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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）本中間決算短信中の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９月中間期 19,245 (12.4) △438 (―) △476 (―)

17年９月中間期 17,128 (△4.7) △1,692 (―) △1,663 (―)

18年３月期 38,044 △1,935 △1,848

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９月中間期 △356 (―) △7.82 ―

17年９月中間期 △3,104 (―) △66.68 ―

18年３月期 △3,221 △69.74 ―
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 1百万円 17年９月中間期 ―百万円 18年３月期 △38百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 45,592,786株 17年９月中間期 46,561,365株 18年３月期 46,382,338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

(2）連結財政状態  

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

18年９月中間期 64,617 50,834 78.4 1,119.65

17年９月中間期 65,751 52,162 79.3 1,125.35

18年３月期 66,024 51,582 78.1 1,123.81
（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 45,258,895株 17年９月中間期 46,352,160株 18年３月期 45,888,092株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 977 △2,454 △536 13,156

17年９月中間期 802 202 △639 15,941

18年３月期 1,353 △696 △1,062 15,170

(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 7社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 1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） 1社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 43,300 1,650 800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　17円68銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と

異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料６ページをご参照ください。



１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び子会社７社、関連会社２社で構成されております。当グループの事業に係る位置付けは

次のとおりです。

情報処理・通信サービス

　当社の情報処理サービスに付帯する運用等の業務を株式会社アイ・エス・エスに委託しております。株式会社

シー・オー・シーは、デジタル決済の情報処理センター業務を行っており、当社は同社より当該業務システムの運

用と管理を受託しております。株式会社ＤＡＣＳは、民間企業や共済組合向けの情報処理サービスを行っておりま

す。株式会社ＳＫサポートサービスは、サーバハウジングを中心とした情報処理サービスを行っております。新日

本システム・サービス株式会社は、主に石油販売や物販などの民間企業向け、エム・シー・エス株式会社は主に地

方自治体向け情報処理サービスを行っております

ソフトウェア開発

　株式会社ＤＡＣＳ、新日本システム・サービス株式会社、株式会社東京海上日動コミュニケーションズ、エム・

シー・エス株式会社は、主に民間企業や公団体向けのソフトウェア開発業務を行っております。

システム提供サービス

　株式会社ＤＡＣＳ、新日本システム・サービス株式会社ならびにエム・シー・エス株式会社は、情報関連機器お

よびパッケージソフトウェアの販売を行っております。

その他システム関連サービス

　株式会社ＫＤＳは、主として人材派遣ならびにデータエントリー業務を行っており、当社より当該業務を受託し

ております。株式会社ＩＮＰＭは、地方自治体の業務プロセスに関する調査、研究ならびにコンサルティング業務

を行っております。

　情報サービス関連事業の系統図は次のとおりであります。
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注１　新日本システム・サービス株式会社（略称：SYSCO）は、平成17年9月29日付で当社の子会社となりました。

注２　エム・シー・エス株式会社（略称：MCS）は、平成18年3月23日付で当社の持分法適用関連会社となりました。

注３　株式会社東京海上日動コミュニケーションズは、持分法非適用関連会社であり、表中には図示しておりません。

注４　前期まで当社子会社であった株式会社エス・イー・エィは、平成18年6月29日付で同社株式を売却したため、当社の

子会社から除外いたしました。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、常に品質の高いサービスを提供し、お客さまの満足度を最大化することにより株主の皆さまに貢

献することを経営の基本としております。そのためには、第一に事業を推進する社員一人ひとりの能力および活力の

向上、第二に事業の基礎となる高いレベルの技術力の追求、第三に事業の価値を高めるマネジメント力の発揮が重要

であると考えております。これらへの取り組みを通してお客さまから信頼をいただき、その結果として収益が生み出

されるものと認識しております。

　情報通信技術は今後も社会の基盤として、ますますその重要性を高めていくものと思われます。当社グループは、

わが国の情報化推進の一翼を担い、社会の発展に寄与することを使命として行動いたします。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、収益力向上に向けて企業体質の強化を図りながら、株主の皆さまへの利益還元を充実させていくことが経

営の重要課題であると考えております。利益配当につきましては、急速な市場の変化に対応するため財務基盤の充実

を勘案しつつ、安定的な成果配分をおこなうことを基本としております。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

　当期末における当社株式の株価水準から算定される投資単位は、当社が株式を上場する取引所の適時開示規則に定

められた投資単位50万円に対して、約5分の1以下の水準にあります。最近の当社株価動向、流動性および費用対効果

等に照らし、投資単位の引き下げを実施すべき状況とは判断しておりません。しかし、今後とも、その必要性につい

ては適時検討を行ってまいります。

(4）中期的な経営戦略及び目標とする経営指標

　当社グループは、平成17年度から平成19年度までの3カ年の中期経営計画を策定しております。当計画では、「当社

独自の特色・強み」をさらに追求、発揮することを基本方針とし、お客さまから信頼され、共に成長する企業をめざ

してまいります。
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　情報サービス産業は、技術革新のスピードが速く、常に先行するものが利益を享受するという基本構造は変わるこ

