35,850  

５ 未払消費税等   33,218   39,285   36,687  

６ 賞与引当金   325,000   309,000   323,000  

７ その他   47,201   47,863   45,561  

流動負債合計   885,671 28.3  983,765 26.9  883,825 26.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   3,620   ―   ―  

２ 退職給付引当金   138,093   177,950   128,104  

３ 繰延税金負債   ―   35,419   ―  

４ その他   ―   378   472  

固定負債合計   141,713 4.5  213,747 5.8  128,576 3.9 

負債合計   1,027,385 32.8  1,197,513 32.7  1,012,402 30.7 

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   ― ―  ― ―  ― ― 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   404,974 13.0  407,874 11.1  407,874 12.4 

Ⅱ 資本剰余金   388,585 12.4  392,900 10.7  392,305 11.9 

Ⅲ 利益剰余金   1,357,052 43.4  1,536,056 42.0  1,466,398 44.5 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  24,470 0.8  187,170 5.1  82,081 2.5 

Ⅴ 自己株式   △74,603 △2.4  △61,160 △1.6  △66,813 △2.0 

資本合計   2,100,480 67.2  2,462,841 67.3  2,281,847 69.3 

負債、少数株主 
持分及び 
資本合計 

  3,127,865 100.0  3,660,354 100.0  3,294,250 100.0 
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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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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   2,721,563 100.0  2,865,356 100.0  5,568,789 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,241,820 82.4  2,310,125 80.6  4,559,415 81.9 

売上総利益   479,743 17.6  555,230 19.4  1,009,374 18.1 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※1  345,343 12.7  287,985 10.1  680,407 12.2 

営業利益   134,399 4.9  267,245 9.3  328,966 5.9 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  313   2,288   638   

２ 受取配当金  ―   1,619   4,429   

３ 為替差益  804   10   997   

４ 保険事務取扱 
手数料 

 866   846   1,731   

５ 社宅利用関係 
収入 

 679   ―   679   

６ 雑収入  411 3,074 0.1 2,754 7,518 0.3 1,055 9,531 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  288   25   375   

２ 買収関連費用  500   ―   500   

３ 転換社債償還損  880   ―   880   

４ 雑損失  93 1,761 0.0 479 504 0.0 131 1,887 0.0 

経常利益   135,712 5.0  274,258 9.6  336,611 6.0 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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
(％) 

Ⅵ 特別利益           

１ 保険金   ― ―  23,910 0.8  ― ― 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産廃棄損  220   1,352   683   

２ 固定資産売却損 ※2 20,282   ―   20,282   

３ 減損損失 ※3 ―   24,449   ―   

４ 特別退職金  ―   22,993   ―   

５ その他  961 21,464 0.8 ― 48,796 1.7 1,092 22,058 0.4 

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

  114,247 4.2  249,372 8.7  314,552 5.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

 64,760   140,695   148,259   

法人税等調整額  △8,141 56,618 2.1 △31,735 108,959 3.8 △681 147,577 2.6 

少数株主損失   505 0.0  ― ―  505 0.0 

中間(当期) 
純利益 

  58,133 2.1  140,412 4.9  167,480 3.0 
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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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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   386,137  392,305  386,137 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１ 増資による新株式の発行  ―  ―  2,900  

２ 自己株式処分差益  2,448 2,448 595 595 3,268 6,168 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
(期末)残高 

  388,585  392,900  392,305 

(利益剰余金の部)        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,361,392  1,466,398  1,361,392 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１ 中間(当期)純利益  58,133 58,133 140,412 140,412 167,480 167,480 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金  50,973  59,605  50,973  

２ 役員賞与  11,500 62,473 11,150 70,755 11,500 62,473 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
(期末)残高 

  1,357,052  1,536,056  1,466,398 
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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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31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10月１日 
至 平成17年９月30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 

    

１ 税金等調整前中間(当期) 
  純利益 

 114,247 249,372 314,552 

２ 減価償却費  8,445 6,633 16,462 

３ 減損損失  ― 24,449 ― 

４ 連結調整勘定償却額  4,881 5,206 10,087 

５ 賞与引当金の増減額 
  (△は減少) 

 43,000 △14,000 41,000 

６ 退職給付引当金の増減額 
  (△は減少) 

