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１． 18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円    ％

62,548      8.5 
57,670    △1.6 

百万円    ％

3,960     9.9 
3,603     1.9 

百万円    ％

4,280         9.8 
3,898         4.5  

18 年３月期    133,142      1.0 9,484     △1.2 9,794      0.6 
 

 中間（当期）純利益 1 株当たり中間 
(当期)純利益 

 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円    ％

2,697      13.3 
2,380      10.8 

円  銭

50.90 
44.92 

18 年３月期 6,731     17.7 127.01 
(注)①期中平均株式数(個別) 18 年９月中間期 52,998,337 株 17 年９月中間期 52,998,477 株  

18 年３月期 52,998,427 株    
    ②会計処理の方法の変更   無 
    ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率 
 
 
(2)財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円

92,573 
86,709 

百万円

55,549 
50,406 

％ 

60.0    
58.1    

円  銭

1,048.13 
951.09    

18 年３月期 96,051 53,730 55.9 1,013.81 
(注)１. ①期末発行済株式数(個別) 18 年９月中間期 52,998,265 株 17 年９月中間期 52,998,477 株  

18 年３月期 52,998,370 株 
②期末自己株式数(個別)  18 年９月中間期 855 株 17 年９月中間期 643 株  

18 年３月期 750 株 
２．平成 17 年９月中間期及び平成 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。なお、従来の算定方法により算出した場合の平成 18 年９月中間期の「純資産」は 55,549 百万円で
あります。 

 
２．19 年３月期の業績予想（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 139,500 10,700 6,300 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  118 円 87 銭 
 
 
２． 配当状況 

 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年３月期 12.50 12.50 25.00 

19 年３月期（実績） 17.50 － 

19 年３月期（予想） － 17.50 
35.00 

（注）18 年３月期末配当金の内訳 記念配当 － 円 銭  特別配当 － 円 銭 

 

 ※上記記載金額は、百万円単位を切捨てして表示しています。業績予想など将来についての予想は、予期しない経済状

況の変化等により変動する場合があり、当社グループとして保証するものではありませんことをご了承ください。 



 ６．個別中間財務諸表等
（１）中間財務諸表
　①中間貸借対照表

前期末

増減

注記 構成比 構成比 構成比 金額
番号 (％) (％) (％) (百万円)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 10,049 5,149 11,595 △ 6,446

２　預け金 12,337 18,875 18,250 625

３　受取手形 48 294 122 171

４　売掛金 22,867 23,568 30,297 △ 6,728

５　材料 415 219 289 △ 70

６　仕掛品 11,462 11,006 6,961 4,045

７　貯蔵品 1 4 2 1

８　前払費用 101 266 230 36

９　繰延税金資産 1,690 1,860 2,087 △ 226

10　未収入金 649 645 661 △ 16

11　その他 18 49 50 △ 1

12　貸倒引当金 △ 11 △ 8 △ 15 6

流動資産合計 59,631 68.8 61,931 66.9 70,533 73.4 △ 8,601

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

　(1) 建物 930 6,302 1,045 5,256

　(2) 構築物 504 409 455 △ 45

　(3) 機械及び装置 1 0 1 0

　(4) 車輌及び運搬具 0 0 0 0

　(5) 工具器具及び備品 1,836 1,933 1,905 27

　(6) 土地 881 881 881 －

　(7) 建設仮勘定 134 199 282 △ 83

有形固定資産合計 4,289 4.9 9,728 10.5 4,572 4.8 5,155

２　無形固定資産

　(1) ソフトウェア 489 290 394 △ 103

　(2) その他 113 79 90 △ 11

無形固定資産合計 602 0.7 370 0.4 484 0.5 △ 114

３　投資その他の資産

　(1) 投資有価証券 2,649 2,401 2,768 △ 366

　(2) 関係会社株式 2,543 1,282 1,264 17

　(3) 関係会社出資金 83 83 83 －

　(4) 関係会社長期貸付金 12,000 12,000 12,000 －

　(5) 長期前払費用 24 36 34 2

　(6) 繰延税金資産 2,530 2,787 2,475 312

　(7) 再評価に係る繰延税金資産 519 － － －

　(8) 差入保証金 1,708 1,799 1,709 90

　(9) その他 145 175 147 28

　(10)貸倒引当金 △ 21 △ 23 △ 21 △ 2

投資その他の資産合計 22,185 25.6 20,543 22.2 20,461 21.3 82

固定資産合計 27,077 31.2 30,642 33.1 25,518 26.6 5,123

資産合計 86,709 100.0 92,573 100.0 96,051 100.0 △ 3,478

前中間会計期間末

金額(百万円) 金額(百万円)

(平成17年９月30日)

