
 

 

 

 

１ 

平成18年９月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年５月23日 

 

上場会社名 株式会社サンライズ・テクノロジー 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号   ４８３０ 

（URL  http://www.sr-t.co.jp/ir/index.html ） 

本社所在都道府県 東京都 

代  表  者 

問合せ先責任者 

役職名 

役職名 

代表取締役社長    氏名  梶本 誓 

取締役管理本部長   氏名  本間 昭    ＴＥＬ(03)5683-1351 

決算取締役会開催日 平成１８年５月23日 中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日   平成 ― 年―月 ― 日 単元株制度採用の有無 有（１単元 10株） 

 

１.１８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) 経営成績 （百万円未満切り捨て） 

 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 

17年３月中間期 

1,203 

1,013 

（18.7） 

 （33.9） 

414 

325 

（27.1） 

（ － ） 

284 

82 

（244.8） 

（ － ） 

17年９月期 2,191  740  322  

   

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

             百万円  ％       円   銭 

 

18年３月中間期 

17年３月中間期 

186 

460 

（△59.4） 

  （ － ） 

2 

29 

86 

26 
 

17年９月期 706   28 20  

   

（注）①.期中平均株式数 18年３月中間期 65,222,841株  17年３月中間期 15,745,120株 17年９月期 25,038,050株 

      ②.会計処理の方法の変更    無 

   ③.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 

  

(2) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

      円   銭       円   銭 

18年３月中間期 

17年３月中間期 

0 

0 

00 

00 
 

－ 

－ 

－ 

－ 
 

17年９月期 － －  3 00  

 

(3) 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 

17年３月中間期 

8,037 

5,659 
 

5,914 

2,274 
 

73.6 

40.2 
 

83 

89 

14 

58 
 

17年９月期 6,668  4,830  72.4  79 01  

 （注）①期末発行済株式数 18年３月中間期 71,140,334株  17年３月中間期 25,390,253株 17年９月期 61,140,469株 

   ②期末自己株式数  18年３月中間期      572株  17年３月中間期        325株 17年９月期        437株 

 

2．１８年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

１株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 

通期 2,900 550 450 － － －  － 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  6円33銭 

※上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、中間決算短信（連結）の８ページをご参照ください。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成 17 年３月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年３月 31 日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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  13,172   53,562   34,695   

２ 売掛金  914,718   909,677   971,423   

３ 棚卸資産  208,645   337,675   179,032   

４ 短期貸付金  －   2,075,749   655,228   

５ その他 ※5 173,574   318,101   397,478   

  貸倒引当金  △2,916   △6,040   △11,283   

流動資産合計   1,307,195 23.1  3,688,725 45.9  2,226,574 33.4 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物 ※1,2 93,058   96,325   98,108   

(2) その他 ※1,2 89,074   80,134   79,947   

有形固定資産合計   182,133 3.2  176,460 2.2  178,055 2.7 

２ 無形固定資産           

(1) 営業権  4,200   3,000   3,600   

(2) ソフトウェア  57,002   39,137   49,939   

(3) ソフトウェア仮
勘定 

 －   73,565   30,000   

(4) その他  8,356   8,356   8,356   

無形固定資産合計   69,558 1.2  124,058 1.5  91,895 1.4 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※2 107,269   82,650   86,136   

(2) 関係会社株式 ※2 3,615,917   3,879,433   3,882,925   

(3) 破産債権、再生 
債権、更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 25,868   25,593   42,417   

(4) その他  365,101   80,176   192,099   

貸倒引当金  △13,364   △19,494   △31,223   

投資その他の資産 
合計 

  4,100,792 72.5  4,048,360 50.4  4,172,355 62.5 

固定資産合計   4,352,484 76.9  4,348,879 54.1  4,442,307 66.6 

資産合計   5,659,679 100.0  8,037,605 100.0  6,668,881 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成 17 年３月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年３月 31 日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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  220,089   271,868   53,853   

２ 短期借入金 ※2 2,199,503   783,554   1,122,554   

３ １年以内返済予定 
長期借入金 

※2 19,160   119,342   19,742   

４ 未払金 ※2 556,616   318,738   399,318   

５ 未払法人税等  15,631   10,541   10,751   

６ 新株予約権  －   10,000   －   

７ その他 ※4 243,425   139,856   116,461   

流動負債合計   3,254,425 57.5  1,653,901 20.6  1,722,682 25.9 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  10,000   10,000   10,000   

