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上場会社名 株式会社ジー・エフ 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 3751 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.gf-net.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　仲吉　昭治

問合せ先責任者　役職名 常務取締役広報室長 氏名　岡田　博之 TEL　(03)5978-2261

決算取締役会開催日 平成18年６月15日

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年４月中間期の連結業績（平成17年11月1日～平成18年４月30日）

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

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年４月中間期 1,238 1.8 117 △2.8 113 2.1
17年４月中間期 1,216 50.3 120 268.5 111 319.2

17年10月期 2,547 337 306

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４月中間期 66 1.9 5,397 12 － －
17年４月中間期 65 506.1 10,588 81 － －

17年10月期 179 14,570 63 － －

（注）①持分法投資損益 18年４月中間期 －百万円 17年４月中間期 －百万円 17年10月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年４月中間期  12,340株 17年４月中間期 6,170株 17年10月期 12,340株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

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

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年４月中間期 1,790 851 47.6 68,984 04
17年４月中間期 1,525 707 46.4 114,629 55

17年10月期 1,549 821 53.0 66,595 07

（注）期末発行済株式数（連結） 18年４月中間期  12,340株 17年４月中間期 6,170株 17年10月期 12,340株

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

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年４月中間期 △179 △35 134 761
17年４月中間期 △18 △125 △33 740

17年10月期 205 △140 △139 841

(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 ２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10月期の連結業績予想（平成17年11月１日～平成18年10月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
通　期 3,300 430 245

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 19,862円23銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

  当社グループは、当社と連結子会社である２つの匿名組合（東京都港区）により構成されております。

　主な事業系統図は、次のとおりであります。

 

・システム販売 
・コールセン
ター事業の運
営指導 

・システム販売 
 
・テレマーケ
ティング代行
サービス 

顧客企業 

顧客（ＧＦネットワーク会加盟社） 
パートナー契約／コールセンター契約 

当          社 

匿名組合 
 

１号 

・債務保証 

出資金額8,100万 
（出資割合90％） 

リース会社 
（システム販売の場合） 

保証限度
額3億円 
 

保証限度
額3億円 

匿名組合 
 

２号 

出資金額6,750万 
（出資割合90％） 

・加盟金 

・ロイヤリティ 

・販売手数料 ・システム販売
の営業協力 

・テレマーケティング
代行サービス 

２．経営方針

(1) 経営の基本方針

当社グループは、「低コストで、かつ新しいビジネスモデルの開発によって『テレマーケティング革命』を目指し、

社会に貢献する。」という経営方針のもと、お客様に対する電話の受信・発信からメッセージの伝達、回答の記録と

結果の集計・分析までを自動的に行う全自動テレマーケティングシステムを独自開発し、これを中核としたシステム

サービス事業を、主に中堅中小企業をターゲットとして展開しております。  

この低コスト化によるテレマーケティング革命を推進するために、システム商品の開発はもとより、自動システム

を活用したマーケティング代行サービス、ＡＳＰサービスの開発に積極的に取り組み、業容の拡大と経営基盤の安定

化をはかることで、企業価値の向上を目指してまいります。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を重要課題として認識し、将来の積極的な事業展開のために必要な内部留保の充実

と経営成績とのバランスを考慮しつつ、利益に応じた配当を実施する方針であります。株主配当額を決定する指標と

いたしましては、当面は配当性向20％以上を目安とし、業績に応じて配当性向30％を目標としております。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社は、株式市場で流動性を高め、より広範な投資家に参加していただくことを資本政策上の重要課題と位置づけ、

株価動向、株式需給環境等を総合的に勘案のうえ、株式分割等による流動性の向上について積極的に取り組んでいく

方針であります。

(4) 目標とする経営指標

当社は、全自動テレマーケティングという独自の市場を創造していることから、当面は継続的な市場拡大と、財務

体質強化の源泉となる収益性の確保を重視する経営指標としております。中期的に、売上高前年同期比25％以上の成

長と、売上高対経常利益率10％以上の継続的な達成を目標としております。

(5) 中長期的な経営戦略

当社主力商品である全自動テレマーケティングシステムの認知度・信用度の向上を一層高め、時代の要請である「低

コストテレマーケティング」を推進する企業としてのブランド構築を実現するために、次の施策に重点的に取り組む

方針であります。

①全自動テレマーケティングシステムの販売強化による市場認知度の向上
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②システムユーザー向けサポート・サービスのラインアップ拡充による、ユーザー満足度の向上並びにサポート収

