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平成19年３月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
平成18年７月24日 

上場会社名 安川情報システム株式会社 （コード番号：2354 東証第二部）

（ＵＲＬ http://www.ysknet.co.jp/ ）   

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

     責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長   山崎 伸行  

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

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

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

 

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年３月21日 ～ 平成18年６月20日） 

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

 売 上 高 営業利益(△は損失) 経常利益(△は損失) 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％

平成19年３月期第１四半期 3,550 18.6 △296 － △301 －

平成18年３月期第１四半期 2,995 12.3 △332 － △338 －

(参考)平成18年３月期 17,860 522  525 

 

 
四半期(当期)純利益 

(△は純損失) 

１株当たり四半期 
(当期)純利益 
(△は純損失) 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 
(△は純損失) 

 百万円  ％ 円 銭 円 銭

平成19年３月期第１四半期 △192 － △10.70 －

平成18年３月期第１四半期 △218 － △12.12 －

(参考)平成18年３月期 191 10.25 －

 （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であります。 
 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
① 平成19年３月期 第１四半期の概況 

当第１四半期におけるわが国経済は、海外経済の拡大を背景に輸出は増加しており、国内において
も高水準に推移する企業収益を背景に設備投資は増加し、雇用者所得の改善を反映して個人消費も増
加基調となる等、景気は緩やかに拡大しております。 
情報サービス業界では、設備投資や個人消費の増加を背景に電子部品・デバイスの需要は堅調では

ありますが、商品やサービス価格の低下が進んでおります。また、ユビキタス・ネットワーク社会に
おいて技術の高度化・複雑化が進む一方で、商品・サービスに対する信頼性、安全性が要求されてお
ります。 
このような環境の中で、当社グループは、高付加価値を生み出せる事業構造へと変革するとともに、

新規事業の創生、新規顧客の開拓を強化し、踊り場的状況を早期に脱却し成長路線へ回帰することを
狙いとした2006年度から2008年度までの新中期経営計画を策定し、それに基づき事業を推進しており
ます。 
その結果、当第１四半期業績はほぼ計画どおり推移し、売上高は35億50百万円（前年同四半期比

18.6%増）、経常損失3億1百万円、四半期純損失1億92百万円となりました。 
なお、わが国の多数の企業が事業年度を４月から３月までと定めているため、システムの導入およ

び検収が顧客の決算期である９月および３月に集中します。このため、当社グループの売上高および
利益も中間期末および期末に集中する傾向にあり、第１四半期および第３四半期の売上高および利益
が他の四半期に比して低い水準となっております。 
 

② 事業別の状況 
2006年度から2008年度までの新中期経営計画においては、従来の受託開発型事業（システムインテ

グレーション事業、製品組込ソフト受託開発事業）および製品・サービス提供型事業（コンポーネン
トウェア事業、サービス事業）の骨格を踏襲しますが、個々の事業部門を再編しております。 
具体的には、以下に記載のとおりですが、前年同期との比較に関する事項は、前年同期の数値を変
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更後の事業部門に組替えた金額との比較によっております。 
 
〔ビジネスシステム事業〕 
移動体通信事業者向けシステムや自動車メーカー向け基幹システム等、一般事業者向けのビジネス

システム、北九州地域での自治体をはじめとする情報通信基盤構築、その他公共システムやＦＡシス
テムで構成していたシステムインテグレーション事業をビジネスシステム主体のビジネスシステム事
業として再編しました。 
当事業では、移動体通信事業者向けシステム構築やその他ビジネスソリューションについては堅調

でありましたが、自動車メーカー向け基幹システム構築完了に伴う開発量の減少により売上高は12億
22百万円（前年同四半期比1.5%減）となりました。 
 
〔組込コンポーネント事業〕 
従来の製品組込ソフト受託開発事業に加え、システムインテグレーション事業に含まれていたＦＡ

システムとコンポーネントウェア事業に含まれていた制御プラットフォーム（汎用ボード）を取り込
み、組込コンポーネント事業として再編しました。 
当事業では、医療機器メーカー向け画像処理システムや通信機器メーカー向け通信ソフトの開発需

要がやや低調でありましたが、制御プラットフォーム事業は順調に推移し、また、設備投資の増加に
伴う半導体・液晶装置メーカー向け制御用ソフトやアプリケーションソフトの堅調な需要により、売
上高は12億89百万円（前年同四半期比19.9%増）となりました。 
 
〔ネットコミュニケーション事業〕 
従来のコンポーネントウェア事業であるインターネット・セキュリティ関連製品や情報家電分野向

けコンポーネント等に、新たにトータルソリューションビジネスとして各事業における技術シーズを
融合させ市場ニーズに的確に対応したコミュニケーション関連製品を加え、ネットコミュニケーショ
ン事業として再編しました。 
当事業では、情報家電分野向けコンポーネントは低調でありましたが、インターネットサーバ

（NetSHAKERシリーズ）等のインターネット・セキュリティ関連製品の需要は堅調であり、また、トー
タルソリューションビジネスでは前年度から継続して取り組んでいる外食産業分野注文システムの展
開もあり、売上高は2億18百万円（前年同四半期比77.8%増）となりました。 
 
〔サービス事業〕 
従来のサービス事業であるインターネットサービス、アウトソーシングサービスおよび医療機関向

けソリューションサービス等に、システムインテグレーション事業に含まれていた北九州地域での自
治体向けの情報通信基盤構築、その他公共システムを取り込み、新たにサービス事業として再編しま
した。 
当事業では、アウトソーシングサービス分野での主要顧客の情報システム開発は低調でしたが、自

