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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

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       71,615    △1.7         921    17.6         612    11.7
17年 9月中間期       72,827    △7.3         783    17.7         548   105.9

18年 3月期      162,486－        3,830－        3,012－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期          225   △63.0           8.51－
17年 9月中間期          608   621.0          22.98－

18年 3月期        1,817－          66.72－

(注 )1.持分法投資損益 18年 9月中間期 6百万円 17年 9月中間期           10百万円
18年 3月期           15百万円

2.期中平均株式数(連結)18年 9月中間期     26,489,296株 17年 9月中間期     26,489,844株
18年 3月期     26,489,661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      107,112      59,774     55.8       2,256.57
17年 9月中間期      107,222      58,821     54.9       2,220.52

18年 3月期      118,300      59,933     50.7       2,260.68
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期     26,489,268株 17年 9月中間期     26,489,705株

18年 3月期     26,489,339株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 9月中間期       △2,067       △1,773         △212       31,309
17年 9月中間期       △1,918       △1,236         △159       30,034

18年 3月期        4,471      △2,138         △318       35,362

( 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    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    3     0     1

( 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    0     0     0     0

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      167,000       3,100       1,600

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          60円40銭

※ 上 記 予 想 は 、 本 資 料 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 。
※ 金 額 は 、 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 て 表 示 し て お り ま す 。



１．企業集団の状況

　当社の親会社である富士通㈱は、ＩＴ分野においてインターネットを核としたトータルソリューションビジネスを営

んでおり、富士通グループを形成しております。

　当社グループ（当社、当社の連結子会社３社および関連会社１社。以下同じ。）は、富士通グループに属し、日本国

内において情報ネットワークサービス、保守サービス、コンストラクションサービスを提供しております。

　なお、当社グループは、事業の種類別セグメントを記載していないため、３つの事業部門別に記載しております。

　また、当社連結子会社のうち、国内の証券市場に上場または公開している会社はありません。

〔事業系統図〕

 

顧                         

客 

当                         

社 

連 結 子 会 社 
 
 
エフ・ジェイ・ビー・ 
サプライ㈱ 
 
 
ＦＪＢエージェント㈱ 
 
 
コンテンツ・プランナー㈱ 

 
 

商品の販売 

持分法適用関連会社 

 
ウェブテクノロジー㈱ 

情報システムの販売 

ソフトウェアサービスの提供 

親   会   社 

 
 
富士通㈱ 

親会社の連結子会社等 
 
 
 
 
㈱富士通システムソリュー
ションズ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
富士通リース㈱ 

 
 
 
 
富士通サポートアンドサー
ビス㈱ 

商品の販売 

〔情報ネットワークサービス〕 

サービスビジ

ネスの請負等 

 

商品の仕入 

教育・派遣 

商品の仕入 

ソフトウェア 

の開発 

情報システム 
等の販売 

の開発 

教育・派遣 

ソフトウェア 

リース契約 

保守の請負 

工事の請負 

保守の請負 

機器等の仕入 

〔保守サービス〕 

〔コンストラクションサービス〕 

の開発 

ソフトウェア 

－ 1 －



２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループは、中堅・中小企業や市町村自治体市場を中心に、コンサルティングからネットワーク構築、ソフト

ウェア開発、システムの運用・管理サポートまでを総合的に提供することにより、お客様の抱える問題を解決できる

トータルソリューションプロバイダーを目指して事業活動を展開しております。

　更に、富士通グループの持つソフトウェア、サービス、ハードウェアを組み合わせ、システムインテグレーション

技術を駆使して、お客様に最適のソリューションを提供することにより、「ベストソリューション＆ベストパート

ナー」を実現し、情報社会の発展に寄与することを基本方針としております。

２．利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、株主の皆様への安定的・機動的な配当と、事業基盤の安定・拡充に備えるための内部留

保の充実を総合的に考慮して、決定することを基本方針としております。

  内部留保資金につきましては、新サービスの提供のために活用してまいります。

　また、平成18年５月に施行された会社法により、配当に関する回数制限が撤廃されましたが、当社においては、従

来どおり年２回（中間および期末）の配当を行う予定です。

３．中長期的な経営戦略と対処すべき課題

  当社グループは、平成18年2月に、平成20年度を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画を発表いたしました。その骨

子は、以下のとおりであります。

[基本方針]