とがありません。計画の達成には、核となる技術者やプロジェクトリーダーの育成と強化が必要です。当社は、社員

一人ひとりが既成概念にとらわれず新たな分野にチャレンジし続ける「挑戦する高技術者集団」の確立に取り組んで

まいります。

　目標とする経営指標については、企業価値の向上と競争力の強化をめざし、次のとおり売上高と営業利益額を設定

いたしました。

平成19年度（平成20年３月期）

(2007）  　 (2008）

・売　上　高： 　　　　465億円

・営業利益額：　　　　　45億円
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(5）対処すべき課題

　情報サービス産業の事業環境は、競争の激化、急速な技術革新など、常に変化し続けております。このような事業

環境のもと、お客さまにご満足いただけるサービスを提供するための技術力の強化とともに、コスト削減や信頼性・

安全性・効率性の向上に対する不断の努力が重要であると考えております。

　セキュリティ面では、支社を含めた全国13拠点で、国際基準適合の情報セキュリティマネジメントシステム

ＩＳＭＳ（注10）の認定を受け、また、情報セキュリティの中でも極めて重要である個人情報保護については、プラ

イバシーマーク制度の認定を受けております。これらを基本に教育・啓発や監査を継続的に行うことで、セキュリティ

を企業文化として定着させることが重要であると考えております。

　ソフトウェア開発プロセスの改善においては、国際的に評価の高いＣＭＭＩ（注9）レベル2を2本部、レベル3を1本

部で達成しており、さらに上位のレベル4～5の取得をめざしております。一方、アウトソーシング事業では、既に国

際規格のISO9001：2000年版（注11）を取得し、開発面あるいは運用面での品質管理レベルの向上に努めております。

　一方、企業に求められる社会的責任のひとつである環境保全につきましては、主力データセンターである高津事業

所ならびに赤坂本社事務所において国際環境規格である環境マネジメントシステムISO14001（注12）を導入するなど、

環境保全に対するさまざまな活動を全社的に実施しております。今後も、さらにこの活動を充実させ、環境面に配慮

したサービスを提供できる体制を整備してまいります。

(6）親会社等に関する事項

ア．親会社等の商号等

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の

議決権所有割合
親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所等

日立ソフトウェア

エンジニアリング㈱

上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社
23.4％ 東京証券取引所　市場第一部

㈱日立製作所
上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社

間接所有

23.4％

国内上場取引所

東京、大阪、名古屋、福岡、札幌

海外上場取引所

ニューヨーク

イ．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

　親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きい会社は、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（以下、

日立ソフト㈱）であります。同社は当社と資本・業務提携を行っており、現在当社発行済株式総数の20.5%を所有し

ております。当社は同社の持分法適用の関連会社であります。

ウ．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・

　　資本的関係

　当社および日立ソフトグループは、情報システムの開発から運用・保守までのトータルなサービス提供を実現し

ております。当社は、同社グループで唯一運用に関する事業を行う体制、設備、ノウハウ、実績を有しており、互

いの強みを活かした仕事の発展・拡大に取り組んでおります。

　トータルサービスを提供するためには、同社グループとの密接な情報共有と協力関係を築く必要があります。こ

のような目的から同社に対して取締役ならびに監査役の就任を要請しております。

役職 氏名 親会社等企業での役職および要職 就任理由

非常勤取締役 小川　健夫

日立ソフト㈱相談役、日立ビジネス

ソリューション㈱取締役、㈱よみう

りコンピュータ代表取締役会長

豊富な経験を当社経営の意思決定に

資するとともに、同社グループとの

経営情報の共有を図るため

非常勤監査役 清水　徹 日立ソフト㈱執行役
豊富な経験を当社監査精度の向上に

資するため

 （注）当社の取締役12名、監査役4名のうち、親会社等企業との兼任役員は、当該2名です。
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エ．親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社は、今後も同社グループとの密接な協力関係を保ちながら事業展開を推進する方針であります。当社と同社

グループとは得意分野が明確に分かれており、親会社兼務役員の就任状況は、独自の経営判断を妨げるほどのもの

ではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

(7）その他、経営上の重要な事項

　特筆すべき事項はありません。

【用語解説】

注５　ソリューションソフト

　当社が保有する優れたソフトウェア資産およびノウハウを特定の業種・業態向けにパッケージまたはツールとい

う形にして商品化したものの独自呼称。これ自体の単純販売は目的にせず、開発から運用までのトータルサービス

や問題解決のツールのひとつとして位置付けている。当社のソリューションサービスの中核を担うソフトウェアで

ある。

注６　WebRings（ウェブリングス）

 当社が独自開発したウェブ型の総合行政システムの商標名で、電子自治体を実現するソリューションソフト。電子

自治体で必要な業務を、業界に先駆け、すべてウェブコンピューティング技術で構築。電子行政へのスムースな移

行はもちろん、従前の汎用機（ホストコンピュータ）やクライアントサーバによる方式に比べ、柔軟性や経済性が

飛躍的に向上している。

注７　DiningBell（ダイニングベル）

　当社が独自開発したソリューションソフト。レストランなどの外食産業から総菜やお弁当等の中食産業までさま

ざまなフードビジネスに適用できる。販売予測を的確に掴み適正発注をすることで機会損失防止や食材ロス率の減

少等コスト削減を実現する。

注８　GoodPar（グッパー）

　当社の運用ノウハウを凝縮したソリューションソフト。運用資源管理の他に、紙で行われていた各種資源情報を

独自機能で蓄積。ネットワーク構成図やプロセスフロー等をデータベース化し、運用部門、開発部門間の重複作業

によるミスや時間ロスを防止できる。

注９　CMMI（シー・エム・エム・アイ）：Capability Maturity Model Integrationの略

　情報セキュリティ管理の国際標準に基づき作られた情報セキュリティマネジメントシステムの適合評価制度で経

済産業省から公表された。「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に替わる新制度で、

最新の技術革新に対応している。

注10　ISMS（アイ・エス・エム・エス）：Information Security Management Systemの略

　情報セキュリティ管理の国際標準に基づき作られた情報セキュリティマネジメントシステムの適合評価制度で経

済産業省から公表された。「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に替わる新制度で、

最新の技術革新に対応している。

注11　ISO9001：2000年版

　国際標準化機構（ISO）が定めた品質マネジメントシステムの国際規格。従来のISO9001は、主に製造品の「品質

保証」を規格するものだったが、2000年版で大きな見直しが行われ、サービス全般に及ぶ「品質向上のための経営

管理システム」を規格するものへと強化されている。

注12　ISO14001

　国際標準化機構（ISO）が定めた環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格。地球環境保護のため環境負荷の