治体向けの情報通信基盤構築・運営や医療機関向けソリューションサービスは順調に推移し、また、
民間向けのインターネットサービスも順調であり、売上高は8億20百万円（前年同四半期比47.8%増）
となりました。 

 

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

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年３月期第１四半期 8,913 3,444 38.6 190.97

平成18年３月期第１四半期 8,858 3,423 38.7 190.22

(参考)平成18年３月期 10,411 3,785 36.4 209.90

 （注） 平成18年３月期第１四半期および平成18年３月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を
「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１
株当たり純資産」の欄に記載しております。 

 

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

 営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
四半期末(期末)残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

平成19年３月期第１四半期 326 △5 △286 360

平成18年３月期第１四半期 △87 △37 139 412

(参考)平成18年３月期 △707 △57 693 326
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［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
① 資産、負債及び純資産の状況 
(a) 資産 

流動資産は70億49百万円（前年同四半期末比59百万円増）となりました。これは、主として受取
手形及び売掛金が2億70百万円増加したこと、たな卸資産が78百万円減少したこと等によるものです。 
固定資産は18億63百万円（同5百万円減）となりました。これは、主として投資有価証券が90百万

円増加したこと、減価償却等により有形固定資産が39百万円減少したこと等によるものです。 
この結果、資産合計は89億13百万円（同54百万円増）となりました。 
 

(b) 負債 
流動負債は39億40百万円（同2億70百万円増）となりました。これは、主として短期借入金が7億

20百万円増加したこと、未払金が3億66百万円減少したこと等によるものです。 
固定負債は15億28百万円（同2億5百万円減）となりました。これは、主として長期借入金が2億円

減少したこと等によるものです。 
この結果、負債合計は54億68百万円（同65百万円増）となりました。 
 

(c) 純資産 
純資産合計は34億44百万円となり、前年同四半期末の少数株主持分及び資本合計と比べ、10百万

円の減少となりました。これは、主として利益剰余金が41百万円減少したこと等によるものです。 
 

② キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは3億26百万円（前年同四半期比4億14百

万円増）、投資活動によるキャッシュ・フローは△5百万円（同31百万円増）、財務活動によるキャッ
シュ・フローは△2億86百万円（同4億26百万円減）、現金及び現金同等物に係る換算差額は△0百万円
（同0百万円減）となり、当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残
高は、前連結会計年度末より33百万円増加し、3億60百万円（前年同四半期末比51百万円減）となりま
した。 
各キャッシュ・フローの状況につきましては、つぎのとおりです。 

(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動により得られた資金は3億26百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の

計上が3億円であったことや仕入債務の減少6億48百万円等がありましたが、前連結会計年度末の売
掛債権の回収等により売上債権の減少17億24百万円があったこと等によるものです。 

 
(b) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動に使用した資金は5百万円となりました。これは、有形固定資産の取得2百万円、無形固
定資産の取得2百万円等によるものです。 

 
(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動に使用した資金は2億86百万円となりました。これは、短期借入金の減少1億60百万円、
配当金の支払い1億26百万円等によるものです。 

 

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

 売 上 高 営業利益(△は損失) 経常利益(△は損失) 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％

平成19年３月期第１四半期 3,357 18.4 △293 － △283 －

平成18年３月期第１四半期 2,835 8.8 △301 － △304 －

(参考)平成18年３月期 17,013 455  439 

 

 
四半期(当期)純利益 

(△は純損失) 

１株当たり四半期 
(当期)純利益 
(△は純損失) 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 
(△は純損失) 

 百万円  ％ 円 銭 円 銭

平成19年３月期第１四半期 △167 － △9.32 －

平成18年３月期第１四半期 △202 － △11.23 －

(参考)平成18年３月期 153 8.17 －

 （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であります。 
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(4) 財政状態(個別)の変動状況                         （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年３月期第１四半期 8,715 3,344 38.4 185.83

平成18年３月期第１四半期 8,677 3,359 38.7 186.66

(参考)平成18年３月期 10,177 3,667 36.0 203.38

 （注） 平成18年３月期第１四半期および平成18年３月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を
「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１
株当たり純資産」の欄に記載しております。 

 

○添付資料 

(1) 四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 

② 四半期連結損益計算書 

③ 四半期連結株主資本等変動計算書 

④ 四半期連結剰余金計算書 

⑤ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(2) 受注及び販売の状況 

(3) 四半期財務諸表 

① 四半期貸借対照表 

② 四半期損益計算書 

③ 四半期株主資本等変動計算書 

 

以上 

 

〔参考〕 

  平成19年３月期の連結業績予想（平成18年３月21日 ～ 平成19年３月20日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 9,000 350 180 

通     期 19,500 1,000 520 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）28円89銭 
 
  平成19年３月期の個別業績予想（平成18年３月21日 ～ 平成19年３月20日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 8,600 320 170 

通     期 18,600 930 500 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）27円78銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
当第１四半期の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、中間期および通期の業績につきましても、

現時点では、平成18年４月25日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 
なお、当社は平成18年６月に所轄労働基準監督署から時間外労働管理に関する指導を受け、現在調査中

でありますが、その結果次第では、実際の業績は業績予想と異なる場合がありますのでご承知おきくださ
い。 
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【添付資料】 

(1) 四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第１四半期末 

(平成18年６月20日) 

前第１四半期末 

(平成17年６月20日) 
比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 360,759 423,644 △62,885 326,815