　持続的成長を実現する企業への変革

[重点施策]

1)ビジネスゾーン別戦略

　対象市場を明確にし、ビジネスゾーン別に戦略を展開いたします。

①中堅・中小企業向け

　成長分野・地域、成長企業に対し、自社ソリューションの徹底的な展開を図ります。

②自治体向け

　市町村に対し、住民利用者向けソリューションや複数自治体による共同運用アウトソーシングなど、ニーズの高い

ビジネスを展開いたします。

③医療機関向け

　中小規模病院等に対し、電子カルテ、WebAS調剤名人などのコアビジネスを集中展開いたします。

④大手企業向け

　部門・部局、関連会社に対し、ITマネジメントサービスを中心としたソフトサービスを展開いたします。

2)自社ソリューションの徹底強化

　今後の利益成長のため、「WebAS Component」と「ITマネジメントサービス」の二つの自社ソリューションの強化を

進めてまいります。

①「WebAS Component」は、業種・業務別ソリューションの新規開発と、外部ベンダーとのアライアンスによりライン

ナップの充実を図ります。

②「ITマネジメントサービス」は、さらなるサービス強化とメニュー拡大に注力いたします。

3)組織力の強化

　フォーメーションの変革として、次の３点を中心に組織力の強化を図ります。

①営業部門の成長市場への重点配置

②システム部門のプロジェクトマネジメントの強化と生産性向上

③サポートサービス部門の再構築

4)内部統制強化

　業務プロセスの見直し・標準化、より安定性・信頼性・効率性の高いマネジメントシステムの再構築等により、企

業経営の最適効率化、財務報告の信頼性向上、企業の社会的責任、法令遵守の遂行を実現し、企業価値の向上を目指

します。
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［中期経営計画の経営目標値］

 　　平成20年度(2008年度)計画 

 金　額(百万円)

売上高 187,000

 営業利益 5,600

 営業利益率 3.0％

 経常利益 4,400

 純利益 2,200

 

３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1）当中間連結会計期間の概況

  当社グループは、ビジネスゾーン別戦略による事業推進と、自社ソリューションの強化・拡充に重点を置き事業

活動を展開いたしましたが、競争の激化ならびにハードウェア価格の下落とそれに伴う保守料の低下等により、当

中間連結会計期間の受注高は、76,811百万円（前年同期比4.3％減）、売上高は、71,615百万円（同1.7％減）とな

りました。

  損益につきましては、売上総利益率の改善により、営業利益は、921百万円（同17.6％増）、経常利益は、612百

万円（同11.7％増）を計上いたしました。中間純利益は、225百万円（同63.0％減）を計上いたしましたが、前年同

期比の減少は、前年度に、特別利益として投資有価証券売却益550百万円の計上があったことによるものであります。

 ［当中間連結会計期間の概況］  

 

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期 前年同期比 平成18年３月期

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

 受注高 80,297 － 76,811 － △3,486 △4.3 165,712 －

 売上高 72,827 100.0 71,615 100.0 △1,211 △1.7 162,486 100.0

 営業利益 783 1.1 921 1.3 138 17.6 3,830 2.4

 経常利益 548 0.7 612 0.9 64 11.7 3,012 1.9

 特別利益 550 0.8 35 0.0 △515 △93.6 550 0.3

 特別損失 54 0.1 29 0.0 △24 △45.1 119 0.1

 中間(当期)純利益 608 0.8 225 0.3 △383 △63.0 1,817 1.1

〔情報ネットワークサービス〕

　情報ネットワークサービス部門の受注高は、63,581百万円（前年同期比2.8％減）、売上高は、59,520百万円（同

0.4％増）となりました。

  このうち、情報システム部門の売上高は、ハードウェアの価格下落等の影響で、23,176百万円（同4.0％減）と減

少いたしました。一方、ソフトウェアサービス部門の売上高は、36,343百万円（同3.5％増）と増加いたしまし

た。

  自社ソリューションの強化・拡充につきましては、「WebAS Component」の業種・業務別ソリューションの拡充を

行いました。また、「Onestop ITMS」のメニュー拡大を行ったほか、新たに内部統制強化を加えたセキュリティソ

リューションとして、「Security OPT」の提供を開始いたしました。

  中堅・中小企業向けビジネスでは、成長分野・成長企業に対し、投資対効果を明示したコンサルティングを行う

提案型営業により、自社ソリューションの拡販を図りました。

  市町村自治体向けビジネスでは、住民サービスソリューションや自治体の内部情報システムなど、ニーズが高い

分野における拡販に努めましたほか、大型商談の獲得にも注力いたしました。

  医療機関向けビジネスでは、電子カルテ・オーダリングシステムの拡販に努めました。また、ＩＴ化レベルに応
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じたステップアップ提案を推進いたしました。