継続的低減をめざす組織が、この規格の要求事項を満足するEMSを構築し、第三者機関による審査を経て認証される。
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３．経営成績および財政状態
(1）経営成績

①　当中間期の経営成績

◆当社グループを取り巻く環境

　当中間期の情報サービス産業は、景気の持続に伴う需要の拡大が見られ、特に金融機関向けなどでは要員の逼

迫が起きるなど、事業環境の改善が続いております。しかしながら、短納期、低価格、高品質への要請の強まり

や提案の高度化など、お客さまの厳しいニーズへの対応が求められております。

　このような市場環境の下で当社グループは、中期経営計画にしたがって、公共、金融、産業の各分野において

ターゲットを絞り込むとともに、強い需要がある分野には積極的に人的資源をシフトするなど機動的な事業活動

を展開いたしました。

◆業績の概況

　当中間期の業績は、金融機関からのシステム開発受注の増加、地方自治体向け事業の好転、およびグループ会

社の貢献などにより、売上高は前中間期比12.4%増、期初計画比4.6%増の192億45百万円となりました。

　一方、売上原価の改善ならびに販売管理費の抑制に努めたことにより、営業損益は、前中間期より12億53百万

円改善し、4億38百万円の営業損失。経常損益は、前中間期より11億86百万円改善し4億76百万円の経常損失とな

りました。どちらも、ほぼ期初計画どおりの成果を得ることができました。

　これらの結果、中間純損失は3億56百万円となり、前中間期に計上した31億4百万円の中間純損失から大幅に改

善いたしました。

◆事業部門別の概況

　情報処理・通信サービス部門は、前中間期とほぼ横ばいの71億52百万円となりました。東京および大阪地区に

おいてデータセンターの整備・強化を実施しましたが、業務の稼働計画に遅れが出たため、期初計画には若干届

きませんでした。下期からは稼働率が向上していくと考えております。

　ソフトウェア開発部門は、損害保険会社向けシステム再編に伴うソフトウェア開発の増加をはじめ、銀行、証

券など金融全般において堅調に推移しました。これらにより売上高は、前中間期比14億3百万円増（同25.7%増）

の68億64百万円と大きく拡大いたしました。

　一方、システム提供サービス部門は、ようやく回復基調に入った地方自治体向け事業において導入作業の増加

や福祉関係の新法施行需要などにより2期振りに増収に転じました。その結果、前中間期比5億58百万円増（同

19.0%増）の34億87百万円と大幅に改善いたしました。

　その他システム関連サービスでは、新たに当社グループに加わった子会社が貢献し、前中間期比1億71百万円増

（同10.9%増）の17億41百万円と拡大いたしました。

事業部門別売上高

事業部門

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

対前年
中間期
増減率
（％）

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

情報処理・通信

サービス
7,152 37.2 7,167 41.8 △0.2 14,889 39.1

ソフトウェア開発 6,864 35.7 5,460 31.9 25.7 11,724 30.8

システム提供

サービス
3,487 18.1 2,929 17.1 19.0 8,060 21.2

その他システム

関連サービス
1,741 9.0 1,570 9.2 10.9 3,370 8.9

合計 19,245 100.0 17,128 100.0 12.4 38,044 100.0
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◆業種別の動向