２ 受取手形及び売掛金 2,697,263 2,426,807 270,456 4,421,734

３ たな卸資産 3,473,680 3,552,401 △78,721 3,323,756

４ 繰延税金資産 382,345 402,056 △19,710 252,930

５ その他 136,422 185,518 △49,096 168,190

  貸倒引当金 △1,172 △937 △235 △2,025

流動資産合計 7,049,299 79.1 6,989,491 78.9 59,807 8,491,402 81.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 399,533 434,795 △35,261 406,532

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 24,392 28,510 △4,118 25,119

有形固定資産合計 817,003 9.2 856,382 9.7 △39,379 824,729 7.9

２ 無形固定資産 119,488 1.3 141,955 1.6 △22,467 123,147 1.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 188,074 97,525 90,549 225,367

(2) 繰延税金資産 500,992 526,480 △25,487 506,193

(3) その他 241,041 251,765 △10,724 243,699

  貸倒引当金 △2,604 △4,929 2,324 △2,604

投資その他の資産 
合計 

927,503 10.4 870,841 9.8 56,662 972,654 9.3

固定資産合計 1,863,995 20.9 1,869,180 21.1 △5,184 1,920,531 18.4

資産合計 8,913,295 100.0 8,858,671 100.0 54,623 10,411,934 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 701,658 900,787 △199,129 1,350,359

２ 短期借入金 1,610,000 890,000 720,000 1,770,000

３ 未払金 657,728 1,024,553 △366,825 666,947

４ 未払費用 708,199 545,817 162,382 1,040,325

５ 未払法人税等 7,452 7,970 △517 53,169

６ 損害補償損失引当金 10,000 ― 10,000 10,000

７ その他 245,862 301,458 △55,596 136,151

流動負債合計 3,940,901 44.2 3,670,588 41.4 270,313 5,026,954 48.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 100,000 300,000 △200,000 100,000

２ 退職給付引当金 1,379,178 1,395,043 △15,865 1,445,401

３ 役員退職慰労引当金 47,600 36,300 11,300 45,200

４ その他 1,289 1,934 △644 1,289

固定負債合計 1,528,067 17.2 1,733,277 19.6 △205,210 1,591,891 15.3

負債合計 5,468,968 61.4 5,403,865 61.0 65,103 6,618,845 63.6

   
 
 



6 

 

 

 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第１四半期末 

(平成18年６月20日) 

前第１四半期末 

(平成17年６月20日) 
比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(少数株主持分)   

少数株主持分 ― ― 30,884 0.3 △30,884 7,807 0.0

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ― ― 664,000 7.5 △664,000 664,000 6.4

Ⅱ 資本剰余金 ― ― 318,000 3.6 △318,000 318,000 3.0

Ⅲ 利益剰余金 ― ― 2,408,746 27.2 △2,408,746 2,692,444 25.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

― ― 33,221 0.4 △33,221 110,883 1.1

Ⅴ 自己株式 ― ― △46 △0.0 46 △46 △0.0

資本合計 ― ― 3,423,922 38.7 △3,423,922 3,785,281 36.4

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

― ― 8,858,671 100.0 △8,858,671 10,411,934 100.0

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 664,000 ― 664,000 ―

２ 資本剰余金 318,000 ― 318,000 ―

３ 利益剰余金 2,366,764 ― 2,366,764 ―

４ 自己株式 △46 ― △46 ―

株主資本合計 3,348,718 37.6 ― ― 3,348,718 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

88,656 ― 88,656 ―

評価・換算差額等 
合計 

88,656 1.0 ― ― 88,656 ― ―

Ⅲ 少数株主持分 6,951 0.0 ― ― 6,951 ― ―

純資産合計 3,444,326 38.6 ― ― 3,444,326 ― ―

負債純資産合計 8,913,295 100.0 ― ― 8,913,295 ― ―
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② 四半期連結損益計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日)

対前年同期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年３月21日 
 至 平成18年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 3,550,971 100.0 2,995,005 100.0 555,965 18.6 17,860,329 100.0

Ⅱ 売上原価 3,136,692 88.3 2,626,720 87.7 509,971 19.4 14,344,708 80.3

売上総利益 414,279 11.7 368,284 12.3 45,994 12.5 3,515,621 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 710,920 20.1 700,596 23.4 10,323 1.5 2,992,691 16.8

営業利益(△は損失) △296,641 △8.4 △332,312 △11.1 35,670 ― 522,929 2.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ― 0 △0  2

２ 受取配当金 1,187 1,156 31  1,601

３ 為替差益 ― 990 △990  1,108

４ 消費税等免税益 ― 1,806 △1,806  13,903

５ その他 1 3 △1  13,668

営業外収益計 1,188 0.0 3,956 0.1 △2,768 △70.0 30,284 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 2,916 2,319 597  12,437

２ 売掛債権売却損 3,015 3,696 △680  10,228

３ 株式分割費用 ― 4,273 △4,273  4,273

４ その他 165 ― 165  478

営業外費用計 6,097 0.1 10,288 0.3 △4,191 △40.7 27,417 0.2

経常利益(△は損失) △301,549 △8.5 △338,644 △11.3 37,094 ― 525,796 2.9

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益 852 986 △134  ―

２ その他 ― 829 △829  ―

特別利益計 852 0.0 1,815 0.0 △963 △53.0 ― ―

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 59 33 26  100

２ 投資有価証券評価損 ― ― ―  12,463

３ 損害補償損失引当金 
  繰入額 

― ― ―  10,000

４ 退職給付会計基準 
  変更時差異償却 

― 30,307 △30,307  121,231

特別損失計 59 0.0 30,341 1.0 △30,281 △99.8 143,795 0.8

税金等調整前 
四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△300,757 △8.5 △367,170 △12.3 66,413 ― 382,001 2.1