２ 長期借入金 ※2 70,180   413,337   60,161   

３ 退職給付引当金  50,449   35,724   44,858   

４ その他  166   9,777   384   

固定負債合計   130,797 2.3  468,839 5.8  115,404 1.7 

負債合計   3,385,222 59.8  2,122,741 26.4  1,838,086 27.6 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   19,769,428 349.3  2,495,018 31.1  1,955,018 29.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  4,485,021   2,708,542   1,355,018   

２ その他資本剰余金  －   －   813,524   

 資本剰余金計   4,485,021 79.2  2,708,542 33.7  2,168,542 32.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 中間(当期)未処分
利益または中間(当
期)未処理損失 

 △21,980,166   709,498   706,074   

 利益剰余金合計   △21,980,166 △388.3  709,498 8.8  706,074 10.6 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  252 0.0  1,908 0.0  1,249 0.0 

Ⅴ 自己株式   △78 △0.0  △102 △0.0  △88 △0.0 

資本合計   2,274,457 40.2  5,914,864 73.6  4,830,795 72.4 

負債資本合計   5,659,679 100.0  8,037,605 100.0  6,668,881 100.0 
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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   1,013,744 100.0  1,203,641 100.0  2,191,619 100.0 

Ⅱ 売上原価   464,028 45.8  525,936 43.7  1,004,403 45.8 

売上総利益   549,716 54.2  677,704 56.3  1,187,216 54.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   223,829 22.1  263,538 21.9  446,332 20.4 

営業利益   325,886 32.1  414,166 34.4  740,883 33.8 

Ⅳ 営業外収益 ※1  31,598 3.1  21,792 1.8  33,699 1.5 

Ⅴ 営業外費用 ※2  274,845 27.1  151,030 12.5  452,505 20.6 

経常利益   82,640 8.1  284,928 23.7  322,077 14.7 

Ⅵ 特別利益 ※3  925,803 91.3  5,000 0.4  1,086,005 49.6 

Ⅶ 特別損失 ※4  544,403 53.7  100,942 8.4  696,827 31.8 

税引前中間(当期)
純利益 

  464,039 45.7  188,985 15.7  711,255 32.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

 3,279   2,140   5,180   

法人税等調整額  － 3,279 0.3 － 2,140 0.2 － 5,180 0.3 

中間(当期)純利益   460,759 45.4  186,845 15.5  706,074 32.2 

前期繰越利益または
前期繰越損失（△） 

  △22,440,925   522,653   △22,440,925  

資本準備金取崩しに
よる繰越損失填補額 

  －   －   3,471,497  

減資による繰越損失
填補額 

  －   －   18,969,428  

中間(当期)未処分利
益または中間(当期)
未処理損失（△） 

  △21,980,166   709,498   706,074  
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

前中間会計期間 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

 当社は前事業年度に引き続き、現

金及び現金同等物の中間期末残高が

減少しております。 

また、一部の事業関係者より運転資

金の調達を図っているとともに、営

業面での支援も受けております。な

お3,075,549千円の借入金、買掛金

等を有しており、所定の支払期日を

経過しているものがあります。これ

らの債務の返済のための資金確保が

財務上の課題として残っておりま

す。 

これらの状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。当社はこの疑義を解消する

ために、当中間会計期間において、

債務の株式化による第三者割当新株

発行増資299,999千円、株主以外の

者に対し特に有利な条件を以ってす

る 新 株 予 約 権 を 1,050,000 千 円 

15,000千株発行し、その権利行使

560,000千円により資本増強を図っ

てまいりました。 

この結果、当中間会計期間末におい

て有利子負債は、短期借入金、１年

以内返済予定長期借入金、１年以内

償還予定社債、長期借入金につい

て 、 前 事 業 年 度 末 よ り 総 額 で

237,038千円を圧縮することがで

き、2,288,844千円となりました。 

事業面においては｢第16期経営計画｣

を策定し、システムソリューション

事業のテンプレート化による高品質

かつ短納期でのシステムの提供、並

びに生産性の向上を図ってまいりま

す。債権者、株主等のご理解とご協

力の下、期間損益の黒字化定着に邁

進してまいります。 

 