　地方自治体向け事業を中心とする公共分野の売上高は、前中間期比52.9%増と大きく拡大し50億57百万円となり

ました。これは、主力であるWebRingsの受注回復に伴って導入作業が増加してきたこと、福祉関係の新法施行に

備えたシステム需要増などによるものです。しかしながら、収益を出せるまで売上高は回復しておりません。正

常に復するまでにはもう少し時間がかかるものと判断しております。

　金融分野では、銀行、証券、保険のいずれも堅調に推移いたしました。特に損害保険会社や証券会社向け事業

が拡大しました。その結果、売上高は、前中間期比25.7%増の71億9百万円となりました。下期からは銀行向けシ

ステム再編の開発が本格化するなど、当社グループのお客さまである金融機関の情報化投資は活発で、当面需要

拡大が続くものと思われます。

　産業分野では、前中間期にあったサービス業や製造業向けの開発案件が終了した影響があったこと、また、需

要の強い金融分野に向けて積極的に人員シフトを実施したことなどにより、前中間期比13.3%減の70億77百万円に

留まりました。

◆グループ会社の減少

　6月末に、株式会社エス・イー・エィの当社所有株式を株式会社テラバイトへ売却いたしました。同社はコン

ピュータによる技術解析という特殊な分野を市場としており、同じ分野をターゲットとするテラバイト社へ売却

したものです。なお、エス・イー・エィ社の前年度売上高は約3.7億円と小規模であることから、売却による当期

計画への影響はありません。

②　通期の見通し

◆通期業績の見通し

　原油高などが懸念されますが、下期も景気は底堅く、企業の活発な情報化投資が続くものと思われます。当社の

主要顧客である複数の金融機関では引き続き旺盛な情報化投資が予定されており受注拡大が見込まれます。一方、

地方自治体向け事業は、確実に回復基調に戻りつつありますが、新たな案件の確保に若干の遅れが出ております。

この要因は、受注規模の大型化に伴って、商談期間が長期化する傾向にあること、受注後も稼働までにより多くの

期間を要することなどがあげられます。このため、当期に見込んでいた売上の一部が次期にずれ込む見通しです。

　これらと当中間期の業績を勘案し、平成19年3月期通期連結業績の前回発表予想（平成18年4月24日付決算短信）

を変更し、次のように見込んでおります。

【連結】

売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

前回発表予想(A) 43,100 2,000 1,030

今回発表予想(B) 43,300 1,650 800

増減額(B-A) 200 △350 △230

増減率 0.5 ％ △17.5 ％ △22.3 ％

前期実績 38,044 △1,848 △3,221

【個別】＜ご参考＞

売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

前回発表予想(A) 34,800 1,350 760

今回発表予想(B) 35,000 1,150 680

増減額(B-A) 200 △200 △80

増減率 0.6 ％ △14.8 ％ △10.5 ％

前期実績 30,302 △2,656 △3,635
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　部門別には、情報処理・通信サービスは、ハウジング、ホスティング、大量出力業務、災害対策からフルアウ

トソーシングまで、当社の総合力を活かしたトータルサービスを展開することでデータセンターの稼働率を高め

てまいります。ソフトウェア開発は、引き続き金融機関向け開発を中心に増収を見込んでおります。この達成に

は、需要をタイムリーに受け止められる体制作りが不可欠であると考えます。システム提供サービスでは、地方

自治体向け事業の売上高を拡大しつつ原価低減に努め黒字化をめざします。オープン化は一部の先進団体による

試行段階を終え、これから本格的な普及が始まります。他社との競争に勝ち残り受注を拡大すること、前期に原

価増となった諸問題対策の完遂することが計画達成の重要なポイントになると考えております。

【見通しに関する留意事項】

　本資料における業績の見通しは、当社が発表日現在で入手可能な情報による判断、仮定、および確信に基づく

ものです。今後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確定要因や潜在

的リスク等によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。業績に影響を及ぼす可能性のある主たるリ

スクには以下のようなものがあります。

１）開発サービス提供で不採算案件が生じるリスク

　受注ソフトウェア開発及びソフトウェア製品開発などにおいて納期遅延や品質劣化が発生し、その回復費

用により不採算案件が生じるリスクがあります。その発生原因としては、新規領域への参入、新規技術への

取り組み、仕事と技術者スキルの不一致、開発物に対するお客さまや開発者間での認識不一致、試験不足、

ソフトウェア本来の性質の一つである不完全性の存在などさまざまな要因があげられます。これらを回避す

るために当社では、ISO9001やCMMIなどの品質基準を導入するとともに、プロジェクト管理、品質管理の向上

と技術者教育に取り組んでおります。

２）運用サービス提供に支障が発生するリスク

　アウトソーシングなど運用サービスにおいて、システムダウンや回線障害が発生し、お客さまの事業が停

止もしくは中断した場合、当社が損害賠償請求を受けるリスクや情報サービス企業として信用を失墜するリ

スクがあります。その発生原因としては、災害、ハードウェアの故障、OSやアプリケーションソフトウェア

の不具合、運用ミス、停電や回線不通、ウィルスの侵入、ハッカーによる攻撃などさまざまな要因があげら

れます。これらを回避するために当社では、ISO9001の品質基準を導入するととともに、バックアップ機能の

充実・運用ツールの強化等の設備投資、運用管理の向上、技術者教育などに絶えず取り組んでおります。

３）情報漏洩のリスク

　当社は、運用あるいは開発のためにお客さまから個人や顧客情報を含んだ情報資産を預かっております。

それらの情報が漏洩した場合、お客さまから損害賠償請求を受けるリスクや情報サービス企業として信用を

失墜するリスクがあります。その発生原因としては、システム設計上または運用上のセキュリティ対策の不

備、不正・犯罪、誤操作・過失、障害・災害などさまざまな要因があげられます。これらを回避するために

当社では、ISMSやプライバシーマークの認定取得とともに、ISMS委員会、個人情報保護委員会を設置し責任

体制を明らかにした上で、設備、ルール、教育など総合的な対策を実施しております。なお、当社は、社外

有識者による「アイネス情報セキュリティアドバイザリーボード」を設置し、当社の施策全般についての評

価および提言を受けております。

４）財務上のリスク

　当社では、長期的な取引関係を維持するために、一部の取引先企業の株式を保有しております。また、余

裕資金の安定運用のため金融商品を保有しております。これらの金融資産については、投資先企業の業績や

市場環境により、資産価値が変動する場合があります。資産価値が下落した場合には、公正妥当とされる会

計基準および当社の規定する基準に従い、相当額の減損による損失が発生するリスクがあります。金融資産

の価格変動リスクに対しては、資産内容の見直しおよび余裕資金の安定運用に努めてまいります。

③　配当について

　期初に発表いたしましたとおり、当中間期の配当は中間純利益が赤字のため誠に遺憾ではございますが、見送り

とさせていただきます。しかしながら、当期末には1株当たり7円50銭の復配を予定しております。よって、年間配

当金は7円50銭となる予定です。
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(2）財政状態

　当中間期における財政状態は、総資産が646億17百万円と、前期末に比べ14億7百万円の減少となりました。中間純

損失および自己株式取得に伴う純資産の減少が主な要因です。また、当期にグループ会社から外れた株式会社エス・

イー・エィの財政状態に与える影響は僅少です。

　流動資産は、279億19百万円と12億7百万円減少いたしました。売掛債権が前期末に比べ大きく減少したことが主な

要因です。固定資産は2億円減少し、366億98百万円となりました。

　一方、流動負債は、買掛金をはじめとする仕入債務が減少し、56億92百万円と6億58百万円の減少となりました。固

定負債は、1億68百万円増加し80億90百万円となりました。

　前期末と当中間期末の自己資本を比較すると、中間純損失および自己株式取得により9億8百万円減少いたしました。

なお、当中間期の自己株式取得は5億円を実施いたしました。

　当中間期における連結キャッシュ・フローは次のとおりです。

　営業活動によるキャッシュ・フローは前中間期とほぼ同じ水準となりましたが、投資活動・財務活動によるキャッ

シュ・フローをあわせて、20億13百万円の減少となり、現金および現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、