入の拡大

③テレマーケティング代行サービス並びに「低コスト電話受付ＡＳＰサービス」の販売強化による、サービス収入

の拡大

④個人情報保護法に対応した内部管理体制の充実・強化、並びに当社取引先、システムユーザーに対する情報管理

に関する指導の徹底による全自動テレマーケティングシステムの信用度の向上

⑤全自動テレマーケティングシステムから発信される情報を聴いていただく生活者（電話情報のリスナー）のライ

フスタイル並びにニーズの研究による、当社システム活用ノウハウのブラッシュアップと商品開発。

(6) 会社の対処すべき課題

着実な景気回復傾向が続くわが国の経済環境のもと、労働集約型のコールセンターでは雇用の改善による人材需給

の逼迫から一層合理化の必要性が高まることが予想されます。

当社グループは、このような環境を当社グループの戦略の基本コンセプトである「低コスト化によるテレマーケティ

ング革命」推進の大きな機会と捉え、主力商品である全自動テレマーケティングシステムの拡販と業容拡充に向けて、

次の課題に積極的に取り組む方針であります。

①全自動テレマーケティングシステム用途別パッケージの多様化

業種業態に即したソリューションを研究し、より市場に浸透しやすい商品パッケージの開発に取り組みます。

②ＶoＩＰ関連商品の拡販

通信のＶoＩＰ化が進行する環境において、当社顧客へのＩＰ電話サービス並びに関連商品の販売を強化すること

で、通話料収入の拡大と業容の拡充をはかります。

③中小企業営業支援サービスの提供　　   

当社の主たる顧客層である、営業革新に積極的な中堅中小企業に対する支援サービスを強化するために、全自動

テレマーケティングシステムの運用に付随して需要のある、販促ツール作成ノウハウや営業員教育に関する教育研

修を提供することで、顧客満足の向上と当社サービス収入の拡大をはかります。

④アクティブシニア向けサービスの研究開発　　 

全自動テレマーケティングシステムから発信される情報を聴いていただく生活者（電話情報のリスナー）の属性

としてシニア層の割合が高いことから、高齢化社会の中核となる元気なシニア層のライフスタイルとニーズを研究

し、当社システム活用ノウハウのブラッシュアップと商品開発につなげてまいります。

(7) 親会社等に関する事項

該当する事項はありません。

(8) 関連当事者との関係に関する基本方針

当社は、一部のリース取引に対して、代表取締役仲吉昭治の債務保証を受けております。現在契約中のリース取引

につきましては、期間満了まで債務保証を継続する予定でありますが、今後発生する契約につきましては代表者の債

務保証は原則として行わない方針であります。

 (9) 事業等のリスク

①販売方法について

当社は、自社開発した全自動テレマーケティングシステムを中堅・中小企業に販売することが主たる事業となっ

ておりますが、この販売方法の中心はリース契約となっております。

  これは、当社の全自動テレマーケティングシステムは販売価格が400万円～1,000万円台と比較的高価であり、中

堅・中小企業が容易に導入できるようにするため、リース契約を取り入れていることによるものであります。

  リース契約は、当社が顧客より受注後、当社の顧客とリース会社が契約する形態となっており、販売先の与信状

況によりリース契約の可否が決定されます。そのため、リース契約が成立しなかった場合、当該受注は取り消しと

なります。  

従いまして、今後、受注後、リース契約が成立しないケースが著しく増加した場合、当社の業績に大きな影響を

与える可能性があります。

②関連法規制について

当社の販売する全自動テレマーケティングシステム及び、当社並びにＧＦネットワーク会（当社の全自動テレマー

ケティングシステムのユーザーで、テレマーケティング代行サービス、システム販売の営業協力を行う会員組織）

が受託するテレマーケティング代行サービスは、システムユーザー、代行サービス委託先が指定する一般顧客に対

して、予め録音した音声メッセージを電話で案内する仕組みです。
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この音声メッセージを送信される一般顧客は、システムユーザー、代行サービス委託先が選択した顧客（当該企

業の会員や電話帳より抽出した顧客）であり、電話で案内を送ることを予め了承したものではない場合があります。

そのため、当社及びＧＦネットワーク会では、個人情報保護の観点や平成17年４月に施行されました個人情報保護

法に対応するため、顧客企業との「個人情報秘密保持覚書」や財団法人日本テレマーケティング協会の定める基準

を遵守しており、平成17年２月にプライバシーマーク使用許諾の認定を受けております。また、電話勧誘販売につ

いて消費者保護の見地から一定の規制を行っている特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）の遵守につい

ても、当社内はもちろんのこと、システムユーザー及びＧＦネットワーク会に対しても適宜啓蒙活動を行なってお

ります。

当社の取り組みは平成17年４月に施行されました個人情報保護法の内容・趣旨を充足するものであり、また、当

社、システムユーザー及びＧＦネットワーク会は現時点における特定商取引法の規制を遵守して活動しているもの

と考えますが、将来これらの法律の改正または新法の成立によって当社の個人情報の利用もしくは当社システムの

利用等が制限され、システム販売及びテレマーケティング代行サービスの内容に問題が生じた場合や、当社及びＧ

Ｆネットワーク会において、個人情報の漏洩等が発生した場合には、当社システムの利用価値の低下や当社の信用

低下等により当社の業績及び事業活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。

③開発体制について

当社では、製品開発の一部を、特許の共同出願の実績のある日本ブレケケソフトウエア有限会社（旧社名　有限

会社ど根性ソフト）をはじめとした専門分野において技術力を保有する外注先に依存しております。今後も特殊な

技術分野においては外注先との協力関係を強化するとともに、技術力の高い開発パートナーを幅広く開拓すること

で、開発体制の充実をはかる方針でありますが、外注先の経営状態の悪化や有用な技術を有する外注先を確保でき

ないこと等により、当社の開発計画が遅延することで、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④特定事業への依存度が高いこと