法人税、住民税 
及び事業税 

1,328 0.0 650 0.0 677  218,140 1.2

法人税等調整額 △109,147 △3.1 △147,352 △4.9 38,204  △30,583 △0.2

少数株主利益 
(△は損失) 

△343 △0.0 △2,305 △0.1 1,962  2,909 0.0

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△192,594 △5.4 △218,162 △7.3 25,568 ― 191,534 1.1
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③ 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月20日残高 664,000 318,000 2,692,444 △46 3,674,398

当四半期の変動額   

剰余金の配当  △125,999  △125,999

役員賞与  △7,086  △7,086

四半期純損失  △192,594  △192,594

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
  

当四半期の変動額合計 ― ― △325,680 ― △325,680

平成18年６月20日残高 664,000 318,000 2,366,764 △46 3,348,718

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月20日残高 110,883 110,883 7,807 3,793,089 

当四半期の変動額   

剰余金の配当  △125,999 

役員賞与  △7,086 

四半期純損失  △192,594 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
△22,226 △22,226 △856 △23,082 

当四半期の変動額合計 △22,226 △22,226 △856 △348,763 

平成18年６月20日残高 88,656 88,656 6,951 3,444,326 

 

④ 四半期連結剰余金計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(自 平成17年３月21日 
 至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

区分 金額 金額 

(資本剰余金の部) 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 318,000 318,000

Ⅱ 資本剰余金四半期末(期末)残高 318,000 318,000

(利益剰余金の部) 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,754,295 2,754,295

Ⅱ 利益剰余金増加高 

 当期純利益 ― ― 191,534 191,534

Ⅲ 利益剰余金減少高 

１ 配当金 116,999 242,998

２ 役員賞与 10,386 10,386

３ 四半期純損失 218,162 345,548 ― 253,385

Ⅳ 利益剰余金四半期末(期末)残高 2,408,746 2,692,444
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⑤ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 

当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 

至 平成18年６月20日)

前第１四半期 

(自 平成17年３月21日 

至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年３月21日 

至 平成18年３月20日)

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益 

  (△は純損失) 
△300,757 △367,170 382,001

２ 減価償却費 18,726 19,821 79,341

３ 連結調整勘定償却額 380 309 1,379

４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △852 △986 △2,223

５ 退職給付引当金の増減額(△は減少) △66,223 4,244 54,603

６ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2,400 △6,300 2,600

７ 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) ― ― 10,000

８ 受取利息及び受取配当金 △1,187 △1,156 △1,603

９ 支払利息 2,916 2,319 12,437

10 株式分割費用 ― 4,273 4,273

11 固定資産除却損 59 33 100

12 売上債権の増減額(△は増加) 1,724,470 3,177,186 1,184,584

13 たな卸資産の増減額(△は増加) △149,924 △620,660 △392,015

14 仕入債務の増減額(△は減少) △648,701 △1,506,636 △1,057,064

15 未払金の増減額(△は減少) △9,223 △229,829 △587,564

16 未払費用の増減額(△は減少) △332,132 △476,597 17,910

17 未払消費税等の増減額(△は減少) △13,870 △26,730 22,311

18 その他 142,122 232,177 122,919

小計 368,203 204,300 △146,009

19 利息及び配当金の受取額 1,187 1,156 1,603

20 利息の支払額 △1,889 △1,262 △12,477

21 法人税等の支払額 △41,425 △292,191 △550,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,075 △87,997 △707,043

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入による支出 ― △11,000 △11,000

２ 定期預金の払戻による収入 ― ― 11,000

３ 有形固定資産の取得による支出 △2,226 △23,970 △25,786

４ 有形固定資産の売却による収入 17 ― ―

５ 無形固定資産の取得による支出 △2,011 ― △6,680

６ 投資有価証券の取得による支出 ― ― △10,000

７ 連結子会社株式の追加取得による支出 ― ― △29,700

８ その他 △1,350 △2,248 14,318

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,571 △37,218 △57,847

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額(△は減少) △160,000 260,000 1,040,000

２ 長期借入金の返済による支出 ― ― △100,000

３ 株式分割による支出 ― △2,787 △4,273

４ 配当金の支払額 △126,055 △117,115 △241,789

５ 少数株主への配当金の支払額 △500 △170 △170

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,555 139,927 693,767

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 5 11

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33,943 14,717 △71,111

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 326,815 397,927 397,927

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 360,759 412,644 326,815
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   安川情報エンベデッ

ド㈱ 

    なお、アソシエン

ト・イースト㈱は、

平成18年3月21日付

けで安川情報エンベ

デッド㈱に社名を変

更しております。 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   アソシエント・イー

スト㈱ 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   アソシエント・イー

スト㈱ 

 (ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、四半期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、四半期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除

外しております。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

 (ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会

社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会

社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会

社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

  ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体として

も重要性がないため、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体として

も重要性がないため、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の

対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、

全体としても重要性が

ないため、持分法の適

用範囲から除外してお

ります。 
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項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

３ 連結子会社の四半

期決算日(決算日)

等に関する事項 

 連結子会社の四半期決算

日は、全て四半期連結決算

日であります。 

 連結子会社の四半期決算

日は、全て四半期連結決算

日であります。 

 連結子会社の決算日は、

全て連結決算日でありま

す。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

日の市場価格等に

基づく時価法(評

価差額は全部資本

直入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定しております) 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