以上の対応が継続して十分に行わ

れなかった場合には、当社の経営に

重大な影響を与える場合がありま

す。 

中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反

映しておりません。 

 当社は前事業年度に引き続き、現

金及び現金同等物の中間期末残高が

減少しております。 

また、一部の事業関係者より、営業

面での支援、運転資金の資金調達を

図っております。なお1,588,102千

円の借入金、買掛金を有しており、

これら債務の返済のための資金確保

が財務上の課題として残っておりま

す。 

これらの状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してい

ます。当社は、この疑義を解消する

ために、当中間会計期間において、

当社は、新株予約権を2,160,000千

円 20,000千株発行し、その権利行

使1,080,000千円により資本増強を

図ってまいりました。 

事業面においては、「第17期経営計

画」を策定し、システムソリュー

ション事業のテンプレート化による

高品質かつ短納期でのシステムの提

供、生産性の向上、ヒューマンリ

ソース事業の立ち上げ･拡大、新た

に取得したＥＲＰパッケージソフト

『ＢＳＳ-ＰＡＣＫ』の販売パート

ナーとのデリバリーチャネルの拡

大･拡販を目指してまいります。債

権者、株主等のご理解とご協力の

下、期間損益の黒字化定着に邁進し

てまいります。 

 

以上の対応が継続して十分に行われ

なかった場合には、当社の経営に重

大な影響を与える場合があります。 

 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な

疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。 

 当社は前事業年度に引き続き営業

キャッシュフローがマイナスとなり

ました。また、一部の事業関係者か

ら、営業面での支援を受け、また運

転資金の資金調達を図っております

が、現金及び預金の残高は前期に比

して大幅に減少しております。これ

らの状況により、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。当社は、当事業年度に322,077

千円の経常利益を計上し黒字化を達

成することが出来ました。また、

1,120,036千円の第三者割当増資、

2,050,000千円の新株予約権の権利

行使による新株式の発行により総額

3,170,036千円の資本増強を図って

まいりました。これらの資本増強に

より、有利子負債は、短期借入金、

１年以内返済予定長期借入金、１年

以内償還予定社債、長期借入金につ

いて、前事業年度末から総額で

1,323,424千円を圧縮することがで

きました。現状、なお1,202,458千

円の借入金を有しておりこれら債務

の返済のための資金確保が、財務上

の課題として残っております。 当

社は、この疑義を解消するために、

本年10月よりスタートした新事業年

度におきましては「第17期新経営計

画」を策定し、システムソリュー

ション事業の収益拡大・向上ととも

に、派遣事業を立ち上げてまいりま

す。債権者、株主様等のご理解とご

協力の下、継続的な経常損益の黒字

化達成に邁進してまいります。以上

の資金調達への対応が継続して十分

に行われなかった場合には、当社の

経営に重大な影響を与える場合があ

ります。財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような

重要な疑義の影響を財務諸表には反

映しておりません。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

   中間決算日の市場価

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、

売却原価は主として移

動平均法により算定) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

   期末決算日の市場価

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、

売却原価は主として移

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 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) 棚卸資産 

 ① 商品 

   移動平均法による原

価法 

(3) 棚卸資産 

 ①   同左 

 

(3) 棚卸資産 

 ①   同左 

 

  ② 製品 

   個別法による原価法 

 ②  ―――― 

 

 ②  ―――― 

 

  ③ 原材料 

   総平均法による原価

法 

 ③  ―――― 

 

 ③  ―――― 

 

  ④ 仕掛品 

   個別法による原価法 

 ④ 仕掛品 

同左 

 ④ 仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しており

ます。なお、少額減価償

却資産(取得価額が 10 万

円以上 20 万円未満の資

産)については、３年間

均等償却。 

  主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物 ３年～18年

機械及び 
装置 

５年～９年

車輌 
運搬具 

４年～６年

工具器具 
備品 

３年～６年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

 (2) 無形固定資産 

  市場販売目的のパッ

ケージソフトウェアにつ

いては、見込販売可能期

間における見込販売数量

に基づく償却額と見込販

売可能期間に基づく定額

償却額のいずれか大きい

額により償却しておりま

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、

それ以外の無形固定資産

については、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) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

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 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に

充てるため、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、当中間会計期間末
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。また、会計基
準変更時差異(288,513
千円)については、５年
による按分額を特別損失
に計上しております。当
社は従業員数の著しい減
少により、当中間会計期
間より簡便法の適用を受
けており、前事業年度ま
でに発生した数理計算上
の差異(63,932 千円)
は、当中間会計期間で一
括償却処理しておりま
す。なお、簡便法による
退職給付債務の算定は、
当中間会計期間末自己都
合要支給額から年金資産
額を控除しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備
えるため、当中間会計期
間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、発生している
と認められる額を計上し
ております。 