当社の事業は、全自動テレマーケティングシステムの販売が主体となっており、当中間連結会計期間において

75.5％を占めておりますが、将来においてシステムの使用に関する規制の制定等により当システムの普及が大幅に

停滞した場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

⑤競合について

現状、全自動テレマーケティングシステムの開発・販売を行っている企業は複数存在しますが、顧客に対するシ

ステム運用（メッセージ作成、データ分析手法等）の教育研修会の定期開催、並びに全自動テレマーケティングシ

ステムによるテレマーケティング代行サービスの全国組織（ＧＦネットワーク会）を基盤としたシステム活用ノウ

ハウのデータベース構築を行っている競合企業はなく、当面は同業他社との競合が生じる可能性は低いものと考え

られます。  

当社では、今後も全自動テレマーケティングシステムを中核としたシステム開発並びに当システムを活用したマー

ケティングノウハウの開発に注力し、一層の差別化を推進する方針でありますが、将来においてシステム開発技術

とマーケティングノウハウ開発技術の両面において能力の高い大手企業の市場参入による競争の激化によって、当

社の優位性が失われた場合などには、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

⑥重要な契約等について

ⅰ．ＧＦネットワーク会について

ＧＦネットワーク会は、当社のノウハウ及び運営指導・支援によるコールセンター事業（テレマーケティング

代行サービス、システム販売の営業協力）を行う全国組織であり、傘下コールセンターの募集及び運営指導を認

めたパートナー契約（平成18年4月30日現在222社）とそれ以外のコールセンター契約（同455社）があります。今

後、加盟社からの紹介によるシステム販売並びにサービス収入の増加をはかる方針であり、加盟社数または加盟

社による受注の増加が当社の計画どおりに推移しなかった場合、当社の利益計画に変更が生じる可能性があります。

ⅱ．株式会社船井総合研究所について

当社は、株式会社船井総合研究所に対して当社の所有するテレマーケティングシステムのＰＲ活動及び販売支

援のコンサルティングを委託する「業務提携に関する覚書」を、平成11年１月6日に同社と締結いたしました。

なお、当中間連結会計期間における当該セミナー開催による顧客獲得は21件（24台）で、当社主力商品の販売

台数に占める割合は、9.9％であります。当該契約関係は当社の売上増加に対して一定の貢献をしているものと評

価しておりますので、今後もこれを継続していく予定でありますが、万一何らかの事情で当該契約関係が不更新・

解除・解約等により終了するに至った場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ⅲ．株式会社アドバンスト・メディアについて

当社は、アドバンスト・メディアと、音声認識技術活用による低コスト電話応答サービスの開発・営業に関す

る「業務協力についての覚書」を、平成15年５月24日に締結いたしました。

なお、当サービスの当中間連結会計期間の業績に与えた影響は軽微であります。
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ⅳ．匿名組合方式について

当社はオリックス株式会社並びにオリックス・プレミアム有限会社と、平成15年12月18日に出資総額90,000千

円、平成17年１月31日に出資総額75,000千円の「匿名組合契約」を締結いたしました。当該匿名組合の当社の出

資金は各々81,000千円、67,500千円であります。  　  

当該匿名組合は、当社が全自動テレマーケティングシステムの販売時に、当社の顧客がリースないし割賦販売

契約をする場合に、当社とオリックス株式会社とが合意した顧客に対して、当該リースないし割賦売買の債務を

当該匿名組合が保証するものであります。これは、当社の主たる顧客が中小企業であり、また独自開発の商品で

あることから、リース・割賦販売会社の与信審査実績データが限られており、その結果与信審査の円滑性を欠く

という課題を改善することを目的としております。保証の対象は、当社顧客が当社システム商品を購入するため

の契約に限定しており、保証契約の成立は、当社とオリックス株式会社との合意によって行うこととなっており

ます。リース料・割賦売買代金の債務残高の25%～30%を当該出資金で保証する仕組みで、リース料・割賦売買代

金の累計額が各々300,000千円を超えた時点または、保証原資が50％を下回った時点で、匿名組合契約の内容につ

いて当社とオリックス株式会社の協議によって検討を行うものとなっております。

なお、平成18年４月30日現在の当該匿名組合の保証の対象となるリース料・割賦売買代金の累計額は350,187千

円で、当該匿名組合が保証を行った顧客で債務不履行となった顧客は6件、保証履行予定額は債務保証損失引当金

額12,729千円であります。

当社は、当該匿名組合が当社製品の売上に貢献するものであることからこれを継続する予定でありますが、今

後顧客の債務不履行が発生した場合には、当社の出資金合計135,781千円を限度額として債務保証の履行により、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ⅴ．日本ブレケケソフトウエア有限会社（旧社名　有限会社ど根性ソフト）について

当社は、日本ブレケケソフトウエア有限会社（旧社名　有限会社ど根性ソフト）との間で、共同で行う発明、

考案及び意匠の国内における特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願並びにその権利の保全を内容とする

「共同出願に関する覚書」を、平成12年10月23日に締結いたしました。平成16年10月31日現在の時点で同社と共

同出願したものは次のとおりであります。

名　　称
出願年月日

（出願番号）

登録年月日

（登録番号）
内　　容

電話応答装置、及び電話応

答装置で実現する各種の応

答機能を記述した各手順ファ

イルを取得して電話応答す

る方法平成12年10月23日

平成12年10月23日

 （特願平2000-324403）

平成14年７月5日

 （特許3326424号）

ＨＴＭＬ言語を自動的に音

声化するエンジンでありま

す。この技術によりインター

ネットの情報を自動的に音

声サービスとして提供する

ことが可能となります。

電話応答装置、及び電話応

答装置で実現する各種の応

答機能を記述した各手順ファ

イルを取得して電話応答す

る方法平成12年10月23日

平成13年10月10日

 アメリカ特許出願

 (No.09/973,863) 

