
 
平成１９年３月期

（財）財務会計基準機構会員

中間決算短信(非連結)  平成１８年１０月２６日

上場会社名 情報技術開発株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号 ９６３８ 本社所在都道府県 東京都
(URL　http://www.tdi.co.jp/)
代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 竹 田  征 郎
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長   
 氏名 向 井　春 雄 ＴＥＬ （０３）３３７２－１７１１(代表)
決算取締役会開催日 平成１８年１０月２６日 配当支払開始日　　 平成１８年１１月３０日
単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   
   
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 (百万円未満切捨て)

 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 9,830 (   8.7) 732 (  10.3) 744 (  10.1)
17年９月中間期 9,042 (　 9.8) 664 ( 244.9) 675 ( 205.4)
18年３月期 19,216  1,180  1,210  

 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 362 (　29.4) 42 66 41 67
17年９月中間期 280 ( 130.5) 33 95 32 96
18年３月期 604  63 16 61 18

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円
 ②期中平均株式数 18年９月中間期 8,496,504株 17年９月中間期 8,252,046株 18年３月期 8,336,712株
 ③会計処理の方法の変更 有
 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)財政状態 (百万円未満切捨て)
 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 12,545 7,728 61.6 907 55
17年９月中間期 12,416 7,189 57.9 861 16
18年３月期 13,182 7,523 57.1 878 33

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,515,962株 17年９月中間期 8,348,046株 18年３月期 8,476,046株
 ②期末自己株式数 18年９月中間期 492,598株 17年９月中間期 660,514株 18年３月期 532,514株

(3)キャッシュ・フローの状況 (百万円未満切捨て)

 
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 △26 △66 89 3,918
17年９月中間期 △98 △348 157 3,416
18年３月期 499 △324 40 3,922

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 20,500  1,400  750  
（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 88円07銭

３．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 9.0 9.0 18.0

19年３月期（実績） 12.0 　　　　　－　
25.0

19年３月期（予想） 　　　　　－　 13.0

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団等の状況

　当社の企業集団は、当社および関連会社２社により構成され、顧客の情報システムに関するコンサルティングからシス

テム開発、さらにシステム等管理運営に至るまで一貫したサービスを提供する事業、モバイル・マルチメディア機器向け

組み込みソフトウェアの開発に関する事業、ならびに半導体開発に関連した設計・評価・解析に関する事業を営んでおり

ます。

　関連会社のアルティオーラ・システム株式会社（出資額11,000千円、持株比率35.5%）は、業務用情報検索パッケージソ

フトウェアの開発・販売を主業務としております。また、株式会社グローバル・セキュリティ・デザイン（出資額100,050

千円、持株比率22.1%）は、生体情報である「顔」を用いた個人認証システムの開発および販売を主業務としております。

２．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

　当社は、これまで多くの産業分野で多種多様な情報システムの構築やサービスに携わり、市場の厚い信頼を築いてま

いりました。具体的には、汎用大型系、オープン系、Ｗｅｂ系の各システム開発、組み込み系ソフトウェア開発、シス

テム等管理運営、半導体製品に関する設計・評価・解析などの分野において、長年の業務経験と蓄積した技術を駆使し、

顧客ニーズに的確に対応することにより、着実に事業を拡大してまいりました。

　また当社は、環境と調和した社会基盤の形成に資する事業活動を行なうため、全社レベルでＩＳＯ14001の認証を取得

するとともに、高品質のサービスの提供および事業の生産性を向上させることを目的として、組み込みソフトウェア開

発分野におけるＩＳＯ9001の認証取得、全社レベルでのＣＭＭ（ソフトウェア能力成熟度モデル）レベル３達成、「プ

ライバシーマーク使用許諾事業者」の認定取得などの企業努力を重ねてまいりました。

　今後も徹底した顧客志向をベースに、企業としての成長と利益を従来以上に確実なものとし、株主・取引先・従業員・

社会に対する責務を十分に果たしていくために、当社は、以下の企業理念のもと事業に邁進してまいります。

　<企業理念>　『情報技術で未来を創造』

　　　　　　　　　・人にやさしく心あたたかな企業に

　　　　　　　　　・社会に親しまれ貢献する企業に

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、安定的な配当の継続を基本方針

としています。また、株主の皆様への利益還元重視の姿勢を明確にするため、配当金額の業績との連動性を高めるとと

もに、平成17年9月中間期より中間配当を実施しております。

　具体的な株主還元方針は、次の通りです。　

1) 業績に連動した配当方針といたします。

2) 配当性向30％を当面の目標といたします。

3) 利益水準を勘案した上、安定配当部分として、原則１株当たり最低年間12円を維持するものといたします。

4) 中間配当を実施いたします。

また、内部留保資金につきましては、事業基盤の拡大や研究開発活動などに有効活用することを考えております。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等