131億56百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　売掛債権の回収などをはじめ営業利益による資金収入により、営業活動により得られた資金は、9億77百万円と

なりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　ソリューションソフトへの開発投資や、データセンターへの投資を行った結果、投資活動により使用した資金

は、24億54百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　自己株式取得を実施したことにより、財務活動に使用した資金は、5億36百万円となりました。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりです。

平成15年
９月期

平成16年
９月期

平成17年
９月期

平成18年
９月期

自己資本比率（％） 80.6 79.9 79.3 78.4

時価ベースの自己資本比率（％） 65.4 65.6 54.9 56.2

債務償還年数（年） 0.1 0.2 0.3 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 524.1 360.2 176.2 670.5

注）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

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負

債は、連結貸借対照表に計上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。また、利払いにつきまし

ては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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４．中間連結財務諸表等
（１）中間連結財務諸表

① 中間連結貸借対照表

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期比
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 8,301 10,299 △1,998 9,569

２．受取手形
及び売掛金

7,929 9,454 △1,524 7,017

３．有価証券 65 ― 65 ―

４．たな卸資産 4,014 2,315 1,698 1,928

５．前払費用 405 413 △8 387

６．繰延税金資産 2,089 1,482 607 1,502

７．預け金 5,000 5,000 ― 6,500

８．その他 159 209 △50 1,305

　　貸倒引当金 △46 △50 4 △35

(流動資産合計) 27,919 43.2 29,126 44.1 △1,207 28,176 42.9

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1) 建物及び構築物 ※１ 18,041 17,676 365 17,437

(2）工具器具
及び備品

4,724 4,834 △110 4,615

(3) 土地 ※１ 11,322 11,322 ― 11,322

(4）減価償却累計額 △11,285 △11,029 △256 △10,666

(有形固定資産合計) 22,803 22,804 △0 22,709

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 4,722 5,027 △305 5,559

(2）その他 69 74 △4 77

(無形固定資産合計) 4,791 5,101 △310 5,637

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 1,198 911 286 1,598

(2）長期前払費用 739 636 102 559

(3）繰延税金資産 5,716 5,956 △239 5,739

(4）長期性預金  200 200 ― ―

(5）その他  1,251 1,291 △40 1,335

　　貸倒引当金 △3 △3 0 △3

(投資その他の
資産合計)

9,102 8,991 110 9,228

(固定資産合計) 36,698 56.8 36,898 55.9 △200 37,574 57.1

資産合計 64,617 100.0 66,024 100.0 △1,407 65,751 100.0

 

－ 9 －



当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期比
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 1,879 2,449 △570 1,961

２．短期借入金 120 120 ― 120

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※１ 60 66 △6 78

４．未払費用 1,186 1,150 36 1,098

５．未払法人税等 267 296 △29 263

６．未払消費税等 142 193 △50 108

７．前受金 307 249 57 266

８．賞与引当金 1,207 1,113 94 1,261

９．その他 521 711 △190 446

(流動負債合計) 5,692 8.8 6,351 9.6 △658 5,605 8.5

Ⅱ　固定負債  

１  社債  ― 50 △50 ―

２．長期借入金 ※１ ― 39 △39 71

３．退職給付引当金 7,216 6,969 246 6,896

４．役員退職慰労
引当金

330 301 29 264

５．その他 543 560 △17 579

(固定負債合計) 8,090 12.5 7,922 12.0 168 7,812 11.9

負債合計 13,782 21.3 14,273 21.6 △490 13,417 20.4

－ 10 －



当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期比
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（少数株主持分）  

少数株主持分 ― ― 168 0.3 △168 170 0.3

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ― ― 31,457 47.6 △31,457 31,457 47.8

Ⅱ　資本剰余金 ― ― 26,237 39.7 △26,237 26,237 39.9

Ⅲ　利益剰余金 ― ― △324 △0.5 324 △207 △0.3

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

― ― 148 0.2 △148 186 0.3

Ⅴ　自己株式 ― ― △5,937 △9.0 5,937 △5,511 △8.4

資本合計 ― ― 51,582 78.1 △51,582 52,162 79.3

負債、少数株主持分及
び資本合計

― ― 66,024 100.0 △66,024 65,751 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

　１．資本金 31,457 48.7 ― ― 31,457 ― ―

　２．資本剰余金 24,951 38.7 ― ― 24,951 ― ―

　３．利益剰余金 592 0.9 ― ― 592 ― ―

　４．自己株式 △6,438 △10.0 ― ― △6,438 ― ―

(株主資本合計) 50,563 78.3 ― ― 50,563 ―  

Ⅱ　評価・換算差額金等  

　１．その他有価証券
　評価差額金

110 0.2 ― ― 110 ― ―

(評価・換算差額金等
合計)

110 0.2 ― ― 110 ― ―

Ⅲ　新株予約権　　　 2 0.0 ― ― 2 ― ―

Ⅳ　少数株主持分 158 0.2 ― ― 158 ― ―

純資産合計 50,834 78.7 ― ― 50,834 ― ―

負債及び純資産合計 64,617 100.0 ― ― 64,617 ― ―
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② 中間連結損益計算書