平成16年11月23日

 (登録番号6,823,046) 

ＨＴＭＬ言語を自動的に音

声化するエンジンでありま

す。この技術によりインター

ネットの情報を自動的に音

声サービスとして提供する

ことが可能となります。 

現時点においてこれらの特許権に関して日本ブレケケ有限会社または第三者との紛争は存在しませんが、将来

これが発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦投資有価証券の減損について

当社は、商品力の強化並びに業容の拡充を目的として次の３社に出資を行っております。

ⅰ．平成17年４月に、ＩＰ電話サービスに関する取引先であるエニーユーザー株式会社（旧社名　エニーユーザー

グローバル株式会社）の第三者割当増資に対して１億円の出資をしております。当出資は、エニーユーザー株

式会社から、当社システム商品の商品力強化において有効であるＩＰ電話サービスの円滑な供給を受けるとと

もに、将来的に同社が取扱うＩＰ関連商品の供給を受けるという取引関係の安定化を目的としたものでありま

す。同社の業績見通しは、当社がシステム商品とＩＰ電話サービスを併売することによる増収効果から順調に

推移するものと判断しておりますが、同社の経営状態が悪化した場合には、当社の業績に影響を与える可能性

があります。

ⅱ．平成18年３月に、遠隔サポートシステムの開発会社である、RSUPPORT CO.,LTD.（本社ソウル市）の第三者

割当増資に対して100百万ウオンの出資をしております。当出資は、同社の開発した遠隔サポートシステム
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「RemoteCall」が、コールセンター業務における顧客サポート業務の効率化並びに、ＰＣ等の操作において不

慣れな顧客層（高齢者、システム担当者のいない中小企業等）に対する顧客満足度向上のツールとして優れて

おり、同社との取引関係の安定化を目的としたものであります。「RemoteCall」は、平成18年３月現在、遠隔

サポートシステムとして日本国内において最大のシェアとなっており、RSUPPORT CO.,LTD.の業績も成長を続

けておりますが、同社の経営状態が悪化した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

ⅲ．平成18年６月に、開発業務の外注先であるBrekeke Software,Inc.（本社カリフォルニア州サンマテ）の第三

者割当増資に対して300千ドルの出資をしております。同社は、HTML自動音声化システムに関して、当社と共同

特許取得の実績があるソフト開発会社であります。当出資は、同社がＳＩＰ関連ソフトウエアの開発において

高い技術力を保有していることから、電話のＩＰ化が浸透する環境に適応した当社開発力強化のための取引関

係の安定化を目的としたものであります。市場環境と同社の技術力からみて、同社の業績は順調に推移するも

のと判断しておりますが、同社の経営状態が悪化した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

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、輸出や生産は増加を続け、企業収益が高水準で推移するもとで設備投

資は引続き増加し、雇用所得も雇用と賃金の改善を反映して緩やかな増加を続け、着実な回復が継続いたしました。

当社の属するテレマーケティング業界におきましては、企業のコールセンター導入の根強い需要に支えられ市場は

拡大傾向で推移いたしましたが、雇用の回復から人材需給の逼迫が課題となってまいりました。

当社におきましては、営業効率の向上を目標として、システム商品の主たる販売促進方法である商品説明会セミナー

の開催回数の抑制を行った結果、第１四半期の販売が低調に終わった状況を修復するべく、説明会セミナーの開催と

小企業向けの低価格な簡易ソリューションパッケージの販売並びに、当社システム顧客に対するＩＰ電話サービスの

販売に注力いたしました。

この結果、第２四半期におきましては、業績の改善がはかれましたが、第１四半期の業績が低調であたため、当中

間連結会計期間の業績は、前年同期と同程度の水準に止まりました。

当中間連結会計期間における売上高は1,238百万円（前年同期比1.8％増）と前年同期の水準を維持できましたが、

売上原価率の高いＩＰ電話サービスの構成比が上昇したため、全体の売上原価率が前年同期比で4.0％増加し、販売費

及び一般管理費は831百万円（前年同期比3.2％減）と若干の営業効率改善効果を得られたものの、営業利益は117百万

円（前年同期比2.8％減）となりました。営業外損益につきましては、匿名組合の債務保証の履行に備えた債務保証損

失引当金の新たな発生がなかったため、営業外費用は8百万円（前年同期比42.4％減）となり、経常利益は113百万円

（前年同期比2.1％増）、中間純利益は66百万円（前年同期比増1.9％）となりました。

営業状況を区分別に申し上げますと、次のとおりであります。

①システム販売　

平成18年１月より主力商品である全自動テレマーケティングシステムの小企業における市場拡大をはかるため、低

価格な簡易ソリューションパッケージの販売を開始するとともに、第２四半期においては主たる販売促進方法である

セミナー開催を積極的に行うことで、販売強化に努めました。

この結果、システム販売は935百万円（前年同期比1.9%減）と、前年同期の水準を維持できました。

②サービス収入

継続的取引先の確保によりＡＳＰサービスの収入は安定したものの、システム販売の低調に伴うサポート商品の売

上減少により、サービス収入は85百万円（前年同期比5.0%減）となりました。

③加盟金収入

新規の加盟契約数は67社と前期比微減（前年同期69件）となりましたが、加盟契約金額の高いパートナー契約の構

成比率が高まったことから、加盟金収入は163百万円（前年同期比3.2%増）となりました。

④その他

ＩＰ電話通話料収入が順調に増加し、その他の売上は54百万円（前年同期比290.9%増）となりました。

(2) 財政状態

当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー

が179百万円の支出となったことなどにより、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は期首残高に比べ79百