  大手企業向けビジネスでは、部門・部局のＩＴインフラ構築／運用支援サービスなどを推進し、グループ企業ご

との個別の戦略により、収益性の確保に努めました。

〔保守サービス〕

　保守サービス部門の受注高は、7,361百万円（前年同期比13.7％減）、売上高は、7,332百万円（同13.9％減）と

なりました。

  ハードウェアの価格下落に伴う保守サービス価格の低下により受注・売上とも前年同期を下回りました。

  当上半期は、マネジメントセンターを軸とした、保守作業の迅速化・効率化を図るとともに、ＩＴインフラのス

ペシャリスト育成を進め、構築、導入、展開、運用、セキュリティ、災害時のリカバリー・ダウン対策まで一連の

新しいライフサイクルマネジメントサービスの拡充に努めました。

  また、サービス技術営業の育成によりサービスビジネスの拡販に注力いたしました。

〔コンストラクションサービス〕

  コンストラクションサービス部門の受注高は、5,868百万円（前年同期比7.6％減）、売上高は、4,763百万円（同

5.8％減）となりました。

  大規模工事の減少により、受注・売上とも前年同期を下回りましたが、企業のオフィス移転に伴う関連工事、イ

ンフラ・リニューアル工事、ＩＰ電話工事、情報セキュリティ強化に伴う入退室監視システム工事などの新しいサー

ビスが伸長いたしました。

　また、携帯電話の周波数変更に伴う基地局工事につき、多くの受注をいただきました。

 ［受注の状況］

区分

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期
前年
同期比

平成18年３月期

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

情報システム 26,801 33.4 24,916 32.5 △7.0 55,755 33.7

ソフトウェアサービス 38,612 48.1 38,665 50.3 0.1 80,877 48.8

情報ネットワークサービス計 65,414 81.5 63,581 82.8 △2.8 136,633 82.5

保守サービス計 8,534 10.6 7,361 9.6 △13.7 16,599 10.0

コンストラクションサービス計 6,348 7.9 5,868 7.6 △7.6 12,479 7.5

合計 80,297 100.0 76,811 100.0 △4.3 165,712 100.0

  ［売上の状況］

区分

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期
前年
同期比

平成18年３月期

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

情報システム 24,146 33.2 23,176 32.4 △4.0 55,477 34.1

ソフトウェアサービス 35,114 48.2 36,343 50.7 3.5 79,448 48.9

情報ネットワークサービス計 59,261 81.4 59,520 83.1 0.4 134,925 83.0

保守サービス計 8,511 11.7 7,332 10.2 △13.9 16,570 10.2

コンストラクションサービス計 5,054 6.9 4,763 6.7 △5.8 10,990 6.8

合計 72,827 100.0 71,615 100.0 △1.7 162,486 100.0
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２．財政状態

①主要な資産・負債及び純資産の状況

（資産）

　総資産は前連結会計年度末比で11,188百万円減少しました。

　減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が7,481百万円減少したことであります。これは当社の売上高が年度末に