当社は、当社株式の流動性の向上および株主数増加を資本政策上の重要な課題と認識しており、平成15年8月1日より

１単元の株式数を1,000株から100株に変更いたしております。

今後も投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えるため、株式市場の動向を慎重に見極めつつ適宜対応していく所

存であります。

 (4) 目標とする経営指標

　当社は、利益率および生産性の向上が企業価値を高めるものと認識し、重要な経営指標としております。このため、

高付加価値ビジネスモデルの確立と営業力・開発力の強化を行なうとともに、オフショアの活用や販管費の抑制などコ

スト構造の改善に努めてまいります。 

情報技術開発㈱
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 (5) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社を取り巻く事業環境は、顧客の価格低減ニーズ、技術力・提案力によるベンダー選別の動きが一層顕著となり、

安価・良質な労働力を求めて開発業務のオフショア化が更に加速し、以前にも増して「質の高いサービス」に対する要

求が強まっています。今後ますますこの傾向は顕著になるものと予想されます。

　このような事業環境を踏まえ、当社はサービス価値と顧客満足度の向上を図りつつさらなる成長を目指すため、以下

のとおり「中期的に目標とする企業像」を掲げて鋭意推進しております。

 【中長期的に目標とする企業像】

－業績伸長、高利益率・高生産性の実現

－コーポレートガバナンスの強化、内部統制の確立

－高顧客満足度、高ブランド価値の実現

－チャレンジ型・問題解決型の企業風土の確立

【主要テーマ】

　目標とする企業像の実現に向けて、以下のテーマに沿って事業構造の変革と新規ビジネス展開を推し進め、独

立系情報サービス会社としてはトップクラスの企業ステータスを築くことを目指します。

　－「サービス価値・顧客満足度の向上」

　－「利益率の向上」

　－「生産性の向上」

【具体的方策】

－高付加価値ビジネスモデルの確立

　これまで比率が高かった受託派遣型のオンサイト・サービスビジネスから、より付加価値の高い一括請負を主体

とするＳＩビジネスへと事業モデルの転換を順次図ってまいります。同時に「＠Faceシリーズ」などオリジナルブ

ランドによるビジネスを確立することにより、ビジネスモデルを全社的に高付加価値型へと変革していきます。

－営業力の強化

　顧客ニーズの的確な把握とそれに合致したサービスの提供を行なうととともに、販売チャネルやパートナーの拡

充を図り、営業力を強化してサービスに対する適正な対価を取得し、生産性の向上を図ります。

－開発力の強化

　「社内開発プロセス標準」のさらなる徹底を図り、ローコストオペレーションを実施し、コスト構造変革を定着

させ、開発力の強化を図ります。

－人材の育成

　一括請負型大型案件の開発能力を強化するため、上級プロジェクトマネジャーの増強、技術者のローテーショ

ン・再教育、受託派遣型ビジネスからの要員シフトなど、総合的なプログラムの実施による技術者のスキル向上に

注力していきます。

－Ｍ＆Ａ・アライアンス

　ソリューション・プロバイダーとしての総合力向上を目的として、技術、商品、商流、人材などを強化し、より

質の高いサービスを提供するために、Ｍ＆Ａやアライアンスに取り組んでいきます。

－事業ドメイン毎の戦略策定・実行

　事業ドメイン毎に将来に向けたポートフォリオを明確にし、それぞれの位置付けに応じた基本戦略を策定・実行

することにより、経営リソース配分の最適化と業績の最大化を実現していきます。

(6) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。 
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(7) 内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、組織・業務分掌規則、職務権限規則、決裁手続規則などの規程を制定するとともに、業務執行の責任者を