万円減少し、761百万円となりました。

また、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）
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当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は179百万円（前年同期は18百万円の支出）となりまし

た。

これは、主に売上債権の増加244百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は35百万円（前年同期は125百万円の支出）となりました。

これは、主に定期預金の預入による支出9百万円と投資有価証券の取得による支出12百万円によるものであります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は134百万円（前年同期は33百万円の支出）となりまし　　

た。

これは、主に長期借入金の増加150百万円によるものであります。

 平成17年4月中間期 平成18年4月中間期 平成17年10月期

 自己資本比率 46.4％ 47.6％ 53.0％

 時価ベースの自己資本比率 412.9％ 232.3％ 254.1％

 債務償還年数 － 　　－ 1.2年

 インタレスト・カバレッジ・レシオ －       － 37.0

自己資本比率：自己資本／総資産　　　　　　　　　　　　　　　　

時価ベースの自己資本比率：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

※いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上され

ている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(3) 通期の見通し

企業のコールセンター導入並びに新たな広告媒体の開発に対する需要は根強く、雇用環境の回復による人件費高騰

傾向とあわせて、当社の提供する低コストテレマーケティングに対する需要は一層高まるものと想定されます。

当社では、第１四半期の業績低迷を当中間連結会計年度において、前年同期と同水準まで業績が回復することがで

きました。当下半期におきましては、積極的な広告宣伝活動による営業強化と、当社事業の関連分野において技術力、

販売力を保有する企業との業務提携・関係強化をはかることにより、一層の業績向上と経営基盤の充実をはかる計画

であります。

なお、当期の業績見通しにつきましては、平成17年12月15日に公表いたしました業績予想のとおり、売上高3,300百

万円、経常利益430百万円、当期純利益245百万円を見込んでおります。 

- 7 -



４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末

（平成17年４月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年４月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   815,344   854,293   925,193  

２．受取手形及び売掛金   320,768   492,919   248,812  

３．有価証券   1,003   1,003   1,003  

４．たな卸資産   75,770   90,090   48,975  

５．その他   71,609   90,096   82,392  

貸倒引当金   △2,477   △8,222   △1,000  

流動資産合計   1,282,019 84.0  1,520,181 84.9  1,305,377 84.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  37,827   41,677   35,337  

２．無形固定資産   19,801   23,519   19,366  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  100,181   112,485   100,266   

(2) その他  86,219   93,055   89,419   

貸倒引当金  △425 185,976  △510 205,031  △615 189,070  

固定資産合計   243,604 16.0  270,228 15.1  243,773 15.7

資産合計   1,525,624 100.0  1,790,409 100.0  1,549,151 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   89,340   119,972   98,746  

２．短期借入金   250,000   257,600   190,000  

３．一年内返済予定長期借入金   82,093   56,668   62,436  

４．未払金   174,602   171,004   124,811  

５．未払法人税等   50,000   62,390   91,011  

６．賞与引当金   49,000   50,000   48,000  

７．債務保証損失引当金   8,579   12,729   16,522  

８．その他 ※４  49,017   55,670   55,004  

流動負債合計   752,633 49.3  786,033 43.9  686,531 44.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   26,972   111,665   －  

２．退職給付引当金   3,432   4,643   4,069  

３．役員退職慰労引当金   14,000   17,100   15,300  

４．その他   4,600   4,662   4,700  

固定負債合計   49,004 3.2  138,070 7.7  24,069 1.6

負債合計   801,637 52.5  924,104 51.6  710,601 45.9
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前中間連結会計期間末

（平成17年４月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年４月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   16,722 1.1  15,042 0.8  16,767 1.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   364,750 23.9  364,750 20.4  364,750 23.5

Ⅱ　資本剰余金   165,400 10.9  165,400 9.2  165,400 10.7

Ⅲ　利益剰余金   177,072 11.6  321,121 18.0  291,540 18.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   41 0.0  △8 △0.0  92 0.0

資本合計   707,264 46.4  851,263 47.6  821,783 53.0

負債、少数株主持分及び資本
合計

  1,525,624 100.0  1,790,409 100.0  1,549,151 100.0
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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   1,216,107 100.0  1,238,530 100.0  2,547,755 100.0

Ⅱ　売上原価   235,611 19.4  289,309 23.4  532,459 20.9

売上総利益   980,495 80.6  949,220 76.6  2,015,295 79.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  859,504 70.7  831,629 67.1  1,677,749 65.9

営業利益   120,990 9.9  117,591 9.5  337,546 13.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  536   432   1,027   

２．受取配当金  1   1   3   

３．受取手数料  283   662   454   

４．受取保証料  3,196   383   3,640   

５．受取家賃  936   3,277   1,873   

６．その他  653 5,608 0.5 7 4,765 0.4 748 7,747 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  3,116   1,791   5,445   