金額(百万円)区分

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度

要約貸借対照表
(平成18年３月31日)
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前期末

増減

注記 構成比 構成比 構成比 金額

番号 (％) (％) (％) (百万円)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 12,576 10,815 16,236 △ 5,420

２　未払金 89 115 272 △ 157

３　未払費用 2,087 2,512 2,202 310

４　未払法人税等 1,525 1,669 2,903 △ 1,234

５　未払消費税等 354 129 1,039 △ 909

６　前受金 5,086 4,631 3,193 1,437

７　預り金 5,027 6,157 5,954 202

８　賞与引当金 3,333 3,245 3,438 △ 193

９　役員賞与引当金 － － 22 △ 22

10　プログラム補修引当金 － 351 337 14

11　その他 － 326 67 259

　流動負債合計 30,081 34.7 29,954 32.4 35,667 37.1 △ 5,713

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 6,067 6,881 6,483 398

２　役員退職慰労引当金 85 119 101 18

３　債務保証損失引当金 ※２ 68 68 68 －

　固定負債合計 6,221 7.2 7,070 7.6 6,653 7.0 416

負債合計 36,303 41.9 37,024 40.0 42,321 44.1 △ 5,296

(資本の部)

Ⅰ　資本金 12,952 14.9 － 12,952 13.4 △ 12,952

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 9,950 11.5 － 9,950 10.4 △ 9,950

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 163 － 163 △ 163

２　任意積立金

　(1) プログラム等準備金 821 － 821 △ 821

３　中間(当期)未処分利益 26,681 － 30,369 △ 30,369

　利益剰余金合計 27,666 31.9 － － 31,354 32.6 △ 31,354

Ⅳ　土地再評価差額金 △ 757 △ 0.8 － － △ 1,276 △ 1.3 △ 1,276

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 596 0.6 － － 751 0.8 △ 751

Ⅵ 自己株式 △ 2 △ 0.0 － － △ 2 △ 0.0 2

資本合計 50,406 58.1 － － 53,730 55.9 △ 53,730

負債及び資本合計 86,709 100.0 － － 96,051 100.0 △ 96,051

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

１　資本金 12,952 14.0 12,952

２　資本剰余金

　（1）資本準備金 9,950 9,950

資本剰余金合計 9,950 10.7 9,950

３　利益剰余金

　（1）利益準備金 163 163

　（2）その他利益剰余金

　 　　プログラム等準備金 600 600

　　 　繰越利益剰余金 32,626 32,626

利益剰余金合計 33,390 36.1 33,390

４　自己株式 △ 2 △ 0.0 △ 2

株主資本合計 56,290 60.8 56,290

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差額金 535 535

２　土地再評価差額金 △ 1,276 △ 1,276

　評価・換算差額等合計 △ 741 △ 0.8 △ 741

　純資産合計 55,549 60.0 55,549

　負債純資産合計 92,573 100.0 92,573

金額(百万円) 金額(百万円)区分

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

金額(百万円)

前事業年度

要約貸借対照表

(平成18年３月31日)
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前年同期

増減

注記 百分比 百分比 金額 百分比

番号 (％) (％) (百万円) (％)

57,670 100.0 62,548 100.0 4,878 133,142 100.0

※１ 46,468 80.6 50,804 81.2 4,335 108,260 81.3

売上総利益 11,201 19.4 11,743 18.8 542 24,882 18.7

※１ 7,598 13.2 7,783 12.5 185 15,398 11.6

営業利益 3,603 6.2 3,960 6.3 357 9,484 7.1

　１　受取利息 66 77 133

　２　受取配当金 239 247 241

　３　その他 5 311 0.5 1 326 0.5 15 8 383 0.3

　１　固定資産除却損 7 5 49

　２　たな卸資産廃棄損 5 － 15

　３　為替差損 3 0 8

　４　その他 0 16 0.0 0 6 0.0 △ 9 0 73 0.1

経常利益 3,898 6.7 4,280 6.8 382 9,794 7.3

　１　貸倒引当金戻入益 5 6 1

　２　特別配当金 － － 1,260

　３　特許権売却益 － 5 0.0 － 6 0.0 － 139 1,402 1.1

　１　投資有価証券評価損 － 2 115

　２　関係会社株式売却損 － － 364

　３　ゴルフ会員権売却損 － － 3

　４　ゴルフ会員権評価損 － － 0.0 2 4 0.0 － － 484 0.4

3,903 6.7 4,283 6.8 379 10,712 8.0

1,511 1,522 4,416

11 1,522 2.6 62 1,585 2.5 62 △ 435 3,980 3.0

2,380 4.1 2,697 4.3 317 6,731 5.0

24,300 24,300

－ 662

26,681 30,369

Ⅰ　売上高

前事業年度

要約損益計算書

(自　平成17年４月１日

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)
区分

②中間損益計算書

　至　平成18年３月31日)