日の市場価格等に

基づく時価法(評

価差額は全部資本

直入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定しております) 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …連結決算日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定して

おります) 

     時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

    時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

    時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

  ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 (ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産…定率法

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産…定率法

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産…定率法

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 

  ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 
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項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

 (ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

  ②退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

第１四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

 ②退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

第１四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

   なお、会計基準変更

時差異については、５

年による按分額の3/12

を費用計上しておりま

す。 

 ②退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。 

 

 

 

   なお、会計基準変更

時差異については、５

年による按分額を費用

計上しております。 

    過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

   数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

  ③役員退職慰労引当金 

   四半期連結財務諸表

提出会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第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 

   四半期連結財務諸表

提出会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第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 

   連結財務諸表提出会

社については、役員の

退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上

しております。 

  ④損害補償損失引当金 

   損害補償の今後の支

払に備えるため、当該

損失見込額を計上して

おります。 

―――――  ④損害補償損失引当金 

   損害補償の今後の支

払に備えるため、当該

損失見込額を計上して

おります。 
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項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

 (ニ)重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引については、通常の

賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によ

っております。 

(ニ)重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引については、通常の

賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によ

っております。 

(ニ)重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引については、通常の

賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によ

っております。 

 (ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

５ 四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書(連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ケ

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ケ

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ケ月以

内に満期日・償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。 
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会計処理の変更 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当第１四半期から「役員賞与に関

する会計基準」（平成17年11月29日 

企業会計基準委員会 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。 

 

――――― ――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期から「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」（平成14年８月９日 企業

会計審議会））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（平

成15年10月31日 企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

――――― ――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第１四半期から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準｣（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 企業会計基準第５

号 ）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針｣（平成17年12月９日 企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指

針第８号 ）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、3,437,375千円でありま

す。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当第１四半期における四

半期連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間連結財務諸

表規則に準じて作成しております。 

 

――――― ――――― 

 



15 

 

 

追加情報 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

―――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当第１四半期から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

は7,304千円増加し、営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損

失が、7,304千円増加しておりま

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

は39,597千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が、39,597千円減少しております。
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

当第１四半期末 
(平成18年６月20日) 

前第１四半期末 
(平成17年６月20日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、676,361千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、635,466千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、667,886千円であります。 

 

２ 四半期連結財務諸表提出会社

は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。 

  当第１四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 500,000千円 

  

――――― ２ 連結財務諸表提出会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。 

  当連結会計年度末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 500,000千円

  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額 

㈱スターフライヤー 37,129千円 

  

――――― ３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額

㈱スターフライヤー 39,782千円

  

――――― ４ 受取手形割引高は、391,801千

円であります。 

 

――――― 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 297,721千円 

退職給付費用 39,528千円 

研究開発費 86,643千円 

減価償却費 12,147千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

2,400千円 

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 238,767千円

退職給付費用 36,512千円

研究開発費 118,953千円

減価償却費 12,460千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

1,800千円

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 1,234,816千円

退職給付費用 146,802千円

研究開発費 414,019千円

減価償却費 50,033千円

貸倒引当金 
繰入額 

100千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

10,700千円

  

２ 固定資産除却損の内訳は、車両

の除却33千円、器具備品の除却

26千円であります。 

 

２ 固定資産除却損の内訳は、車両

の除却33千円であります。 

 

２ 固定資産除却損の内訳は、車両

の除却100千円であります。 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 

当第１四半期 

増加株式数 

当第１四半期 

減少株式数 

当第１四半期末 

株式数 

普通株式 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

計 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 

当第１四半期 

増加株式数 

当第１四半期 

減少株式数 

当第１四半期末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当金 基準日 効力発生日 

平成18年６月９日 

株主総会 
普通株式 125,999千円 7円 平成18年３月20日 平成18年６月12日

 

(2) 基準日が当第１四半期に属する配当のうち、配当の効力日が当第１四半期末日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 (平成18年６月20日) 

現金及び預金勘定 360,759千円 

現金及び現金同等物 360,759千円 

  

現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 (平成17年６月20日) 

現金及び預金勘定 423,644千円

預入期間が３ケ月を

超える定期預金 
11,000千円

現金及び現金同等物 412,644千円

  

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 (平成18年３月20日) 

現金及び預金勘定 326,815千円

現金及び現金同等物 326,815千円
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(有価証券関係) 

当第１四半期 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成18年６月20日） 

 取得原価 四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式  9,284千円 158,037千円 148,753千円 

計  9,284千円 158,037千円 148,753千円 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期連結貸借対照表計上額（平成18年６月20日） 

その他有価証券  

  非上場株式 30,037千円

計 30,037千円

 

前第１四半期 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成17年６月20日） 

 取得原価 四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式  9,284千円  65,023千円  55,740千円 

計  9,284千円  65,023千円  55,740千円 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期連結貸借対照表計上額（平成17年６月20日） 

その他有価証券  

  非上場株式 32,500千円

計 32,500千円

 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月20日） 

 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式  9,284千円 195,330千円  186,045千円 

計  9,284千円 195,330千円  186,045千円 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月20日） 

その他有価証券  

  非上場株式 30,037千円

計 30,037千円

(注) 当連結会計年度において、非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損12,463千円を計上

しております。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

 当連結グループは、デリバティブ

取引を全く行っておりませんので、

該当事項はありません。 

 当連結グループは、デリバティブ

取引を全く行っておりませんので、

該当事項はありません。 

 当連結グループは、デリバティブ

取引を全く行っておりませんので、

該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

前第１四半期（自 平成17年３月21日 至 平成17年６月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