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前
中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 19,245 100.0 17,128 100.0 2,117 38,044 100.0

Ⅱ　売上原価 17,291 89.8 16,383 95.7 908 35,224 92.6

売上総利益 1,954 10.2 745 4.3 1,209 2,819 7.4

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

※１ 2,393 12.4 2,437 14.2 △44 4,755 12.5

営業損失 438 △2.2 1,692 △9.9 △1,253 1,935 △5.1

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 17 4 12 164

２．受取配当金 7 45 △37 61

３．不動産賃貸収入 12 20 △7 36

４．持分法による
投資利益

1 ― 1 ―

５．その他 12  22  △9 39  

 　営業外収益合計 51 0.3 92 0.6 △41 302 0.8

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 1 4 △3 6

２．出資金運用費用 1 20 △18 22

３．持分法による
投資損失

― ― ― 38

４．不動産賃貸費用 63 30 33 64

５．固定資産維持費用 12 ― 12 72

６．その他 10 8 2 11

 　営業外費用合計 89 0.5 63 0.4 26 215 0.6

経常損失 476 △2.4 1,663 △9.7 △1,186 1,848 △4.9

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券
売却益

30 813 △783 1,006

２．会員権売却益 ― 9 △9 ―

３．貸倒引当金戻入益 0 0 0 0

４．関係会社適格年金制
度廃止差益

7 ― 7 ―

５．その他 6 2 3 11

 　特別利益合計 44 0.2 825 4.8 △781 1,018 2.7

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※２ 10 55 △44 68

２．投資有価証券
売却損

― 15 △15 24

３．投資有価証券評価損 15 51 △36 65

４．会員権評価損 ― 1 △1 6

５．ソフトウェア
除却損

 ― 2,097 △2,097 2,097

６．たな卸資産処分損  ― 2,110 △2,110 2,110

７．事業所移転費用  48 ― 48 ―

８．その他 3 23 △19 56

 　特別損失合計 77 0.4 4,356 25.4 △4,278 4,429 11.6

税金等調整前中間
(当期)純損失

509 △2.6 5,193 △30.3 △4,683 5,259 △13.8

法人税、住民税及び
事業税

201 177 24 402

法人税等調整額 △349 △2,262 1,912 △2,434

 △148 △0.8 △2,085 △12.2 1,937 △2,032 △5.3

少数株主損失 5 △0.0 3 △0.0 1 5 △0.0

中間(当期)純損失 356 △1.8 3,104 △18.1 △2,748 3,221 △8.5

－ 12 －



③ 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 　中間連結剰余金計算書  

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 26,237 26,237

Ⅱ　資本剰余金減少高

１．自己株式処分差損 ― ― 0 0

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高 26,237 26,237

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,142 3,142

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．中間（当期）純損失 3,221 3,104

２．配当金 233 233

３．役員賞与 11 3,466 11 3,349

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残高 △324 △207

－ 13 －



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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31日　残高

（百万円）
31,457 26,237 △324 △5,937 51,433

中間連結会計期間中の変動額

資本剰余金から

利益剰余金への振替額
 △1,286 1,286  ―

役員賞与   △12  △12

中間純損失   △356  △356

自己株式の取得    △500 △500

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
― △1,286 917 △500 △869

平成18年９月30日　残高

（百万円）
31,457 24,951 592 △6,438 50,563

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
148 148 ― 168 51,751

中間連結会計期間中の変動額

資本剰余金から

利益剰余金への振替額
    ―

役員賞与     △12

中間純損失     △356

自己株式の取得     △500

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)
△38 △38 2 △10 △46

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△38 △38 2 △10 △916

平成18年９月30日　残高

（百万円）
110 110 2 158 50,834

－ 14 －



④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30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４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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)純損失 △509 △5,193 △5,259

減価償却費 2,090 2,078 4,241

賞与引当金の増減額 100 139 △8

退職給付引当金の増減額 253 193 266

役員退職慰労引当金の増減額 29 △113 △76

受取利息及び配当金 △24 △49 △226

支払利息 1 4 6

持分法による投資損益 △1 － 38

出資金運用費用 1 20 22

投資有価証券売却損益 △30 △797 △982

固定資産除却損 10 55 68

投資有価証券評価損 15 51 65

会員権評価損 － 1 6

ソフトウェア除却損 － 2,097 2,097

たな卸資産処分損 － 2,110 2,110

売上債権の増減額 1,578 1,790 △663

たな卸資産の増減額 △1,700 △1,290 △1,678

その他の営業資産の増減額 △60 △398 429

仕入債務の増減額 △605 △262 314

その他の営業負債の増減額 61 155 31

役員賞与の支払額 △12 △11 △11

その他 24 151 497

小計 1,220 731 1,289

利息及び配当金の受取額 17 49 226

利息の支払額 △1 △4 △6

法人税等の還付額 － 261 216

法人税等の支払額 △259 △235 △372

営業活動によるキャッシュ・フロー 977 802 1,353

－ 15 －



当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30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４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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純増減額 △79 △20 △21