金額(百万円)

Ⅱ　売上原価

Ⅲ　販売費及び一般管理費

Ⅳ　営業外収益

Ⅴ　営業外費用

Ⅵ　特別利益

Ⅶ　特別損失

税引前中間(当期)純利益

法人税、住民税及び事業税

中間(当期)未処分利益

法人税等調整額

中間(当期)純利益

前期繰越利益

中間配当額
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　当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

プログラム
等準備金

繰越利益
剰余金

12,952 163 821 30,369 31,354 △ 2 54,255

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当　（注）    △ 662 △ 662  △ 662

中間純利益    2,697 2,697  2,697

自己株式の取得      △0 △0

プログラム等準備金の取り崩し　（注）   △ 221 221 0  0

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

       

－ － △ 221 2,256 2,035 △0 2,035

12,952 163 600 32,626 33,390 △ 2 56,290

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）

中間純利益

自己株式の取得

プログラム等準備金の取り崩し　（注）

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

（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。

 

△ 662

1,818

2,697

△0

0

△ 216

△ 1,276 55,549

△ 216

△ 741

△ 525

 

 

 

 

 

△ 216

535

△ 1,276

 

 

 

 

 

 

－

 

 

△ 216

△ 216

 

 

 

純資産合計

資本金

資本剰余金

751 53,730

評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価･換算差額等

合計

利益剰余金

③中間株主資本等変動計算書

株　主　資　本

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

資本
準備金

株主
資本
合計

自己株式

9,950

 

 

－

9,950

 

 

 

 

平成18年３月31日　残高
（百万円）

平成18年９月30日　残高
（百万円）

平成18年３月31日　残高
（百万円）

平成18年９月30日　残高
（百万円）

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ａ 子会社株式及び関連会社株

式 

     移動平均法による原価法

によっております。 

  ｂ 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

に基づく時価法によってお

ります。(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

によっております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

  ａ 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

  ｂ 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

に基づく時価法によってお

ります。(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

により算定しておりま

す。) 

   ・時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ａ 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

  ｂ 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

づく時価法によっておりま

す。(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 

同左 

 (2) たな卸資産 

  ａ 仕掛品 

     個別法に基づく原価法に

よっております。 

  ｂ その他 

     総平均法に基づく原価法

によっております。 

 (2) たな卸資産 

  ａ 仕掛品 

同左 

 

  ｂ その他 

同左 

 (2) たな卸資産 

  ａ 仕掛品 

同左 

 

  ｂ その他 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

定率法によっております。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）については定額法によって

おります。なお、貸与資産につ

いては貸与期間による定額法

（残存価額なし）によっており

ます。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

 

同左 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2) 無形固定資産 

   定額法によっております。ま

た、自社利用ソフトウェアにつ

いては、見込利用可能期間(概

ね５年)に基づく定額法によっ

ております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

   

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損失に備え

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

回収の可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、次回賞与支給見込額のう

ち当中間会計期間に帰属する金

額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、次回賞与支給見込額のう

ち当事業年度に帰属する金額を

計上しております。 

 

――――――― 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に負担すべ

き支給見込額を計上しておりま

す。 

 

（追加情報） 

役員賞与は、従来、利益処分に

より利益剰余金の減少として処理

しておりましたが、「役員賞与の

会計処理に関する当面の取り扱

い」（企業会計基準委員会 実務

対応報告第13号）に基づき、前事

業年度より発生時に費用として処

理しております。 

なお、役員賞与の金額は、事業

年度の業績等に基づき算定される

こととなっており、中間会計期間

において合理的に見積もることが

困難なため、費用処理しておりま

せん。 

この結果、前中間会計期間と比

較して、営業利益、経常利益およ

び税引前中間純利益に与える影響

はありません。 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支

給見込額を計上しております。 

 

 

（追加情報） 

役員賞与は、従来、利益処分に

より利益剰余金の減少として処理

しておりましたが、「役員賞与の

会計処理に関する当面の取り扱

い」（企業会計基準委員会 実務

対応報告第13号）に基づき、当事

業年度より発生時に費用として処

理しております。 

この結果、前事業年度と比較し

て、販売費及び一般管理費が22

百万円増加し、営業利益、経常

利益および税引前当期純利益が

同額減少しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

――――――― 

(4)プログラム補修引当金 

プログラムの無償補修費用の

支出に備えるため、過去の実績

率により将来発生見込額を計上

しております。 

  
（追加情報） 

プログラム補修費用は、従

来、実際発生額を支出した中間

会計期間に費用処理しておりま

したが、「ソフトウェア取引の

収益の会計処理に関する実務上

の取扱い」（企業会計基準委員

会 実務対応報告第17号）が公

表されたことに伴い、前事業年

度より将来発生見込額を売上計

上時の費用として処理しており

ます。 

この結果、前中間会計期間と

比較して、売上原価が14百万円

増加し、売上総利益、営業利

益、経常利益および税引前中間

純利益が同額減少しておりま

す。 

 