なお、簡便法による退
職給付債務の算定は、当
中間会計期間末自己都合
要支給額から年金資産額
を控除しております。 

 

(3) 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。
また、会計基準変更時差
異（288,513 千円）につ
いては、５年による按分
額を特別損失に計上して
おります。 

  当社は従業員数の著し
い減少により、当事業年
度より簡便法の適用を受
けており、前事業年度ま
でに発生した数理上の差
異（63,932 千円）は、
当事業年度で一括償却処
理しております。 

  なお、簡便法による退
職給付債務の算定は、当
事業年度末自己都合要支
給額から年金資産額を控
除しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、為替

予約が付されている外貨

建金銭債務については振

当処理を採用しておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

―――― 

(1) ヘッジ会計の方法 

―――― 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  外貨建買掛金の為替リ

スクに対するヘッジとし

て為替予約取引を、借入

金の金利変動リスクに対

するヘッジとして金利ス

ワップ及び金利キャップ

を行っております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

―――― 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

―――― 

 (3) ヘッジ方針 

  当社は、財務上発生し

ている為替リスク及び金

利変動リスクを回避する

ためヘッジ取引を行って

おり、投機的な売買益を

得るための取引は行って

おりません。 

(3) ヘッジ方針 

―――― 

(3) ヘッジ方針 

―――― 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  為替予約取引はすべて

個別に外貨建金銭債務に

振当ているため、有効性

の判定計算は行っており

ません。また、金利ス

ワ ッ プ 取 引 及 び 金 利

キャップについては、

ヘッジ対象の相場変動と

ヘッジ手段の相場変動を

比較し、その変動額の比

率によって有効性の判定

計算を行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

      ―――― 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

―――― 

７ その他中間財務諸

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 

同左 

 

 

 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(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。 

 これにより税引前中間純利益が91

百万円減少しております。 

      ――――― 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

(中間貸借対照表) 

             ―――――――――― 

 

(中間貸借対照表) 

  前中間会計期間末まで流動資産の｢その他｣に含めて

表示しておりました「短期貸付金」(当中間会計期間

末残高 2,075,749 千円)は資産の総額の 100 分の５を

超えることとなったため、区分掲記することに変更い

たしました。なお前中間会計期間末における「短期貸

付金」の金額は 4,970 千円であります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成 17 年３月 31 日) 

当中間会計期間末 
(平成 18 年３月 31 日) 

前事業年度末 
(平成 17 年９月 30 日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

115,243千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

47,826千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

44,385千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 82,368千円 

土地 74,081千円 

子会社株式 484,000千円 

計 640,449千円  

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 80,125千円 

土地 74,081千円 

子会社株式 473,140千円 

投資有価証券 42,283千円 

計 669,630千円  

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

関係会社株式 473,140千円

建物 81,247千円

土地 74,081千円

計 628,468千円 

   担保付債務は次のとおりであ 

ります。 

短期借入金 491,000千円

１年以内返済 
予定長期 
借入金 

19,160千円

長期借入金 70,180千円

計 580,341千円 

   担保付債務は次のとおりであ 

ります。 

１年以内返済 
予定長期 
借入金 

119,342千円

長期借入金 413,337千円

計 532,680千円

 上記の他、未払金の担保相当と

して 37,500 千円の小切手を発行

しております。 

 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 471,500千円

１年以内返済 
予定長期 
借入金 

19,449千円

長期借入金 60,454千円

計 551,404千円

 上記の他、未払金の担保相当と

して 46,000 千円の小切手を発行

しております。 

 

３ 保証債務 

   次の得意先について、金融機

関からの借入に対して債務保証

を行っております。 

株式会社ベンチ
マーク・ラボ 

62,500千円 

日本テクノロジー
デザインネット
ワーク株式会社 

89,341千円 

 

３ 保証債務 

   次の得意先について、金融機

関からの借入に対して債務保証

を行っております。 

日本テクノロジー
デザインネット
ワーク株式会社 

70,180千円

 

３ 保証債務 

   次の得意先について、金融機

関からの借入に対して債務保証

を行っております。 

日本テクノロジー
デザインネット
ワーク株式会社 

79,904千円

 

※４ 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、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４    ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 881千円