長期性預金預入による支出 － － △200

有形固定資産の取得による支出 △665 △575 △1,124

無形固定資産の取得による支出 △1,100 △1,600 △2,644

長期前払費用の支出 △249 △152 △321

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

－ △100 △100

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による支出

△55 － －

投資有価証券の取得による支出 △368 △4 △154

投資有価証券の売却による収入 56 2,635 3,788

貸付金の純増減額 2 △5 0

その他 5 24 80

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,454 202 △696

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

社債発行による収入 － － 50

長期借入による収入 － 120 －

長期借入金の返済による支出 △30 △273 △198

配当金の支払額 △1 △233 △235

自己株式買取による支出 △500 △251 △677

ストックオプションの行使による
収入

－ 0 0

その他 △3 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △536 △639 △1,062

Ⅳ　現金及び現金同等物に係わる
換算差額

－ 0 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △2,013 365 △405

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 15,170 15,575 15,575

Ⅶ　現金及び現金同等物
中間期末(期末)残高

※1 13,156 15,941 15,170

－ 16 －



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
当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社７社はすべて連結されてお

ります。

　連結子会社名は㈱ＫＤＳ、㈱アイ・

エス・エス、㈱シー・オー・シー、

㈱ＩＮＰＭ、㈱ＤＡＣＳ、㈱ＳＫサ

ポートサービス、新日本システム・

サービス㈱であります。

　前連結会計年度まで連結子会社で

ありました㈱エス・イー・エィは、

当中間連結会計期間に保有株式の全

てを売却し、子会社に該当しなくなっ

たため、連結の範囲から除いており

ます。

　子会社８社はすべて連結されてお

ります。

　連結子会社名は㈱ＫＤＳ、㈱エス・

イー・エィ、㈱アイ・エス・エス、

㈱シー・オー・シー、㈱ＩＮＰＭ、

㈱ＤＡＣＳ、㈱ＳＫサポートサービ

ス、新日本システム・サービス㈱で

あります。

　新日本システム・サービス㈱につ

いては、当中間連結会計期間におい

て新たに株式を取得したことにより

当中間連結会計期間より連結の範囲

に含めることといたしました。

　㈱ＤＡＩＣＯＭは、平成17年４月

１日に㈱ＤＡＣＳに吸収合併された

ため、連結の範囲から除いておりま

す。

　子会社８社はすべて連結されてお

ります。

　連結子会社名は㈱ＫＤＳ、㈱エ

ス・イー・エィ、㈱アイ・エス・エ

ス、㈱シー・オー・シー、㈱ＩＮＰ

Ｍ、㈱ＤＡＣＳ、㈱ＳＫサポート

サービス、新日本システム・サービ

ス㈱であります。

　新日本システム・サービス㈱につ

いては、当連結会計年度において新

たに株式を取得したことにより当連

結会計年度より連結の範囲に含める

ことといたしました。

　㈱ＤＡＩＣＯＭは、平成17年４月

１日に㈱ＤＡＣＳに吸収合併された

ため、連結の範囲から除いておりま

す。

２．持分法の適用に関する

事項

　持分法を適用した関連会社は１社、

エム・シー・エス㈱であります。

　関連会社 ㈱東京海上日動コミュニ

ケーションズに対する投資額につい

ては、当期純損益及び利益剰余金等

のうち持分に見合う額の合計額が、

当社の中間純損益、連結子会社の中

間純損益及び利益剰余金等のうち持

分に見合う額の合計額に対し、いず

れも重要性が乏しいため持分法を適

用せず、原価法により評価しており

ます。

　持分法適用の関連会社はありませ

ん。

　関連会社 ㈱東京海上日動コミュ

ニケーションズに対する投資額につ

いては、当期純損益及び利益剰余金

等のうち持分に見合う額の合計額が、

当社の中間純損益、連結子会社の中

間純損益及び利益剰余金等のうち持

分に見合う額の合計額に対し、いず

れも重要性が乏しいため持分法を適

用せず、原価法により評価しており

ます。

　持分法を適用した関連会社は１社、

エム・シー・エス㈱であります。エ

ム・シー・エス㈱については、当連

結会計年度において新たに株式を取

得したことにより当連結会計年度よ

り持分法を適用しております。

　関連会社 ㈱東京海上日動コミュニ

ケーションズに対する投資額につい

ては、当期純損益及び利益剰余金等

のうち持分に見合う額の合計額が、

当社の当期純損益、連結子会社の当

期純損益及び利益剰余金等のうち持

分に見合う額の合計額に対し、いず

れも重要性が乏しいため持分法を適

用せず、原価法により評価しており

ます。

３．連結子会社の中間決算日

(決算日）等に関する事項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 　すべての連結子会社の会計年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。
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項目
当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

ａ．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(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

①　有価証券

ａ．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、

移動平均法により算定）

①　有価証券

ａ．その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

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　たな卸資産

ａ．仕掛品　個別法による原価法

ｂ．貯蔵品　最終仕入原価法

②　たな卸資産

ａ．仕掛品　　 同左

ｂ．貯蔵品　　 同左

②　たな卸資産

ａ．仕掛品　　 同左

ｂ．貯蔵品　　 同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(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

ａ．総合研究所・赤坂本社事務所・

高津事業所・幕張事業所の建物及

び子会社の建物の一部

　定額法

①　有形固定資産

ａ．総合研究所・赤坂本社事務所・

高津事業所・幕張事業所の建物及

び子会社の建物の一部

同左

①　有形固定資産

ａ．総合研究所・赤坂本社事務所・

高津事業所・幕張事業所の建物及

び子会社の建物の一部

同左

ｂ．特定の契約に基づく専用設備

　定額法

 ──────  ──────

ｃ．その他の有形固定資産

　定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

　　　　　　　5～63年

工具器具及び備品

　　　　　　　4～20年

ｂ．その他の有形固定資産

同左

ｂ．その他の有形固定資産

同左

②　無形固定資産 ②　無形固定資産 ②　無形固定資産

ａ．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

ａ．自社利用のソフトウェア

同左

ａ．自社利用のソフトウェア

同左

ｂ．市場販売目的のソフトウェア

　見込販売本数に基づく償却額と

残存有効期間に基づく均等配分

額のいずれか大きい額。

　見込有効期間は３年以内であり

ます。

ｂ．市場販売目的のソフトウェア

同左

ｂ．市場販売目的のソフトウェア

同左

ｃ．その他の無形固定資産

　定額法

ｃ．その他の無形固定資産

同左

ｃ．その他の無形固定資産

同左
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項目
当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