 △10,788 49,846 △20,777 

７ 受取利息及び受取配当金  △313 △3,907 △5,067 

８ 為替差益  ― ― △192 

９ 支払利息  288 25 375 

10 固定資産廃棄損  220 1,352 683 

11 固定資産売却損  20,282 ― 20,282 

12 保険金の収入額  ― 25,000 ― 

13 特別退職金の支払額  ― △22,993 ― 

14 転換社債償還損  880 ― 880 

15 売上債権の増減額 
  (△は増加) 

 △1,923 50,384 △99,636 

16 たな卸資産の増減額 
  (△は増加) 

 △23,849 350 1,363 

17 その他資産の減少額  20,668 11,405 3,105 

18 仕入債務の増減額 
  (△は減少) 

 9,957 △7,094 24,882 

19 未払金の増減額 
  (△は減少) 

 △21,093 6,875 △215 

20 未払消費税等の増減額 
  (△は減少) 

 △22,743 2,597 △19,275 

21 その他負債の増減額 
  (△は減少) 

 7,210 △5,207 6,043 

22 役員賞与の支払額  △11,500 △11,150 △11,500 

小計  137,870 369,147 283,054 

23 利息及び配当金の受取額  309 3,968 5,000 

24 利息の支払額  △288 △25 △375 

25 法人税等の支払額  △150,368 △20,500 △271,038 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △12,477 352,590 16,640 
 
 



― 15 ― 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31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10月１日 
至 平成17年９月30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 

    

１ 定期預金の払い戻しによる 
  収入 

 ― ― 25,000 

２ 定期預金の預け入れによる 
  支出 

 ― ― △100,000 

３ 固定資産売却による収入  2,751 ― 2,751 

４ 固定資産取得による支出  △2,912 △20,435 △8,967 

５ 投資有価証券売却による 
  収入 

 ― 14 ― 

６ 投資有価証券取得による 
  支出 

 △236,506 △328,704 △344,777 

７ 新規連結子会社の取得 
  による支出 

 △28,948 ― △28,948 

８ 貸付による支出  △140 ― △140 

９ 貸付の回収による収入  ― ― 140 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △265,756 △349,126 △454,942 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

１ 長期借入金返済による支出  △3,640 △3,640 △7,280 

２ 転換社債の償還による支出  △20,880 ― △20,880 

３ 株式の発行による収入  ― ― 5,800 

４ 新株予約権行使による収入  25,200 6,247 33,810 

５ 配当金の支払額  △50,753 △59,486 △51,038 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △50,073 △56,878 △39,588 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 190 ― 192 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △328,498 △53,414 △477,698 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 1,353,866 876,168 1,353,866 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 1,025,559 822,753 876,168 
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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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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 １ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しており

ます。 

 連結子会社の数   １社 

 連結子会社の名称 

グローバルテクノロジーアラ

イアンス株式会社 

(注) グローバルテクノロジーア

ライアンス株式会社は、平成

16年10月28日の株式取得に伴

い当中間連結会計年度より連

結子会社となりました。 

 すべての子会社を連結しており

ます。 

 連結子会社の数   １社 

 連結子会社の名称 

グローバルテクノロジーアラ

イアンス株式会社 

 

 すべての子会社を連結しており

ます。 

 連結子会社の数   １社 

 連結子会社の名称 

グローバルテクノロジーアラ

イアンス株式会社 

(注) グローバルテクノロジーア

ライアンス株式会社は、平成

16年10月28日の株式取得に伴

い当連結会計年度より連結子

会社となりました。 

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 ２ 持分法の適用に関する事項 

 関連会社がありませんので、記

載しておりません。 

 同左  同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社グローバルテクノロ

ジーアライアンス株式会社の中間

決算日は、９月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間連結決算日(３月31

日)現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用しておりま

す。 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

 連結子会社グローバルテクノロ

ジーアライアンス株式会社は、決

算期を３月31日から９月30日に変

更しております。 

 上記の決算期変更により、グロ

ーバルテクノロジーアライアンス

株式会社は、平成16年10月１日か

ら平成17年９月30日までの12ヶ月

決算となっております。 

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 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) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 