前第１四半期（自 平成17年３月21日 至 平成17年６月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

 

【海外売上高】 

当第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

当第１四半期における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 

前第１四半期（自 平成17年３月21日 至 平成17年６月20日） 

当第１四半期における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略

しております。 
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(１株当たり情報) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１株当たり純資産額 190円97銭 
 

１株当たり純資産額 190円22銭
 

１株当たり純資産額 209円90銭
 

１株当たり 
四半期純損失金額 

10円70銭 

  

１株当たり 
四半期純損失金額 

12円12銭

  

１株当たり 
当期純利益金額 

10円25銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

   当社は、平成17年5月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第１四半期及び

前連結会計年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。 

 (前第１四半期) 

１株当たり純資産額 176円72銭

１株当たり 
四半期純損失金額 

10円61銭

 

 (前連結会計年度) 

１株当たり純資産額 208円67銭

１株当たり 
当期純利益金額 

26円74銭

  

 当社は、平成17年5月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度に

おける１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 208円67銭

１株当たり 
当期純利益金額 

26円74銭

  

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

項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日
至 平成18年６月20日)

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日
至 平成18年３月20日)

四半期(当期)純利益(△は損失) 
(千円) 

△192,594 △218,162 191,534

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 7,086

 (うち利益処分による役員賞与金
(千円)) 

― ― 7,086

普通株式に係る四半期(当期)純利益 
(△は損失)(千円) 

△192,594 △218,162 184,447

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

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

四半期連結財務諸表提出会社は

平成18年６月22日に北九州西労働基

準監督署より、時間外労働に対する

実態調査および割増賃金の支払いに

ついて指導を受けました。 

今後の実態調査の結果次第で

は、遡及是正による割増賃金の支払

いが発生する可能性がありますが、

現在調査中であり、その金額等につ

いては不明です。 

 

――――― ――――― 
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(2) 受注及び販売の状況 

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

一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、当第１四半期における実績を部門別に記載

しております。 

なお、当第１四半期より前記「経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等」に記載のとおり、事業部門の

区分を変更しております。「受注実績」「受注残高」及び「販売実績」の「前第１四半期」については、変更後の事

業部門の区分に組替えて記載しております。 

 

① 受注状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日)

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

比較増減 
部門 

受注実績 受注残高 受注実績 受注残高 受注実績 受注残高

ビジネスシステム事業 1,223 801 1,198 1,245 24 △443

組込コンポーネント事業 1,473 4,273 1,670 2,658 △196 1,615

ネットコミュニケーション事業 359 152 165 80 193 71

サービス事業 1,417 1,156 1,490 1,491 △72 △334

合 計 4,473 6,384 4,525 5,476 △51 908

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 販売実績 
(単位 百万円未満切捨て) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日)

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

比較増減 
部門 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前年同期比

ビジネスシステム事業 1,222 34.4 1,241 41.5 △19 98.5

組込コンポーネント事業 1,289 36.3 1,075 35.9 213 119.9

ネットコミュニケーション事業 218 6.2 123 4.1 95 177.8

サービス事業 820 23.1 555 18.5 265 147.8

合 計 3,550 100.0 2,995 100.0 555 118.6

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 



23 

 

(3) 四半期財務諸表 

① 四半期貸借対照表 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第１四半期末 

(平成18年６月20日) 

前第１四半期末 

(平成17年６月20日) 
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 208,300 362,268 △153,968 214,393

２ 受取手形 180,421 19,955 160,465 120,687

３ 売掛金 2,413,561 2,340,006 73,554 4,118,325

４ たな卸資産 3,463,081 3,511,265 △48,183 3,326,397

５ 繰延税金資産 353,522 361,414 △7,892 216,821

６ その他 172,893 203,284 △30,391 208,454

  貸倒引当金 △534 △504 △30 △874

流動資産合計 6,791,246 77.9 6,797,691 78.3 △6,445 8,204,205 80.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 399,533 434,795 △35,261 406,532

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 24,168 28,030 △3,862 24,839

有形固定資産合計 816,778 9.4 855,902 9.9 △39,123 824,449 8.1

２ 無形固定資産 28,432 0.3 19,457 0.2 8,974 23,491 0.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 303,274 183,025 120,249 340,567

(2) 繰延税金資産 493,259 515,932 △22,673 499,143

(3) その他 285,074 308,062 △22,988 288,245

  貸倒引当金 △2,617 △2,622 5 △2,617

投資その他の資産 
合計 

1,078,990 12.4 1,004,397 11.6 74,593 1,125,338 11.1

固定資産合計 1,924,201 22.1 1,879,757 21.7 44,444 1,973,279 19.4

資産合計 8,715,448 100.0 8,677,449 100.0 37,998 10,177,485 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 697,985 890,284 △192,299 1,336,254

２ 短期借入金 1,610,000 890,000 720,000 1,770,000

３ 未払金 787,904 1,140,074 △352,170 842,614

４ 未払費用 539,454 411,247 128,206 847,940

５ 未払法人税等 7,345 7,855 △509 16,548

６ 損害補償損失引当金 10,000 ― 10,000 10,000

７ その他 212,334 263,487 △51,152 116,091

流動負債合計 3,865,023 44.3 3,602,949 41.5 262,074 4,939,449 48.5

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 100,000 300,000 △200,000 100,000