集中する傾向にあり、対応して売上債権の年度末残高も高水準であったためであります。

　前年同期比で総資産は110百万円減少しました。たな卸資産が効率化により2,835百万円減少した一方、資金運用

により有価証券及び投資有価証券合計で2,928百万円増加したことが主な要因であります。

（負債）

　負債計は前連結会計年度末比で11,028百万円減少しました。

　減少の主な要因は、売上高年度末集中により高水準となっていた支払手形及び買掛金が決済され、8,936百万円減

少したことであります。

　前年同期比では、ハードウェアを中心とした仕入高の減少などの要因により、負債計は1,063百万円減少しました。

（純資産）

　純資産は前連結会計年度末比で159百万円減少しました。

　うち利益剰余金は、中間純利益の計上により225百万円増加した一方、18年3月期の利益処分により261百万円（配

当金211百万円、取締役賞与金50百万円）減少しました。

②キャッシュ・フローの概要
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31,309 

（百万円） 

現金及び 

現金同等物 

期末残高 

当期減少 

△4,053 

  当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動、投資活動及び財務

活動による各キャッシュ・フローがマイナスとなった結果、前連結会計年度末比で4,053百万円減少し31,309百万円

となりました。

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

  営業活動の結果減少した資金は2,067百万円となり、減少額は前年同期比で148百万円拡大しました。

　資金の主な減少要因は、期首に高水準であった仕入債務が決済され8,936百万円減少したことと、法人税等を1,732

百万円支払したことであります。一方で、資金の主な増加要因としては、税金等調整前中間純利益を618百万円計上

したことと、期首に高水準であった売上債権が回収され7,509百万円減少したことが挙げられますが、営業活動全体

では資金の減少となりました。

　資金の減少額が拡大したのは、主に売上債権の減少額（資金の増加）が前年同期を下回ったためであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果減少した資金は1,773百万円となり、減少額は前年同期比で536百万円拡大しました。

　資金運用において、有価証券及び投資有価証券の取得による支出4,381百万円が、同売却による収入3,153百万円

を上回った結果、投資活動全体でも資金の減少となりました。また、同売却による収入が前年同期を473百万円下

回ったことが、資金の減少額拡大の主要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動により減少した資金は212百万円となり、減少額は前年同期比で52百万円拡大しました。

　資金の減少は、ほぼ配当金の支払によるものであります。増配によりその支払額が増加したため、減少額もほぼ

同額拡大しました。

  通期におけるキャッシュ・フローは、業績を反映し営業キャッシュ・フローの増加を予想し、年度末の資金残高

は期首残高に比べ若干の増加を見込んでおります。

［連結キャッシュ・フローの状況］

区分

平成16年９月
中間期

平成17年９月
中間期

平成18年９月
中間期

平成18年３月期

 金額（百万円）  金額（百万円）  金額（百万円）  金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,189 △1,918 △2,067 4,471

財務活動によるキャッシュ・フロー 532 △1,236 △1,773 △2,138

投資活動によるキャッシュ・フロー △159 △159 △212 △318

現金及び現金同等物の増減額 2,562 △3,314 △4,053 2,014

現金及び現金同等物の期末残高 29,811 30,034 31,309 35,362

 ［キャッシュ・フローのトレンド］  

平成16年９月
中間期

平成17年９月
中間期

平成18年９月
中間期

平成18年３月期

自己資本比率（％） 54.3 54.9 55.8 50.7

時価ベースの自己資本比率（％） 34.7 41.5 46.4 47.5

債務償還年数（年） 0.06 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 894.1 － － －

※　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．各指標は、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、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式控除後）により算出して

おります。

３．営業キャッシュ・フローは中間連結（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、中間連結（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、利払いについては、中間連結（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。

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを２倍にし、年額換算しております。
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 ３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。

(1）ソフト開発について

  当社グループは、新技術や知識等を取り入れながら高品質のソフトウェアサービス、ソリューションの提供を心が

け開発にあたっておりますが、新製品や新技術の急速な陳腐化により、技術の優位性を確保できなくなり、当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

  当社グループでは、プロジェクトの進捗管理強化やワークチームの組織化およびプロジェクトマネジメント等の技

術者教育やスキル向上に努めておりますが、システムの複雑化、顧客要求の高度化に加え、価格低下圧力の増大によ

り、収益の低下を招く可能性があります

(2）主要な仕入先の集中によるリスクについて

　当社グループの主要な仕入先として、当社の親会社である富士通(株)があります。当連結会計年度において、当社

グループの仕入高に占める富士通(株)の割合は、57.8％であります。予測不能の不測の事態等により、富士通(株)か

らの製品・サービスの供給が長期にわたり停止した場合に、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3）アウトソーシングビジネスについて

  アウトソーシングビジネスは、サーバ設置、アプリケーション開発、システムの構築・維持等にかかる費用が大幅

に削減できるとともに、短期間での導入、万全のセキュリティ環境を確保することができるサービスとして、顧客に

多くのサービスを提供しております。

  しかしながら、顧客の営業情報を当社の資産で管理し、ネットワークを通じて提供しているため、大規模な災害や

停電、回線障害などの不慮の事故が発生し、かつそのトラブルが長期化した場合、サービスの提供不能やデータベー

ス復旧状況により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、システムへの不正侵入、ウィルスによる攻撃等の危険性が存在しております。