受取配当金 601千円

業務受託収入 28,100千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 18,749千円

受取配当金 1,200千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,138千円 

受取配当金 613千円 

業務受託収入 28,100千円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 68,956千円

新株発行費 65,976千円

営業外リース料 131,169千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 23,134千円

新株発行費 25,508千円

営業外リース料 100,651千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 84,957千円 

新株発行費 109,454千円 

営業外リース料 248,989千円  

※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 50,309千円

投資有価証券売却

益 
1,605千円

債権譲渡益 231,000千円

債務免除益 148,000千円

退職給付数理差異 

一括償却 
63,932千円

退職給付引当金戻

入益 
40,525千円

子会社株式受入益 390,426千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券譲渡

益 
5,000千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 50,717千円

投資有価証券売却

益 
6,398千円

債権譲渡益 231,000千円

債務免除益 148,000千円

子会社株式受入益 390,426千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

株式併合費用 246,386千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

減損損失 

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・

リース資産 

91,207千円 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

株式併合費用 246,386千円  
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 前中間会計期間 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,092千円

無形固定資産 7,124千円 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,440千円

無形固定資産 11,402千円 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 8,590千円

無形固定資産 17,447千円 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 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(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

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(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、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(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

有形固定 

資産 

その他 

   

(工具器 

具備品) 
979,221 620,298 358,923 

ソフト 

ウェア 
652,695 467,725 184,970 

合計 1,631,917 1,088,024 543,893 

 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

減損損失 

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

有形

固定 

資産 

その

他 

    

(工

具器 

具備

品) 

847,654 661,265 59,339 127,049 

ソフ

ト 

ウェ

ア 

422,077 348,154 31,867 42,055 

合計 1,269,732 1,009,419 91,207 169,105 

 

 

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) 

有形固定 

資産 

その他 

   

(工具器 

具備品) 
890,230 631,009 259,221 

ソフト 

ウェア 
628,642 508,225 120,416 

合計 1,518,873 1,139,235 379,637 
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 322,443千円 

１年超 259,241千円 

合計 581,684千円  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 241,178千円 

１年超 12,249千円 

合計 253,427千円 

リース資産減損勘定中間期末残

高 

 74,425千円  

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 279,315千円 

１年超 123,133千円 

合計 402,448千円  

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 189,631千円

減価償却費相当額 174,286千円

支払利息相当額 9,385千円 

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 

支払リース料 138,289千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
16,782千円

減価償却費相当額 127,247千円

支払利息相当額 5,208千円

減損損失 91,207千円 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 365,839千円

減価償却費相当額 336,346千円

支払利息相当額 20,373千円 

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 
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前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められているもの以外のファ

イナンス・リース取引(貸主側) 

１ リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められているもの以外のファ

イナンス・リース取引(貸主側) 

１ リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められているもの以外のファ

イナンス・リース取引(貸主側) 

１ リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高 

 
取得価額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

(千円) 

中間期末 

残高 

(千円) 

有形固 

定資産 

その他 

   

(工具器 

具備品) 
925 585 339 

 

 
取得価額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

(千円) 

中間期末 

残高 

(千円) 

有形固 

定資産 

その他 

   

(工具器 

具備品) 
925 925 － 

 

 
取得価額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

(千円) 

期末残高 

(千円) 

有形固 

定資産 

その他 

   

(工具器 

具備品) 
925 770 154 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 381千円 

１年超 －千円 

合計 381千円  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 －千円 

１年超 －千円 

合計 －千円  

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 180千円 

１年超 －千円 

合計 180千円  

３ 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 225千円

減価償却費 185千円

受取利息相当額 38千円 

３ 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 187千円

減価償却費 154千円

受取利息相当額 7千円 

３ 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 450千円

減価償却費 370千円

受取利息相当額 62千円 

４ 利息相当額の算定方法 

  利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によっており

ます。 

４ 利息相当額の算定方法 

同左 

４ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間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) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

１. 当社は、平成17年５月31日開催

の臨時株主総会において、株主以

外の者に対し特に有利な条件で新

株予約権を発行することを決議い

たしました。 

  