２．商品評価損  3,841   5,111   16,095   

３．債務保証損失引当金繰入額  8,579   －   16,522   

４．新株発行費  －   －   504   

５．貯蔵品処分損  －   1,803   －   

６．その他  － 15,537 1.3 243 8,950 0.7 － 38,567 1.5

経常利益   111,061 9.1  113,406 9.2  306,726 12.0

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  1,050   －   1,406   

２．債務保証損失引当金戻入益  － 1,050 0.1 3,793 3,793 0.3 － 1,406 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却除却損 ※２ 1,319 1,319 0.1 － －  3,690 3,690 0.1

税金等調整前中間（当期）
純利益

  110,791 9.1  117,199 9.5  304,442 12.0

法人税、住民税及び事業税  45,784   59,785   135,000   

法人税等調整額  △171 45,613 3.7 △9,223 50,561 4.1 △10,248 124,751 4.9

少数株主利益又は少数株主
損失（△）

  △154 △0.0  37 0.0  △110 △0.0

中間（当期）純利益   65,332 5.4  66,600 5.4  179,801 7.1
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   165,400  165,400  165,400

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）
残高

  165,400  165,400  165,400

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   130,249  291,540  130,249

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  65,332 65,332 66,600 66,600 179,801 179,801

Ⅲ．利益剰余金減少高        

１．配当金  18,510 18,510 37,020 37,020 18,510 18,510

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

  177,072  321,121  291,540
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  110,791 117,199 304,442

減価償却費  8,532 8,904 18,514

貸倒引当金の増減額  △1,050 7,117 △2,337

賞与引当金の増減額  16,000 2,000 15,000

債務保証損失引当金の増減額  8,579 △3,793 16,522

退職給付引当金の増減額  709 574 1,346

役員退職慰労引当金の増減額  1,100 1,800 2,400

受取利息及び配当金  △537 △434 △1,030

支払利息  3,116 1,791 5,445

商品評価損  3,841 － －

固定資産売却除却損  1,319 － 3,690

売上債権の増減額  29,595 △244,107 101,551

たな卸資産の増減額  △52,951 △42,763 △26,574

仕入債務の増減額  △28,835 21,225 △19,428

未払消費税等の増減額  △4,199 △8,567 6,449

その他  △21,554 47,080 △75,310

小計  74,458 △91,972 350,679

利息及び配当金の受取額  746 438 1,236

利息の支払額  △3,151 △1,805 △5,543

法人税等の支払額  △90,059 △86,251 △141,130

営業活動によるキャッシュ・フロー  △18,006 △179,590 205,241

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  △9,007 △9,011 △18,011

有形固定資産の取得による支出  △10,670 △4,764 △14,883

無形固定資産の取得による支出  △5,611 △6,177 △8,278

投資有価証券の取得による支出  △100,000 △12,320 △100,000

貸付による支出  － △330 －

貸付金の回収による収入  1,249 2,134 3,313

その他  △1,050 △4,566 △3,006

投資活動によるキャッシュ・フロー  △125,091 △35,035 △140,865
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前中間連結会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  36,000 67,600 △24,000

長期借入による収入  － 150,000 －

長期借入金の返済による支出  △58,132 △44,103 △104,761

少数株主の払込による収入  7,500 － 7,500

少数株主への払戻による支出  － △1,762 －

配当金の支払額  △18,510 △37,020 △18,510

財務活動によるキャッシュ・フロー  △33,142 134,714 △139,771

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △176,240 △79,911 △75,395

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  917,053 841,658 917,053

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 740,813 761,747 841,658
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　２社 連結子会社の数　　　２社 連結子会社の数　　　２社

 連結子会社の名称　　匿名組合 連結子会社の名称　　匿名組合 連結子会社の名称　　匿名組合

 　リース契約に対する債務保証を目

的としたオリックス㈱及びオリック

ス・プレミアム㈲との匿名組合を、

平成17年１月に新たに１社設立して

おり、当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めております。

　 　リース契約に対する債務保証を目

的としたオリックス㈱及びオリック

ス・プレミアム㈲との匿名組合を、

平成17年１月に新たに１社設立して

おり、当連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社である匿名組合の中間

決算日は２月28日であります。

　中間連結財務諸表作成にあたって、

当該匿名組合は中間連結決算日現在

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。

同左 　連結子会社である匿名組合の決算

日は８月31日であります。

　連結財務諸表作成にあたって、当

該匿名組合は連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。

３．会計処理基準に関する事項    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

①　有価証券

その他有価証券

①　有価証券

その他有価証券

 イ　時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。）を

採用しております。

イ　時価のあるもの

同左

イ　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。）を採用

しております。

 ロ　時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

ロ　時価のないもの

同左

ロ　時価のないもの

同左 

 ②　デリバティブ

　時価法を採用しております。

②　　　　　　－

 

②　　　　　　－

 