  当社グループでは、このような事態に備え、24時間365日のシステム監視体制、不正アクセスを防ぐファイアウォー

ルや暗号化技術（SSL）などの先進のテクノロジーをはじめ、ウィルスチェック、データバックアップ、情報漏洩防

止などの対策を講じております。

(4）個人情報管理について

  アウトソーシングビジネスをはじめ、ＦＪＢエージェント(株)が営む労働者派遣事業など、それぞれ事業毎に営業

情報・個人情報を保有しており、その情報が外部に漏洩した際には、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。

  当社グループは、情報管理に関する社内規程を整備する一方、全従業員（臨時雇用者を含む。）に対し情報管理に

関する教育を徹底しております。また、使用するコンピュータに適切なアクセス権限の設定を行うとともに、外部接

続可能機器を限定し、万全なセキュリティを施して情報漏洩に細心の注意を払っております。

　４．通期の見通し

　下半期におきましても、ビジネス上の競争は厳しいものと予測されますが、3ヵ年中期計画の初年度として、当社グ

ループは、ビジネスゾーン別戦略や自社ソリューションの強化・拡充等を柱に、成長と利益拡大を図ってまいりま

す。

　通期の業績につきましては、売上高は、167,000百万円（前期比2.8％増）、営業利益は、4,000百万円（同4.4％

増）、経常利益は、3,100百万円（同2.9％増）、当期純利益は、1,600百万円（同11.9％減）を予想しております。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(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)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  9,744  11,592  9,299  

２．受取手形及び売掛金 ※２ 33,864  35,535  43,016  

３．有価証券  1,708  1,600  1,210  

４．たな卸資産  13,278  10,442  10,912  

５．預け金  20,289  19,717  26,063  

６．その他  5,604  2,791  2,870  

７．貸倒引当金  △38  △40  △50  

流動資産合計  84,450 78.8 81,639 76.2 93,322 78.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 3,139  3,146  3,062  

２．無形固定資産  1,661  1,434  1,405  

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  11,654  14,691  14,345  

(2）その他  6,668  6,758  6,753  

(3）貸倒引当金  △353  △558  △588  

投資その他の資産合計  17,970  20,892  20,510  

固定資産合計  22,771 21.2 25,473 23.8 24,978 21.1

資産合計  107,222 100.0 107,112 100.0 118,300 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ※２ 30,403  28,193  37,129  

２．その他  6,987  7,816  9,928  

流動負債合計  37,391 34.9 36,009 33.6 47,057 39.8

Ⅱ　固定負債        

１．退職給付引当金  10,821  11,153  11,088  

２．役員退職慰労引当金  189  175  221  

固定負債合計  11,010 10.2 11,328 10.6 11,309 9.5

負債合計  48,401 45.1 47,338 44.2 58,366 49.3
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前中間連結会計期間
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(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)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金  12,220 11.4 － － 12,220 10.3

Ⅱ　資本剰余金  11,811 11.0 － － 11,811 10.0

Ⅲ　利益剰余金  34,652 32.3 － － 35,701 30.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  142 0.2 －  206 0.2

Ⅴ　自己株式  △4 △0.0 － － △5 △0.0

資本合計  58,821 54.9 － － 59,933 50.7

負債資本合計  107,222 100.0 － － 118,300 100.0

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

 １．資本金  － － 12,220 11.4 － －

 ２．資本剰余金  － － 11,811 11.0 － －

 ３．利益剰余金  － － 35,665 33.3 － －

 ４．自己株式  － － △5 △0.0 － －

株主資本合計  － － 59,691 55.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金  － － 83 0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － 83 0.1 － －

純資産合計  － － 59,774 55.8 － －

負債純資産合計  － － 107,112 100.0 － －
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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）

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
（％）

増減率
(％)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   72,827 100.0  71,615 100.0 △1.7  162,486 100.0

Ⅱ　売上原価   61,168 84.0  59,499 83.1 △2.7  136,592 84.1

売上総利益   11,659 16.0  12,116 16.9 3.9  25,893 15.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  10,875 14.9  11,194 15.6 2.9  22,063 13.5