  新株予約権の発行要領 

 (1) 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

当社普通株式20,000,000株 

（新株予約 権１個 につき

100,000株） 

 (2) 発行する新株予約権の総数 

200個 

 (3) 新株予約権の発行価額 

無償で発行する。 

 (4) 新株予約権の行使により発行

する株式の発行価額の総額 

金1,000,000,000円 

 (5) 募集方法 

第三者割当の方式による。 

 (6) 新株予約権を発行する日 

平成17年６月15日 

 (7) 新株予約権の行使に際して払

込をなすべき金額（以下「払

込金額」という。） 

  新株予約権１個につき、金

5,000,000円 なお、新株予約

権行使により発行する当社普

通株式１株当たりの払込金額

（以下「当初行使価額」）

は、本項①により決定された

額とする。但し、本項②によ

り行使価額が調整された場合

の新株予約権の目的たる株式

の数は、新株予約権の払込金

額を調整された行使価額で除

した数とする。但し、１株未

満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てる。 

①当初行使価額は、１株につ

き金 50 円とする。 

該当事項はありません。 １. 当社は、平成17年12月９日開催

の取締役会において第三者割当に

よる新株式発行について決議いた

しました。 

 

新株予約権の発行要領 

(1) 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数       

当社普通株式20,000,000株

（新株予約権１個につき

100,000株） 

(2) 発行する新株予約権の総数 

200個 

(3) 新株予約権の発行価額   

無償で発行する。 

(4) 新株予約権の行使により発行

する株式の発行価額の総額 

金2,000,000,000円 

(5) 募集方法 

第三者割当の方式による。  

(6) 新株予約権を発行する日  

平成17年12月26日  

(7) 新株予約権の行使に際して払

込をなすべき金額（以下「払

込金額」という。）    

新株予約権１個につき、金

10,000,000円 なお、新株予

約権行使により発行する当社

普通株式１株当たりの払込金

額（以下「当初行使価額」）

は、本項①により決定された

額とする。但し、本項②によ

り行使価額が調整された場合

の新株予約権の目的たる株式

の数は、新株予約権の払込金

額を調整された行使価額で除

した数とする。但し、１株未

満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てる。      

①当初行使価額は、１株につ

き金100円とする。 
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前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

②行使価額の調整 

当社が新株予約権発行日

後、当社が当社普通株式の

時価を下回る発行価額また

は処分価額で当社普通株式

を発行または処分する場合

には、次の算式により調整

される。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は

当社の発行済普通株式総数

（但し、普通株式に係る自

己株式数を除く。）をい

う。 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×  

   既発行株式数 ＋ (A) 

既存発行株式数＋新発行・処分株式数 

(A) ＝ 

新発行・処分株式数 × 

１株当たり発行・処分価額 

１株当たり時価 

 

行使価額は、当社普通株

式の分割、併合、当社普

通株式の時価を下回る価

額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含

む。）の発行等が行われ

る場合その他一定の事由

を生じた場合にも適宜調

整される。 

(8) 新株予約権の行使可能期間平

成17年６月16日から平成18年

６月15日まで 

但し、行使期間の最終日が当

社の休日にあたるときその前

営業日を最終日とする。 

(9) 新株予約権の行使の条件各新

株予約権の一部行使はできな

いこととする。 

(10) 新株予約権の消却事由及び条件 

当社が他社と吸収合併もしく

は新設合併を行い本件新株予

約権が承継されない場合、ま

たは、当社が他社と株式交換

を行い完全子会社となる場合

は、その議案が当社株主総会

で承認されたときは、本件新

株予約権は無償で消却するこ

とができる。 

 

 ②行使価額の調整     

当社が新株予約権発行日

後、当社が当社普通株式の

時価を下回る発行価額また

は処分価額で当社普通株式

を発行または処分する場合

には、次の算式により調整

される。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は

当社の発行済普通株式総数

（但し、普通株式に係る自

己株式数を除く。）をい

う。 

  調整後行使価額＝調整前行使価額 ×    

   既発行株式数 ＋ (A) 

既存発行株式数＋新発行・処分株式数 

(A) ＝              

新発行・処分株式数 × 

１株当たり発行・処分価額 

１株当たり時価 

 

行使価額は、当社普通株

式の分割、併合、当社普

通株式の時価を下回る価

額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含

む。）の発行等が行われ

る場合その他一定の事由

を生じた場合にも適宜調

整される。 

(8) 新株予約権の行使可能期間平

成 17 年 12 月 27 日から平成 18

年 12 月 26 日まで 

但し、行使期間の最終日が当

社の休日にあたるときはその

前営業日を最終日とする。 

(9) 新株予約権の行使の条件各新

株予約権の一部行使はできな

いこととする。 

(10) 新株予約権の消却事由及び条

件 

当社が他社と吸収合併もしく

は新設合併を行い本件新株予

約権が承継されない場合、ま

たは、当社が他社と株式交換

を行い完全子会社となる場合

は、その議案が当社株主総会

で承認されたときは、本件新

株予約権は無償で消却するこ

とができる。 
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前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