 中間連結会計期間末日の

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) 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 

 同左 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定) 

    時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

 同左 

    時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  ②  たな卸資産 

   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     個別法による原価法 

   ｂ  原材料 

     最終仕入原価法 

  ②  たな卸資産 

   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     同左 

   ｂ  原材料 

     同左 

  ②  たな卸資産 

   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     同左 

   ｂ  原材料 

     同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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 

(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 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 ３年～50年

器具及び備品 ３年～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 

    定額法 

 ただし、市場販売目的のソ

フトウェアについては、見込

販売数量に基づく償却額と残

存有効期間(３年)に基づく均

等償却額を比較し、いずれか

大きい額を計上しておりま

す。 

 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) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 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

倒懸念債権等の特定の債権に

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 

 同左 

  ①  貸倒引当金 

 同左 

  ②  賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給に

備えるため、支給見込額を計

上しております。 

  ②  賞与引当金 

 同左 

  ②  賞与引当金 

 同左 

  ③  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、当中間

連結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。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により、翌

連結会計年度より費用処理し

ております。 

  ③  退職給付引当金 

 同左 

  ③  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。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により、翌

連結会計年度より費用処理し

ております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

(4) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(4) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(4) 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方法 

 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。 

   消費税等の会計処理方法 

 同左 

   消費税等の会計処理方法 

 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 

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 

５ 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、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短期

的な投資であります。 

 同左  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短期

的な投資であります。 
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会計処理の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） ――――― 

  当中間連結会計期間から「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」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 

  これにより税金等調整前中間純利

益が24,449千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき、当該各資産の金額から直

接控除しております。 

 

――――― （事業区分の変更） ――――― 

  従来、ネットワークソリューショ

ン事業をシステム運用管理事業に含

めておりましたが、情報化社会にお

けるネットワーク需要の増大に伴う

事業規模の拡大から事業の実態をよ

り適切に反映させるため、当中間連

結会計期間より区分表記し、その他

の事業区分も類似性や事業規模によ

り事業区分の見直しを行っておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間の事業

区分によった場合の前中間連結会計

期間及び前連結会計年度の「事業の

種類別セグメント情報」は、（セグ

メント情報）「事業の種類別セグメ

ント情報」(注)４に記載しておりま

す。 
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追加情報 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

（外形標準課税） ――――― （外形標準課税） 

 「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、当中間連結会計期間から

「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。 

  「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

が7,998千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益

が7,998千円減少しております。 

  この結果、販売費及び一般管理費

が15,860千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が15,860千円減少しております。 
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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17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 120,820千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 119,914千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 118,927千円
 

※２ 担保資産 

 次の資産を担保に供しています。 

建物 11,312千円

土地 36,063千円

計 47,375千円

  (上記に対応する債務) 

 中間連結会計期間末現在対応す

る債務残高はありません。 

※２ 担保資産 

 担保に供している資産はありませ

ん。 

 

※２ 担保資産 

 次の資産を担保に供しています。 

建物 10,802千円

土地 36,063千円

計 46,865千円

  (上記に対応する債務) 

 連結会計年度末現在対応する債

務残高はありません。 
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(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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目は、次のとおりでありま

す。 

役員報酬 56,264千円

給料及び賞与 98,907千円

賞与引当金繰入額 27,771千円

退職給付費用 4,372千円

福利費 23,063千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目は、次のとおりでありま

す。 

役員報酬 47,633千円

給料及び賞与 73,822千円

賞与引当金繰入額 26,347千円

退職給付費用 4,363千円

福利費 23,053千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目は、次のとおりでありま

す。 

役員報酬 110,043千円

給料及び賞与 208,375千円

賞与引当金繰入額 27,594千円

退職給付費用 9,201千円

福利費 42,349千円
 

※２ 固定資産売却損は、保養所施

設の売却によるものでありま

す。 

――――― ※２ 固定資産売却損は、保養所施

設の売却によるものでありま

す。 

――――― ※３ 減損損失 

 当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

用途 厚生施設 

場所 静岡県伊東市 

種類 土地、建物 

金額 24,449千円

 内訳 

 土地 21,344千円

 建物  3,105千円

 当社グループは、減損損失の算

定に当たり、原則として事業の種

類別に資産のグループ化を行って

おります。上記の厚生施設は、帳

簿価額に対し著しく時価が下落し

ていることから、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（24,449千円）として

特別損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、専門業者等から入手し

た近隣売買事例等を勘案した合理

的な見積り額により評価しており

ます。 

――――― 
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(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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ 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 