２ 退職給付引当金 1,356,651 1,376,328 △19,677 1,423,990

３ 役員退職慰労引当金 47,600 36,300 11,300 45,200

４ その他 1,289 1,934 △644 1,289

固定負債合計 1,505,540 17.3 1,714,562 19.8 △209,021 1,570,480 15.5

負債合計 5,370,564 61.6 5,317,512 61.3 53,052 6,509,929 64.0
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(単位 千円未満切捨て) 

 
当第１四半期末 

(平成18年６月20日) 

前第１四半期末 

(平成17年６月20日) 
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ― ― 664,000 7.7 △664,000 664,000 6.5

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金 ― 318,000 △318,000 318,000

資本剰余金合計 ― ― 318,000 3.7 △318,000 318,000 3.1

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金 ― 70,790 △70,790 70,790

２ 任意積立金 ― 2,225,055 △2,225,055 2,225,055

３ 四半期(当期)未処分 
  利益 

― 48,917 △48,917 278,874

利益剰余金合計 ― ― 2,344,762 27.0 △2,344,762 2,574,719 25.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

― ― 33,221 0.3 △33,221 110,883 1.1

Ⅴ 自己株式 ― ― △46 △0.0 46 △46 △0.0

資本合計 ― ― 3,359,937 38.7 △3,359,937 3,667,556 36.0

負債及び資本合計 ― ― 8,677,449 100.0 △8,677,449 10,177,485 100.0

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 664,000 ― 664,000 ―

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金 318,000 ― 318,000 ―

資本剰余金合計 318,000 ― 318,000 ―

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金 70,790 ― 70,790 ―

(2) その他利益剰余金   

別途積立金 2,225,055 ― 2,225,055 ―

繰越利益剰余金 △21,572 ― △21,572 ―

利益剰余金合計 2,274,273 ― 2,274,273 ―

４ 自己株式 △46 ― △46 ―

株主資本合計 3,256,226 37.4 ― ― 3,256,226 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

88,656 ― 88,656 ―

評価・換算差額等 
合計 

88,656 1.0 ― ― 88,656 ― ―

純資産合計 3,344,883 38.4 ― ― 3,344,883 ― ―

負債純資産合計 8,715,448 100.0 ― ― 8,715,448 ― ―
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② 四半期損益計算書 

(単位 千円未満切捨て) 

 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日)

対前年同期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年３月21日 
 至 平成18年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 3,357,728 100.0 2,835,961 100.0 521,767 18.4 17,013,497 100.0

Ⅱ 売上原価 2,991,684 89.1 2,494,567 88.0 497,117 19.9 13,773,510 81.0

売上総利益 366,043 10.9 341,393 12.0 24,649 7.2 3,239,986 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 659,244 19.6 642,903 22.6 16,340 2.5 2,784,442 16.3

営業利益(△は損失) △293,200 △8.7 △301,509 △10.6 8,309 ― 455,544 2.7

Ⅳ 営業外収益 16,064 0.5 7,455 0.3 8,608 115.5 10,418 0.1

Ⅴ 営業外費用 6,067 0.2 10,271 0.4 △4,203 △40.9 26,916 0.2

経常利益(△は損失) △283,203 △8.4 △304,325 △10.7 21,121 ― 439,046 2.6

Ⅵ 特別利益 340 0.0 1,460 0.1 △1,120 △76.7 266 0.0

Ⅶ 特別損失 33 0.0 30,047 1.1 △30,013 △99.9 142,687 0.9

税引前四半期(当期) 
純利益(△は純損失) 

△282,897 △8.4 △332,912 △11.7 50,014 ― 296,624 1.7

法人税、住民税 
及び事業税 

600 0.0 535 0.0 65  165,376 1.0

法人税等調整額 △115,750 △3.4 △131,288 △4.6 15,537  △22,548 △0.2

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△167,747 △5.0 △202,159 △7.1 34,412 ― 153,797 0.9

前期繰越利益 ― 251,076 △251,076  251,076

中間配当額 ― ― ―  125,999

四半期(当期)未処分 
利益 

― 48,917 △48,917  278,874
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金
繰越利益

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月20日残高 664,000 318,000 318,000 70,790 2,225,055 278,874 2,574,719 △46 3,556,673

当四半期の変動額     

剰余金の配当   △125,999 △125,999  △125,999

役員賞与   △6,700 △6,700  △6,700

四半期純損失   △167,747 △167,747  △167,747

株主資本以外の 

項目の当四半期の 

変動額(純額) 

    

当四半期の変動額合計 ― ― ― ― ― △300,446 △300,446 ― △300,446

平成18年６月20日残高 664,000 318,000 318,000 70,790 2,225,055 △21,572 2,274,273 △46 3,256,226

 

 評価・換算差額等 

 

 

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月20日残高 110,883 110,883 3,667,556

当四半期の変動額   

剰余金の配当   △125,999

役員賞与   △6,700

四半期純損失   △167,747

株主資本以外の 

項目の当四半期の 

変動額(純額) 

△22,226 △22,226 △22,226

当四半期の変動額合計 △22,226 △22,226 △322,672

平成18年６月20日残高 88,656 88,656 3,344,883
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

   その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …四半期決算日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は全

部資本直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定しております) 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …四半期決算日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は全

部資本直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定しております) 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております) 

   ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

  ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

  ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

 (2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法  

(2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法 

(2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産…定率法

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用

しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物  ３～38年 

(1) 有形固定資産…定率法

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用

しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物  ３～38年 

(1) 有形固定資産…定率法

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用

しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物  ３～38年 

 (2) 無形固定資産…定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産…定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産…定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。 
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項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当第１四半期末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