営業利益   783 1.1  921 1.3 17.6  3,830 2.4

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息及び配当
金

 433   327    856   

２．持分法による投資
利益

 10   6    15   

３．雑収入  45 488 0.6 48 381 0.5 △21.9 114 985 0.6

Ⅴ　営業外費用            

１．退職給付積立不足
償却額

 626   626    1,253   

２．雑支出  97 724 1.0 64 691 0.9 △4.5 549 1,803 1.1

　経常利益   548 0.7  612 0.9 11.7  3,012 1.9

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻入益  －   9    －   

２．投資有価証券売却
益

 550 550 0.8 25 35 0.0 △93.6 550 550 0.3

Ⅶ　特別損失            

１．投資有価証券売却
損

 47   25    112   

２．投資等償還損  －   3    －   

３．投資有価証券評価
損

 6 54 0.1 1 29 0.0 △45.1 6 119 0.1

税金等調整前中間(当
期)純利益

  1,044 1.4  618 0.9 △40.8  3,443 2.1

法人税、住民税及び
事業税

 332   259    2,030   

法人税等調整額  103 435 0.6 133 392 0.6 △10.0 △404 1,626 1.0

中間（当期）純利益   608 0.8  225 0.3 △63.0  1,817 1.1
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(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
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)

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   11,811  11,811

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）
残高

  11,811  11,811

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   34,232  34,232

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  608 608 1,817 1,817

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  158  317  

２．取締役賞与金  30 188 30 347

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

  34,652  35,701

      

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
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

平成18年３月31日　残高　　　
（百万円）

12,220 11,811 35,701 △5 59,727 206 59,933

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当　（注）   △211  △211  △211

取締役賞与金　（注）   △50  △50  △50

中間純利益   225  225  225

自己株式の取得    △0 △0  △0

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）

     △122 △122

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　 （百万円)

－ － △36 △0 △36 △122 △159

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（百万円）
12,220 11,811 35,665 △5 59,691 83 59,774

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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)

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)純利益  1,044 618 3,443

減価償却費  466 378 954

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

 207 65 474

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

 △22 △46 10

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △35 △39 212

受取利息及び受取配当金  △433 △327 △856

持分法による投資損益（利益：
△）

 △10 △6 △15

投資有価証券売却益  △550 △25 △550

投資有価証券売却損  47 25 112

投資等償還損  － 3 －

投資有価証券評価損  6 1 6

有形固定資産廃却損  29 33 56

無形固定資産廃却損  － － 156

その他損益（収益：△）  53 14 184

売上債権の増減額（増加：△）  10,763 7,509 1,643

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1,497 470 868

その他資産の増減額（増加：△）  △1,330 18 168

仕入債務の増減額（減少：△）  △9,584 △8,936 △2,859

未払消費税等の増減額（減少：
△）

 △577 △717 241

その他負債の増減額（減少：△）  482 334 977

取締役賞与金の支払額  △24 △35 △30

小計  △964 △661 5,198

利息及び配当金の受取額  272 327 853

法人税等の支払額  △1,227 △1,732 △1,580

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,918 △2,067 4,471
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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)

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     

有価証券の取得による支出  － △1,300 －

有価証券の売却による収入  1,300 910 2,100

有形固定資産の取得による支出  △126 △285 △250

無形固定資産の取得による支出  △206 △265 △426

投資有価証券の取得による支出  △4,295 △3,081 △9,077

投資有価証券の売却による収入  2,326 2,243 5,717

事業整理による支出  △244 － △244

連結子会社株式の追加取得による
支出

 △18 － △18

敷金保証金の払込による支出  △19 △116 △25

敷金保証金の返還による収入  44 100 69

投資その他の資産の取得による支
出

 △10 △6 △14

投資その他の資産の回収による収
入

 12 27 31

その他  0 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,236 △1,773 △2,138

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金の支払額  △158 △212 △317

その他  △0 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー  △159 △212 △318

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減
少：△）

 △3,314 △4,053 2,014

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  33,348 35,362 33,348

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高

 30,034 31,309 35,362
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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）

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 　本中間連結財務諸表は、すべての

子会社３社を連結したものでありま

す。

同左 　本連結財務諸表は、すべての子会

社３社を連結したものであります。

 （連結子会社名）

　エフ・ジェイ・ビー・サプライ㈱

 　ＦＪＢエージェント㈱

  コンテンツ・プランナー㈱

 