 ③　たな卸資産

　移動平均法による原価法を採用

しております。

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、平成10年11月１日以降取

得した取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方法を

採用しております。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

 　主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

有形固定資産　　　３～18年

　主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

有形固定資産　　　２～18年

　主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

有形固定資産　　　３～18年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

 ②　無形固定資産 ②　無形固定資産 ②　無形固定資産

 イ　市場販売目的のソフトウェア

　見込販売量に基づく償却額と

３年を限度とする残存有効期間

に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方

法を採用しております。

イ　市場販売目的のソフトウェア

同左 

イ　市場販売目的のソフトウェア

同左

 ロ　自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用

しております。

ロ　自社利用のソフトウェア

同左 

ロ　自社利用のソフトウェア

同左

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率を、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収の可能性

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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当中

間連結会計期間の負担額を計上し

ております。

②　賞与引当金

同左 

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上してお

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、

当中間連結会計期間末における退

職給付債務の見込額を計上してお

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

付債務の見込額を計上しておりま

す。

 ④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、当社役員退職慰労金規程

（内規）に基づく当中間連結会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、当社役員退職慰労金規程

（内規）に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

 ⑤　債務保証損失引当金

　債務保証の履行による損失に備

えるため、その発生可能性を勘案

し、損失負担見込額を計上してお

ります。

⑤　債務保証損失引当金

同左 

⑤　債務保証損失引当金

 同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

－

 

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利キャップ

ヘッジ対象…借入金

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利キャップ

 ヘッジ対象…借入金

 ③　ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避すること

を目的として、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

 

 

③　ヘッジ方針

金利変動リスクを回避すること

を目的として、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

 ④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

４．中間連結キャッシュ・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

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度 
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

 －

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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。

 　これによる損益への影響はありませ

ん。

－

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年11月１日 

至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日 

至　平成18年４月30日）

（中間連結貸借対照表）

１．「投資有価証券」は、前中間連結会計期間まで投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５

を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金

額は176千円であります。

－

２．「未払法人税等」は、前中間連結会計期間まで流動負

債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

連結会計期間末において重要性が増したため区分掲記い

たしました。

　なお、前中間連結会計期間末の「未払法人税等」の金

額は9,000千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年４月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年４月30日）

前連結会計年度
（平成17年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

39,692千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      49,772千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

43,761千円

　２　偶発債務

　次の会社に対して債務保証を行ってお

ります。

　２　偶発債務

　次の会社に対して債務保証を行ってお

ります。

　２　偶発債務

　次の会社に対して債務保証を行ってお

ります。

　当社の連結子会社である匿名組合が業

として行う、当社の製品販売に伴う得意先

のリース債務に対して行う債務保証

　当社の連結子会社である匿名組合が業

として行う、当社の製品販売に伴う得意先

のリース債務に対して行う債務保証

　当社の連結子会社である匿名組合が業

として行う、当社の製品販売に伴う得意先

のリース債務に対して行う債務保証

得意先82社 165,000千円 得意先90社 145,592千円 得意先86社 155,898千円

　３　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。この契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　３　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行２行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　３　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。この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 200,000千円

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 30,000千円

差引額 370,000千円

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額  200,000千円

※４　中間連結貸借対照表における消費税等

の表示方法

　仮受消費税等と仮払消費税等は相殺し、

その差額は流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

※４　中間連結貸借対照表における消費税等

の表示方法

同左

※４　　　　　　　　－

 

（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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 231,537千円

給与手当 193,090千円

賞与引当金繰入額 45,698千円

役員退職慰労引当金繰入

額
1,100千円

広告宣伝費 167,782千円

貸倒引当金繰入額 7,412千円

給与手当 203,452千円

賞与引当金繰入額 45,316千円

役員退職慰労引当金繰入

額
2,400千円

広告宣伝費 414,706千円

給与手当 389,547千円

賞与引当金繰入額 43,117千円

役員退職慰労引当金繰入

額
2,400千円

※２　固定資産売却除却損の内訳 ※２　　　　　　　　－ ※２　固定資産売却除却損の内訳

工具器具備品 1,319千円 建物 141千円

工具器具備品 2,423千円

ソフトウェア 1,125千円

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

※　現金及び現金同等物の中間連結会計期間

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

※　現金及び現金同等物の中間連結会計期間

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

※　現金及び現金同等物の連結会計年度末残

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４月30日現在） （平成18年４月30日現在） （平成17年10月31日現在）

現金及び預金勘定 815,344千円

有価証券勘定 1,003千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△75,534千円

現金及び現金同等物 740,813千円

現金及び預金勘定  854,293千円

有価証券勘定 1,003千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△93,549千円

現金及び現金同等物 761,747千円

現金及び預金勘定 925,193千円

有価証券勘定 1,003千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△84,538千円

現金及び現金同等物 841,658千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

　(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

　(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）

工具器具備
品

13,671 5,101 8,570

合計 13,671 5,101 8,570

 
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）

工具器具備
品

13,685 7,844 5,840

合計 13,685 7,844 5,840

 
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）

工具器具備
品

13,671 6,468 7,203

合計 13,671 6,468 7,203

　(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 　(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 　(2) 未経過リース料期末残高相当額