 

 

 

 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当第１四半期末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

  なお、会計基準変更時

差異については、5年に

よる按分額の3/12を費用

計上しております。 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

 

 

 

  なお、会計基準変更時

差異については、5年に

よる按分額を費用計上し

ております。 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく第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 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、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 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

 (4) 損害補償損失引当金 

  損害補償の今後の支払

に備えるため、当該損失

見込額を計上しておりま

す。 

――――― (4) 損害補償損失引当金 

  損害補償の今後の支払

に備えるため、当該損失

見込額を計上しておりま

す。 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

５ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 
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会計処理の変更 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当第１四半期から「役員賞与に関

する会計基準」（平成17年11月29日 

企業会計基準委員会 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。 

 

――――― ――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期から「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」（平成14年８月９日 企業

会計審議会））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（平

成15年10月31日 企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

――――― ――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第１四半期から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準｣（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 企業会計基準第５

号 ）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針｣（平成17年12月９日 企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指

針第８号 ）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、3,344,883千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当第１四半期における四半

期貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

準じて作成しております。 

 

――――― ――――― 
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追加情報 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

―――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当第１四半期から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

は7,304千円増加し、営業損失、経

常損失及び税引前四半期純損失が、

7,304千円増加しております。 

 「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、当事業年度から「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

は39,597千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、

39,597千円減少しております。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第１四半期末 
(平成18年６月20日) 

前第１四半期末 
(平成17年６月20日) 

前事業年度末 
(平成18年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、674,161千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、632,380千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、665,219千円であります。 

 

２ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約を締結しておりま

す。 

  当第１四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 500,000千円 

  

――――― ２ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約を締結しておりま

す。 

  当事業年度末における当座貸越

契約に係る借入未実行残高等は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 500,000千円

  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先の仕入債

務・リース債務に対し、債務保

証を行っております。 

被保証先 保証金額 

㈱安川情報九州 122千円 

㈱スターフライヤー 37,129千円 

  

――――― ３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先の仕入債

務・リース債務に対し、債務保

証を行っております。 

被保証先 保証金額

㈱安川情報九州 2,296千円

㈱スターフライヤー 39,782千円

  

――――― ４ 受取手形割引高は、391,801千

円であります。 

 

――――― 

５ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

５ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

――――― 
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(四半期損益計算書関係) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息 377千円

受取配当金 15,687千円

  

１ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息 377千円

受取配当金 6,086千円

  

１ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息 1,505千円

受取配当金 6,531千円

為替差益 1,108千円

雇用助成金・
奨励金 

1,246千円

  

２ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息 2,901千円 

売掛債権売却損 3,000千円 

  

２ 営業外費用の内訳は次のとおり

であります。 

支払利息 2,302千円

売掛債権売却損 3,696千円

株式分割費用 4,273千円

  

２ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息 12,416千円

売掛債権売却損 10,192千円

株式分割費用 4,273千円

  

３ 特別利益の内訳は次のとおりで

あります。 
貸倒引当金 
戻入益 

340千円

  

３ 特別利益のうち主要なものは次

のとおりであります。 
貸倒引当金 
戻入益 

631千円

  

３ 特別利益の内訳は次のとおりで

あります。 
貸倒引当金 
戻入益 

266千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

車両除却損 33千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

退職給付会計 
基準変更時 
差異償却 

30,047千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

車両除却損 35千円

投資有価証券 
評価損 

12,463千円

損害補償損失 
引当金繰入額 

10,000千円

退職給付会計 
基準変更時 
差異償却 

120,188千円

  

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 9,906千円

無形固定資産 1,071千円

  

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 11,181千円

無形固定資産 856千円

  

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 44,704千円

無形固定資産 3,503千円

  

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

  自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当第１四半期 

増加株式数 

当第１四半期 

減少株式数 

当第１四半期末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株
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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当第１四半期、前第１四半期及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１株当たり純資産額 185円83銭 
 

１株当たり純資産額 186円66銭
 

１株当たり純資産額 203円38銭
 

１株当たり 
四半期純損失金額 

9円32銭 

  

１株当たり 
四半期純損失金額 

11円23銭

  

１株当たり 
当期純利益金額 

8円17銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

   当社は、平成17年5月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第１四半期及び

前事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

 (前第１四半期) 

１株当たり純資産額 172円98銭

１株当たり 
四半期純損失金額 

10円21銭

 

 (前事業年度) 

１株当たり純資産額 204円23銭

１株当たり 
当期純利益金額 

26円13銭

  

 当社は、平成17年5月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 204円23銭

１株当たり 
当期純利益金額 

26円13銭

  

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

項目 
当第１四半期 

(自 平成18年３月21日
至 平成18年６月20日)

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日
至 平成18年３月20日)

四半期(当期)純利益(△は損失) 
(千円) 

△167,747 △202,159 153,797

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 6,700

 (うち利益処分による役員賞与金 
 (千円)) 

― ― 6,700

普通株式に係る四半期(当期)純利益 
(△は損失)(千円) 

△167,747 △202,159 147,097

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

当第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

前第１四半期 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年６月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

当社は平成18年６月22日に北九

州西労働基準監督署より、時間外労

働に対する実態調査および割増賃金

の支払いについて指導を受けまし

た。 

今後の実態調査の結果次第で

は、遡及是正による割増賃金の支払

いが発生する可能性がありますが、

現在調査中であり、その金額等につ

いては不明です。 

 

――――― ――――― 
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