（連結子会社名）

同左

（連結子会社名）

　エフ・ジェイ・ビー・サプライ㈱

　ＦＪＢエージェント㈱

　コンテンツ・プランナー㈱

 

   　前連結会計年度において連結子

会社でありましたエフ・ジェイ・

ビー・エージェント㈱について

は、当中間連結会計期間におい

てＦＪＢエージェント㈱に名称

を変更しております。

　　また、日本テレネット㈱につい

ては、平成17年５月31日付で保

有株式をすべて売却しました。

──────   　前連結会計年度において連結子

会社でありましたエフ・ジェイ・

ビー・エージェント㈱について

は、当連結会計年度においてＦ

ＪＢエージェント㈱に名称を変

更しております。

　　また、日本テレネット㈱につい

ては、平成17年５月31日付で保

有株式をすべて売却しました。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

１社

（関連会社名）

ウェブテクノロジー㈱

(1）持分法適用の関連会社数

同左

（関連会社名）

同左

(1）持分法適用の関連会社数

同左

（関連会社名）

同左

 (2）持分法を適用していない関連会

社（㈱三光通信）は、中間純利益

（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中間連

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。

　　なお、ジェイ・アニメ・ドッ

ト・コム㈱については、平成17年

８月31日付で保有株式をすべて売

却しました。

(2）持分法を適用していない関連会

社（㈱三光通信他1社）は、中間

純利益（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

も中間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（㈱三光通信他1社）は、当期

純利益（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。

　　なお、ジェイ・アニメ・ドッ

ト・コム㈱については、平成17年

８月31日付で保有株式をすべて売

却しました。

３．連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項

　連結子会社の中間決算日は中間連

結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度の末日は連

結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

 その他有価証券

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

法によって処理し、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

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

（評価差額は全部純資産直

入法によって処理し、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

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入

法によって処理し、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

　　 主として移動平均法による

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

機器及び材料

先入先出法による原価法

②　たな卸資産

機器及び材料

同左

②　たな卸資産

機器及び材料

同左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左
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項目
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）

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）

(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

　主として定率法を採用してお

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） （主な耐用年数） （主な耐用年数）

 建物及び構築

物
３～50年

機械装置及び

運搬具
３～７年

工具器具及び

備品
２～20年

同左 同左

 ②　無形固定資産

 　市場販売目的のソフトウェア

については、主として見込販売

数量（有効期間３年）に基づく

方法、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年以内）に基づく

定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　当中間連結会計期間末に有す

る売掛金、貸付金その他これら

に準ずる債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

　当連結会計年度末に有する売

掛金、貸付金その他これらに準

ずる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。

　会計基準変更時差異は、10年

による均等額を費用処理してお

ります。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により費用処理して

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。

②　退職給付引当金

同左

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。

　会計基準変更時差異は、10年

による均等額を費用処理してお

ります。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により費用処理して

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基づく

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

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金

同左

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。
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項目
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）

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）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

(5）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

 

①　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

①　消費税等の会計処理

同左

①　消費税等の会計処理 

同左 

②　ソフトウェア開発契約の収益認

識基準

　ソフトウェアの開発契約のう

ち一定金額以上のものについて

は、進行基準により収益を認識

しております。

 

 （会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、ソ

フトウェアの開発契約のうち一

定金額以上のものについては、

収益認識基準を顧客検収基準か

ら進行基準に変更しております。

　近年、急激な技術革新や、顧

客要件の高度化・複雑化により

難易度が高まるソフトウェア開

発について、プロジェクトのリ

スク管理の必要性が高まってい

ます。これに対応して、当社グ

ループでは、リスク管理体制と

して当中間連結会計期間よりソ

フトウェア開発の進捗度を適時

に把握する体制を整えました。

　このようなプロジェクトの収

益・費用を進捗度に応じて連結

財務諸表に反映し、開発中の期

間損益をより適正に表示するた

め、当該会計方針の変更を行い

ました。

　この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて当中間連結会計

期間の売上高は571百万円、売上

原価は541百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益は30百万円それぞれ

増加しております。

②　ソフトウェア開発契約の収益認

識基準

同左

 

 

 

 