③　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年均等償

却

③　少額減価償却資産

同左

③　少額減価償却資産

同左

④　長期前払費用

　定額法

④　長期前払費用

同左

④　長期前払費用

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準 (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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度の賞与支給見

込額のうち当中間連結会計期間に

帰属する部分の金額を計上してお

ります。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、翌期の賞与支給見込額のうち

当期に帰属する部分の金額（実際

支給見込基準）を計上しておりま

す。

③ 役員賞与引当金

 （会計処理の変更）

　当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

　なお、当中間連結会計期間末に

おいて、支給見込額を合理的に見

積ることが困難であるため、引当

計上しておりません。

 ──────  ──────
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項目
当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)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　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

において発生していると認めら

れる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）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。

⑤　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出に備

えるため、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。

(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

同左

(ニ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）その他中間連結財務諸表作成

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。

(ホ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

同左

(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

①　消費税等の会計処理

同左

５．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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
 至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は50,673百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

────── ──────

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号　平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号

　平成18年５月31日）を適用しており

ます。

　これにより営業損失、経常損失及び

税金等調整前中間純損失は、それぞれ

２百万円増加しております。

────── ──────
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表示方法の変更

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

────── （中間連結貸借対照表）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律

第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指

針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月15日付け

で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間から投資事

業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証券取引

法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)を投資

有価証券として表示する方法に変更いたしました。

　なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券」に含まれ

る当該出資の金額は205百万円であり、前中間連結会計期

間における固定資産「出資金」に含まれる当該金額は1,479

百万円であります。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日）

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日）

前連結会計年度
(平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物及び構築物 122百万円

土地 150

合計 272

建物及び構築物 125百万円

土地 150

合計 275

建物及び構築物 124百万円

土地 150

合計 274

　上記物件について、一年内返済

予定長期借入金60百万円の担保に

供しております。

　上記物件について、一年内返済

予定長期借入金60百万円、長期借

入金60百万円の担保に供しており

ます。

　上記物件について、一年内返済

予定長期借入金60百万円、長期借

入金30百万円の担保に供しており

ます。

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３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。

給与・賞与・手当 980百万円

賞与引当金繰入額 166

退職給付費用 71

福利厚生費 173

研究開発費 102

営業支援費 80

給与・賞与・手当 954百万円

賞与引当金繰入額 197

退職給付費用 71

福利厚生費 170

研究開発費 98

営業支援費 116

給与・賞与・手当 2,09

8
百万円

賞与引当金繰入額 163

退職給付費用 130

福利厚生費 348

研究開発費 193

営業支援費 206

※２　固定資産除却損の内訳

工具器具及び備品 10百万円

※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1百万円

工具器具及び備品 53

合計 55

※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 3百万円

工具器具及び備品 65

合計 68

－ 22 －



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 51,895 ― ― 51,895

合計 51,895 ― ― 51,895

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 6,007 629 ― 6,636

合計 6,007 629 ― 6,636

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加629千株は、市場買付及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結
会計期間末

残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間
増加

当中間連結
会計期間
減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 2

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 2

 （注）上表の新株予約権は、当中間連結会計期間末現在、権利行使可能なものはありません。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成18年９月30日現在） (平成17年９月30日現在） (平成18年３月31日現在）

百万円

現金及び預金勘定 8,301

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等

△209

ＭＭＦ 65

預け金 5,000

現金及び現金同等物 13,156

百万円

現金及び預金勘定 9,569

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等

△128

預け金 6,500

現金及び現金同等物 15,941

百万円

現金及び預金勘定 10,299

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等

△129

預け金 5,000

現金及び現金同等物 15,170
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（リース取引関係）

  ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 560 744 184

(2) その他 174 174 0

合計 734 919 185

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式及び関連会社株式 137

その他有価証券

非上場株式 140

ＭＭＦ 65

合計 343

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 415 727 311

(2) その他 203 205 2

合計 618 932 314

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 636
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 222 471 249

(2) その他 160 161 1

合計 382 633 250

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 140

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年４

月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

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

（ストック・オプション等関係）

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当連結グループの情報サービス業の

売上高及び営業利益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、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、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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、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）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,119.65円 １株当たり純資産額 1,125.35円 １株当たり純資産額 1,123.81円

１株当たり中間純損失金額 7.82円 １株当たり中間純損失金額 66.68円 １株当たり当期純損失金額 69.74円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

　同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり純

利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間(当期)純損失（百万円） 356 3,104 3,221

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － 13

（うち利益処分による役員賞与金）  （－）  （－）  （13） 

普通株式に係る中間(当期)純損失

（百万円）
356 3,104 3,234

期中平均株式数（千株） 45,592 46,561 46,382

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権５種類(新株

予約権の数3,468個)

新株予約権４種類（新

株予約権の数2,658個）

及び旧商法第210条ノ２

の規定に基づく自己株

式取得方式によるス

トックオプション１種

類（目的となる株式の

数93,000株）

新株予約権４種類（新

株予約権の数2,648個）

及び旧商法第210条ノ２

の規定に基づく自己株

式取得方式によるス

トックオプション１種

類（目的となる株式の

数75,000株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（２）その他

該当事項はありません。
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