現金及び預金勘定 619,769千円

有価証券勘定 430,789千円

計 1,050,559千円
預金期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△25,000千円

現金及び現金 
同等物 

1,025,559千円

  

１ 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 

現金及び預金勘定 542,045千円

有価証券勘定 280,707千円

計 822,753千円

現金及び現金 
同等物 

822,753千円
 

１ 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 

現金及び預金勘定 495,436千円

有価証券勘定 380,732千円

計 876,168千円

現金及び現金 
同等物 

876,168千円
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 前中間連結会計期間末(平成17年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 307,867 349,343 41,475 

計 307,867 349,343 41,475 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当中間連結会計期間において減損処理は行

っておりません。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は期末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄

について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％程度の株式の減損にあたっては、個別銘柄ご

とに、当該期末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損処理をし

ております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
前中間連結会計期間末 
(平成17年３月31日) 

その他有価証券 
中間連結貸借 
対照表計上額 
(千円) 

中期国債ファンド 130,279 

マネー・マネージメント・ファンド 50,138 

キャッシュ・マネージメント・ファンド 150,011 

公社債投資信託 100,360 

計 430,789 
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当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 当中間連結会計期間末(平成18年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 744,828 1,060,461 315,632 

計 744,828 1,060,461 315,632 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当中間連結会計期間において減損処理は行

っておりません。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は期末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄

について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％程度の株式の減損にあたっては、個別銘柄ご

とに、当該期末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損処理をし

ております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
当中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

その他有価証券 
中間連結貸借 
対照表計上額 
(千円) 

中期国債ファンド 100,165 

公社債投資信託 180,541 

計 280,707 
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前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 前連結会計年度末(平成17年９月30日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 416,138 554,555 138,417 

計 416,138 554,555 138,417 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当期において減損処理は行っておりません。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は期末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄

について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％程度の株式の減損にあたっては、個別銘柄ご

とに、当該期末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損処理をし

ております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
前連結会計年度末 
(平成17年９月30日) 

その他有価証券 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

中期国債ファンド 130,298 

マネー・マネージメント・ファンド 50,148 

コマーシャル・ペーパー 99,925 

公社債投資信託 100,360 

計 380,732 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【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10月１日 至 平成17年３月31日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用管理 

自社製パッ
ケージソフ
トウェア等 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

1,337,449 1,241,822 140,487 1,803 2,721,563 ― 2,721,563 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― 79 ― 79 (79) ― 

計 1,337,449 1,241,822 140,567 1,803 2,721,642 (79) 2,721,563 

営業費用 1,134,890 1,081,910 169,843 1,628 2,388,273 198,889  2,587,163 

営業利益又は営業損失(△) 202,558 159,911 △29,276 175 333,368 (198,968) 134,399 

(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 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用管理事業 システムの運用管理 

(3)自社製パッケージソフトウェア等

事業 

自社製パッケージソフトウェアの販売及び保守,ASPサービス, 

ハードウェア設計 

(4)その他事業 商品の販売 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

198,889千円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

1,391,384 926,479 396,904 150,587 2,865,356 ― 2,865,356 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

5,900 ― ― ― 5,900 (5,900) ― 

計 1,397,284 926,479 396,904 150,587 2,871,256 (5,900) 2,865,356 

営業費用 1,155,131 774,739 327,683 162,321 2,419,875 178,235  2,598,111 

営業利益又は営業損失(△) 242,153 151,740 69,220 △11,734 451,380 (184,135) 267,245 

(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 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用事業 システムの運用 

(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 

(4)その他 自社製パッケージソフトウェアの販売及び保守,ASPサービス, 

ハードウェア設計,商品の販売 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、 

178,235千円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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４ 事業区分の変更 