──────

②　ソフトウェア開発契約の収益認

識基準

同左

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

　当連結会計年度より、ソフト

ウェアの開発契約のうち一定金

額以上のものについては、収益

認識基準を顧客検収基準から進

行基準に変更しております。

　近年、急激な技術革新や、顧

客要件の高度化・複雑化により

難易度が高まるソフトウェア開

発について、プロジェクトのリ

スク管理の必要性が高まってい

ます。これに対応して、当社グ

ループでは、リスク管理体制と

して当連結会計年度よりソフト

ウェア開発の進捗度を適時に把

握する体制を整えました。

　このようなプロジェクトの収

益・費用を進捗度に応じて連結

財務諸表に反映し、開発中の期

間損益をより適正に表示するた

め、当該会計方針の変更を行い

ました。

　この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて当連結会計年度

の売上高は547百万円、売上原価

は477百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期

純利益は69百万円それぞれ増加

しております。

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 

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）

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）

（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」（企業会計基準適

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）

 　当連結会計年度より、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」（企業会計基準適

用指針第6号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与

える影響はありません。

―――――― （役員賞与に関する会計基準） 

　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。

　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59,774百万円であります。

　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。

――――――
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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
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

     5,581 百万円 5,124 百万円 5,393 百万円

※２　     ────── ※２　中間連結会計期間末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。

※２　　　 ──────

受取手形 290 百万円

支払手形 5 百万円

（中間連結損益計算書関係）

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）

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

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額

従業員給料手当 3,900 百万円

従業員賞与 1,347

ソフトウェア費 1,361

退職給付費用 193

役員退職慰労引当

金繰入額
31

貸倒引当金繰入額 6

従業員給料手当 3,996 百万円

従業員賞与 1,528

ソフトウェア費 1,325

退職給付費用 122

役員退職慰労引当

金繰入額
66

従業員給料手当 7,740 百万円

従業員賞与 2,990

ソフトウェア費 2,909

退職給付費用 289

貸倒引当金繰入額 153

役員退職慰労引当

金繰入額
63
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（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 26,493 － － 26,493

合計 26,493 － － 26,493

 自己株式     

 　　普通株式 4 0 － 4

合計 4 0 － 4

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．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

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 211 8  平成18年３月31日  平成18年６月29日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月26日

取締役会
普通株式 185 利益剰余金 7  平成18年９月30日  平成18年12月１日

（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）

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）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

　現金及び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17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 9,744百万円

有価証券勘定  1,708

預け金勘定 20,289

償還期間が３ヶ月

を超える債券
△1,708

現金及び現金同等

物
  30,034

現金及び預金勘定 11,592百万円

有価証券勘定 1,600

預け金勘定 19,717

償還期間が３ヶ月

を超える債券
△1,600

現金及び現金同等

物
31,309

現金及び預金勘定 9,299百万円

有価証券勘定 1,210

預け金勘定 26,063

償還期間が３ヶ月

を超える債券
△1,210

現金及び現金同等

物
35,362
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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）

前中間連結会計期間（平成17年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 1,106 1,119 13

(3）その他 － － －

合計 1,106 1,119 13

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 197 312 115

(2）債券 － － －

(3）その他 8,861 8,977 116

合計 9,058 9,290 232

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）

(1）満期保有目的の債券  

非上場債券 2,317

(2）その他有価証券  

非上場株式 450

投資事業組合への出資金 96

（注）有価証券（非上場株式）について6百万円減損処理を行っております。
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当中間連結会計期間（平成18年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 593 595 1

(3）その他 － － －

合計 593 595 1

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 200 327 126

(2）債券 2,078 2,082 4

(3）その他 10,079 10,012 △66

合計 12,358 12,422 64

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）

(1）満期保有目的の債券  

非上場債券 2,406

(2）その他有価証券  

非上場株式 486

投資事業組合への出資金 234

（注）有価証券（非上場株式）について1百万円減損処理を行っております。
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前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 893 884 △8

(3）その他 － － －

合計 893 884 △8

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 198 395 196

(2）債券 － － －

(3）その他 11,349 11,425 75

合計 11,548 11,820 272

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）

(1）満期保有目的の債券  

非上場債券 2,018

(2）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 487

投資事業組合への出資金 195

（注）有価証券(非上場株式）について6百万円減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

　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、当社グループは、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。

（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、当社グループは、情報通信分野に

おけるシステムインテグレーション及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでいるため、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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在す

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、海外売上高が連結売上高の10％未

満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　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、該当事項はありません。
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