(11) 新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価額中資本に組入れない額 

当該株式の発行価額に0.5を乗

じた金額とする。但し、計算

の結果１円未満の端数が生じ

る場合はその端数を切り上げ

た額とする。 

(12) 新株予約権の行使により発行

された株式に対する配当金等 

新株予約権の行使により発行

された当社普通株式に対する

最初の利益配当金又は中間配

当金（商法第293条ノ5による

金銭の分配）は、本新株予約

権行使の効力発生日の属する

配当計算期間（現在９月30日

及び３月31日に終了する各

６ヶ月間の期間という）の初

めに本新株予約権行使の効力

が発生したものとみなして、

これを支払う。 

(13) 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡について

は、取締役会の承認を要する

ものとする。 

(14) 新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、新株予約

権者の請求があるときに限り

発行するものとする。 

(15) 新株予約権の割当先 

ロータス投資事業組合 

業務執行組合員  宮地 利幸 

東京都千代田区丸の内一丁目

１番３号 

 (11) 新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価額中資本組入額 

当初は、１株当たり 50 円とす

る。 

(12) 新株予約権の行使により発行

された株式に対する配当金等

新株予約権の行使により発行

された当社普通株式に対する

最初の利益配当金又は中間配

当金（商法第 293 条ノ５によ

る金銭の分配）は、本新株予

約権行使の効力発生日の属す

る配当計算期間（９月 30 日及

び３月 31 日に終了する各６ヶ

月間の期間という）の初めに

本新株予約権行使の効力が発

生したものとみなして、これ

を支払う。 

(13) 新株予約権の譲渡制度 

新株予約権の譲渡について

は、取締役会の承認を要する

ものとする。 

(14) 新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、新株予約

権者の請求があるときに限り

発行するものとする。 

(15) 資金の使途 

今後の戦略的資本業務提携や

グループ連結企業の財務体質

強化を進め、サンライズグ

ループの事業の事業拡大、並

びに配当原資となる利益の確

保のため資金を充当する予定

であります。 

(16) 新株予約権の割当先 

 ロータス投資事業組合      

東京都千代田区丸の内一丁目

１番３号           

業務執行組合員 宮地 利幸 
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前中間会計期間 

(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

前事業年度 
(自 平成 16 年 10 月１日 
至 平成 17 年９月 30 日) 

２．当社は、平成17年５月11日開催

の取締役会において、資本および

資本準備金を減少することの承認

を求める議案を、平成17年５月31

日に開催を予定している当社臨時

株主総会に付議することを決議い

たしました。 

  

  資本の減少 

 (1) 減少すべき資本の額 

資本の額19,769,428,321円の

うち18,969,428,321円減少し

て、減少後の資本の額は

800,000,000円とする。 

 (2) 欠損の填補に充てる額 

資本減少額の全額を欠損の

填補に充当する。 

 (3) 資本減少の方法 

発行済株式総数の変更は行

わず、資本の額のみを無償

で減少する方法による。 

 (4) 資本減少の日程 

①取締役会決議日 

平成17年５月11日 

②株主総会決議日 

平成17年５月31日 

③資本減少公告日 

平成17年６月１日 

④債権者異議申述最終期日 

平成17年７月１日 

⑤資本の減少の効力発生日 

平成17年７月２日 

  資本準備金の減少 

(1) 減少すべき資本準備金の額 

資本準備金 4,485,021,575 円

のうち 4,285,021,575 円減少

して、減少後の資本準備金の

額は 200,000,000 円とする。 

(2) 欠損の填補に充てる額 

資 本 準 備 金 減 少 の う ち

3,471,497,235 円を欠損の填

補に充て、残高 813,524,340

円は「その他資本剰余金」と

して内部留保とする。 

(3) 資本準備金減少の日程 

①取締役会決議日 

平成17年５月11日 

②株主総会決議日 

平成17年５月31日 

③効力発生日 

平成17年７月２日 

 

  ２. 当社は、平成 17 年 12 月 22 日

開催の取締役会において平成 17

年 12 月９日開催の取締役会で発

行を決議いたしました、第三者割

当による新株予約権の発行を中止

することを決議いたしました。 

 