  従来、ネットワークソリューション事業をシステム運用管理事業に含めておりましたが、情報化社会に

おけるネットワーク需要の増大に伴う事業規模の拡大から事業の実態をより適切に反映させるため、当

中間連結会計期間より区分表記し、その他の事業区分も類似性や事業規模により事業区分の見直しを行

っております。 

  なお、当中間連結会計期間の事業区分によった場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年度の「事業

の種類別セグメント情報」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10月１日 至 平成17年３月31日) 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

1,342,196 873,906 318,529 186,930 2,721,563 ― 2,721,563 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― 79 79 (79) ― 

計 1,342,196 873,906 318,529 187,010 2,721,642 (79) 2,721,563 

営業費用 1,140,271 761,079 274,571 212,351 2,388,273 198,889  2,587,163 

営業利益又は営業損失(△) 201,924 112,827 43,958 △25,341 333,368 (198,968) 134,399 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

2,713,823 1,794,891 688,794 371,281 5,568,789 ― 5,568,789 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,620 ― ― 2,059 3,679 (3,679) ― 

計 2,715,443 1,794,891 688,794 373,340 5,572,469 (3,679) 5,568,789 

営業費用 2,288,668 1,537,078 584,682 437,812 4,848,241 391,581  5,239,823 

営業利益又は営業損失(△) 426,774 257,812 104,112 △64,471 724,227 (395,261) 328,966 
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前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用管理 

自社製パッ
ケージソフ
トウェア等 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

2,707,835 2,560,712 294,371 5,870 5,568,789 ― 5,568,789 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,620 ― 2,059 ― 3,679 (3,679) ― 

計 2,709,455 2,560,712 296,430 5,870 5,572,469 (3,679) 5,568,789 

営業費用 2,282,725 2,191,336 369,055 5,123 4,848,241 391,581  5,239,823 

営業利益又は営業損失(△) 426,729 369,375 △72,624 746 724,227 (395,261) 328,966 

(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 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用管理事業 システムの運用管理 

(3)自社製パッケージソフトウェア等

事業 

自社製パッケージソフトウェアとASPサービスの販売及びその保

守,ハードウェア設計 

(4)その他事業 商品の販売 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、 

391,581千円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり純資産額 569.40円 659.00円 609.53円 

１株当たり中間(当期)純利益 15.90円 37.63円 42.54円 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

15.64円 36.79円 41.71円 

(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 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益 

58,133千円 140,412千円 167,480千円 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益 

58,133千円 140,412千円 156,330千円 

普通株主に帰属しない金額 
の主要な内訳 

   

 利益処分による 
 役員賞与金 

― ― 11,150千円 

普通株式の期中平均株式数 3,656千株 3,731千株 3,675千株 

潜在株式調整後１株当たり
中間(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 

   

 新株予約権 59千株 85千株 73千株 
希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含まれなかった潜在株
式の概要 

― ― ― 
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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5. 生産、受注及び販売の実績 

(1) 生産実績 

 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ソフトウェア開発 1,113,197 +2.0 

システム運用 747,897 +1.5 

ネットワークソリューション 318,478 +19.7 

その他 124,545 △14.4 

合計 2,304,118 +2.9 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額は、消費税等を含まない製造原価で表示しております。 

３ 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントの区分を変更したため、前年同期比較に当たっては前

中間連結会計期間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 

 

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(％) 

ソフトウェア開発 1,365,687 +0.9 29,205 △23.7 

システム運用 926,479 +6.0 ― ― 

ネットワークソリューション 390,204 +22.2 ― ― 

その他 143,094 △34.2 ― ― 

合計 2,825,465 +2.2 29,205 △60.4 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額は、消費税等を含まない販売価額で表示しております。 

３ 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントの区分を変更したため、前年同期比較に当たっては前

中間連結会計期間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 

 

事業の種類別のセグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ソフトウェア開発 1,391,384 +3.7 

システム運用 926,479 +6.0 

ネットワークソリューション 396,904 +24.6 

その他 150,587 △19.4 

合計 2,865,356 +5.3 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントの区分を変更したため、前年同期比較に当たっては前

中間連結会計期間を変更後の区分に組み替えて行っております。 

３ 相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

株式会社日立情報システムズ 402,766 14.8 477,815 16.7 

株式会社日立システムアンドサービス 307,419 11.3 337,480 11.8 

４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 