一年内 2,857千円

一年超 6,111千円

合計 8,968千円

一年内 2,642千円

一年超 3,327千円

合計 5,970千円

一年内 2,776千円

一年超 4,572千円

合計 7,349千円

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

　(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 1,355千円

減価償却費相当額 1,279千円

支払利息相当額 89千円

支払リース料 1,446千円

減価償却費相当額 1,368千円

支払利息相当額 65千円

支払リース料 2,802千円

減価償却費相当額 2,646千円

支払利息相当額 171千円

　(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

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料 

一年内 1,839千円

一年超 2,146千円

　合計 3,985千円

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料 

一年内 1,839千円

一年超 306千円

　合計 2,146千円

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料 

一年内 1,839千円

一年超 1,226千円

　合計 3,066千円
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末

（平成17年４月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年４月30日）

前連結会計年度

（平成17年10月31日）

 種類
取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額(千円)

差　額

（千円）

取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額(千円)

差　額

（千円）

 取得原価

（千円）

連結貸借対

照表計上額

(千円)

差　額

（千円）

 株式 110 181 70 110 265 154 110 266 155

合計 110 181 70 110 265 154 110 266 155

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前中間連結会計期間末

（平成17年４月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年４月30日）

前連結会計年度

（平成17年10月31日）

 中間連結貸借対照表計上額

　（千円）

 中間連結貸借対照表計上額

　（千円）

連結貸借対照表計上額　

（千円） 

 その他有価証券    

 非上場株式 100,000 112,220 100,000

 マネーマネージメントファンド 1,003 1,003 1,003

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自平成16年11月１日　至平成17年４月30日）

　当社グループの行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、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11月１日　至平成18年４月30日）

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

前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）

　期末残高がないため、該当事項はありません。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成16年11月１日　至平成17年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年11月１

日　至平成18年４月30日）及び前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）において当社グ

ループは、システムサービス事業の単一セグメントによる事業展開をしておりますので、該当事項はありません。

ｂ．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11月１日　至平成17年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年11月１

日　至平成18年４月30日）及び前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）において本邦以外

の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成16年11月１日　至平成17年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年11月１

日　至平成18年４月30日）及び前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）において、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）

前中間連結会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１株当たり純資産額 114,629円55銭

１株当たり中間純利益 10,588円81銭

１株当たり純資産額 68,984円04銭

１株当たり中間純利益 5,397円12銭

１株当たり純資産額 66,595円07銭

１株当たり当期純利益 14,570円63銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在していないた

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

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

－ 　当社は平成17年６月17日をもって、

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

仮定した場合の前中間連結会計期間に

おける１株当たり情報は以下のとおり

となります。

１株当たり純資産額 57,314円77銭

１株当たり中間純利益 5,294円40銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　当社は平成17年６月17日をもって、

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

仮定した場合の前連結会計年度におけ

る１株当たり情報は以下のとおりとな

ります。

１株当たり純資産額 53,519円61銭

１株当たり当期純利益 10,804円23銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日)

中間（当期）純利益（千円） 65,332 66,600 179,801

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
65,332 66,600 179,801

期中平均株式数（株） 6,170 12,340 12,340

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

－  平成18年１月26日定時

株主総会決議による自

己株式取得方式のス

トックオプション（株

式の数　600株）

－
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

　平成17年４月１日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１．平成17年６月17日付をもって普通

株式１株につき２株に分割します。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式　　6,170株

(2) 分割方法

平成17年４月30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します。

２．配当起算日

　　平成17年５月１日

－ －

３．当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間連結会計期

間及び前連結会計年度における１株

当たり情報、並びに当期首に行われ

たと仮定した場合の当中間連結会計

期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

前中間連結会
計期間

当中間連結会
計期間

前連結会計年
度

１株当たり純

資産額

28,030円42銭

１株当たり純

資産額

57,314円77銭

１株当たり純

資産額

53,519円61銭

１株当たり中

間純利益

1,042円45銭

　なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益につい

ては、潜在株

式が存在しな

いため記載し

ておりません。

１株当たり中

間純利益

5,294円40銭

同左

１株当たり当

期純利益

10,804円23銭

　なお、潜在

株式調整後１

株当たり当期

純利益につい

ては、潜在株

式が存在しな

いため記載し

ておりません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績 

　　当社グループは生産を行っておりませんので該当事項はありません。 

(2) 仕入実績

　当社グループはシステムサービス事業を主たる事業として展開しておりますので、事業の種類別の記載をして

おりません。仕入実績を区分に示しますと次のとおりであります。 

区分
当中間連結会計期間

(自　平成17年11月１日 
 至　平成18年４月30日)

構成比（％） 前年同期比（％）

 システム仕入　　　（千円） 226,322 74.8 102.5

 サービス仕入　　　（千円） 28,360 9.4 107.2

 その他　　　　　　（千円） 47,831 15.8 464.6

 　　　　合計　　　（千円） 302,515 100.0 117.5

　(注)　上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3) 受注状況

　　当社グループは受注生産を行っておりませんので記載すべき事項はありません。

(4) 販売実績

　当社グループはシステムサービス事業を主たる事業として展開しておりますので、事業の種類別の記載をして

おりません。販売実績を区分に示しますと次のとおりであります。

区分
当中間連結会計期間

(自　平成17年11月１日 
 至　平成18年４月30日)

構成比（％） 前年同期比（％）

 システム販売　　　（千円） 935,705 75.5 98.1

 サービス収入　　　（千円） 85,606 6.9 95.0

 加盟金収入　　　　（千円） 163,000 13.2 103.2

 その他　　　　　　（千円） 54,217 4.4 390.9

 　　　　合計　　　（千円） 1,238,530 100.0 101.8

　(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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