(4)プログラム補修引当金 

プログラムの無償補修費用の

支出に備えるため、過去の実績

率により将来発生見込額を計上

しております。 

  
（追加情報） 

プログラム補修費用は、従

来、実際発生額を支出した事業

年度に費用処理しておりました

が、「ソフトウェア取引の収益

の会計処理に関する実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 

実務対応報告第17号）が公表さ

れたことに伴い、当事業年度よ

り将来発生見込額を売上計上時

の費用として処理しておりま

す。 

この結果、前期と比較して、

売上原価が337百万円増加し、売

上総利益、営業利益、経常利益

および税引前当期純利益が同額

減少しております。 

 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。 

   また、数理計算上の差異は、

発生年度に費用処理しておりま

す。 

 (5) 退職給付引当金 

           同左 

 

 

 

 

 

    

 

 

 (5) 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

給付債務の見込額に基づき、当

事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。 

   また、数理計算上の差異は、

発生年度に費用処理しておりま

す。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給額を計上して

おります。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

           同左 

 

 

 

 (6) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備

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。 

 (5) 債務保証損失引当金 

   将来における債務保証の履行

により今後発生する損失に備え

て、その見込額を計上しており

ます。 

 (7) 債務保証損失引当金 

同左 

 (7) 債務保証損失引当金 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ その他中間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 

   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。 

５ その他中間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 その他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 

 (2) 税額計算における諸準備金等

の取扱い 

   中間決算における税額計算に

おいて、プログラム等準備金を

利益処分により計上又は取崩し

たものとみなしております。 

 (2) 税額計算における諸準備金等

の取扱い 

              同左 

――――― 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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） 

｢固定資産の減損に係る会計基準｣ 

（｢固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書｣（企業会計

審議会 平成14年8月9日））及び

｢固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針｣（企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号）を当中間会計期間か

ら適用しております。 

 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） 

「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第6号）

を当事業年度から適用しております。

 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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は55,549百万円です。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

――――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
 

――――― 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 最終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２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。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

 
 

――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

5,395百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

6,296百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

5,821百万円

※２ 偶発債務 

   関連会社の金融機関からの借

入金に対し、保証予約を行って

おります。 

㈱北海道高度 
情報技術 
センター 

16百万円

 

※２ 偶発債務 

連結子会社の仕入債務に対し 

債務保証を行っております。 

 

ＮＳＳＬＣサービス㈱ 358百万円

 
 

※２ 偶発債務 

   関連会社の金融機関からの借

入金に対し、保証予約を行って

おります。 

㈱北海道高度 
情報技術 
センター 

2百万円

 
 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 449百万円 

無形固定資産 131百万円 
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 500百万円

無形固定資産 132百万円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 953百万円

無形固定資産 264百万円
 

   

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

 前事業年度末 

株式数 

当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間末 

株式数 

普通株式 （株） 750 105 － 855

 (注)普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 
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 (リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(借主側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

(借主側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

(借主側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末 
残高相当額 
(百万円) 

機械及び 
装置 

16 11 4 

工具器具 
備品 

1,508 1,021 487 

ソフト 
ウェア 

363 265 97 

合計 1,888 1,298 589 

 

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高相当額
(百万円)

機械及び
装置 

7 3 3

工具器具
備品 

878 527 350

ソフト 
ウェア 

192 108 84

合計 1,078 639 438

 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び
装置 

16 12 4

工具器具
備品 

1,497 1,109 387

ソフト 
ウェア 

307 220 87

合計 1,821 1,341 479

 
 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 201百万円 

１年超 418百万円 

合計 619百万円 
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 154百万円

１年超 297百万円

合計 452百万円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額等 

未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 191百万円

１年超 303百万円

合計 495百万円
 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

支払リース料 195百万円 

減価償却費 
相当額 

181百万円 

支払利息 
相当額 

8百万円 

 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

支払リース料 115百万円

減価償却費 
相当額 

101百万円

支払利息 
相当額 

5百万円

 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

支払リース料  327百万円

減価償却費 
相当額 

303百万円

支払利息 
相当額 

14百万円

 
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差異を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 1百万円 

１年超 1百万円 

合計 3百万円 
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料 

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 1百万円
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料 

１年内 1百万円

１年超 0百万円

合計 2百万円
 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）及び当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）並

びに前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  