明確にし、その権限および職務手続の詳細を定めて、業務を適正かつ効率的に行なうよう努めています。管理部門と

各業務部門は、業務執行に際し、各規定に従い組織的に相互牽制を図っております。さらに、社長直轄の独立した業

務監査部門である監査室が、各部門の業務執行状況について監査を実施する体制をとっております。

　また、規程類につきましては、関係法令等の変更に応じて適時変更し、意思決定の迅速化を図るとともに、社員す

べてに周知徹底するため、規程の簡易・平明化を目的とした改定を行なっています。

　内部管理体制の充実に向けた最近１年間の取り組みとしては、監査室が年間監査計画に基づいて内部監査を実施し、

関係諸法令や当社規程に基づいて監査・指導を行い、監査結果を社長に報告しております。さらに、内部監査におい

て発見された諸問題については、適時・適切に改善のための施策を行なっており、内部管理体制の一層の強化に努め

ております。

　さらに、本年４月１日付けで、内部統制システムを構築・推進するため、内部統制推進部を設置し、活動を行なっ

ています。

情報技術開発㈱

－ 4 －



３．経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

イ.当中間期の概況

当中間期におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景とした、民間設備投資の増加や、雇用情勢の改善による所得

環境の改善等、景気は回復基調のうちに推移しました。

　先行きにつきましても、原油をはじめとする原材料価格の動向が経済に与える影響が懸念されるものの、当面は国内

民間需要に支えられた景気回復が継続するものと期待されています。

当情報サービス業界におきましては、企業の情報化投資の増加を反映した受注ソフトウェアなどの高い伸びにより総

じて順調な成長を示す一方で、技術者の不足、ソフトウェア開発案件のオフショア化に代表される価格競争などを背景

に企業間の競争は一層厳しさを増しております。

このような状況のもと、当社は「サービス価値の向上」を当事業年度の全社基本方針として掲げ、「付加価値創造」

「リソース最適化」「ブランド確立」の各テーマの推進を通して、継続的な成長と収益力の強化を可能とする筋肉質な

経営を目指して積極的な諸施策を実践しております。

また、昨年から展開しているセキュリティ・ソリューションビジネスを一層推進するため、顔認証の入退室管理ソフト

ウェア「＠Face for Gate」を発表した他、当社のソリューションを補完するため他企業との提携など、ソリューション

力の強化に取り組んできました。

この結果、当中間期の売上高は98億30百万円（前年同期比8.7％増）となり、利益面では、営業利益は７億32百万円

（前年同期比10.3％増）、経常利益は７億44百万円（前年同期比10.1％増）となりました。また、関連会社株式の評価

損として特別損失１億円を計上したものの、中間純利益は３億62百万円（前年同期比29.4％増）となりました。

 

事業部門別の概況は次のとおりです。

　ソフトウェア開発部門は、システム・インテグレーションおよび受託ソフトウェア開発の両分野において、金融・医

療・製造・公共・流通など幅広い業種の主要大口顧客向け案件が順調に増加した結果、売上高は56億31百万円（前年同

期比7.7％増）となりました。

情報処理サービス部門は、システムの管理運営およびアウトソーシング関連分野でユーザからの旺盛な需要に支えら

れ受注が順調に増加した結果、売上高は21億54百万円（前年同期比19.8％増）となりました。

エンベデッド・ユビキタス／半導体関連部門は、半導体関連分野において半導体設計・評価・解析が伸び悩んだもの

の、エンベデッド・ユビキタス分野において、携帯電話および基地局関連、車載情報機器関連などの受注が堅調に推移

した結果、売上高は20億44百万円（前年同期比1.3％増）となりました。

　また、上記各事業部門の売上高はそれぞれ商品関連売上高を含んでおりますが、当中間期の商品関連売上高は、統合

ＩＴ資産管理ソフトウェア「LANDesk」が堅調に推移したことに加えて、大口顧客向けのハードウェア売上が伸びた結果、

売上高は４億17百万円（前年同期比206.8％増）となりました。
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当中間会計期間および前中間会計期間における部門別売上高・営業利益は以下の通りであります。

 （百万円未満切捨て）

事業部門別売上高
前中間会計期間 当中間会計期間 増減

金額 比率 金額 比率 金額 比率

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％

ソフトウェア開発 5,226 57.8 5,631 57.3 404 107.7

 システム・インテグレーション 2,612 28.9 2,758 28.1 146 105.6

 受託ソフトウェア開発 2,614 28.9 2,872 29.2 257 109.9

情報処理サービス 1,798 19.9 2,154 21.9 356 119.8

エンベデッド・ユビキタス／半導体関連 2,017 22.3 2,044 20.8 26 101.3

 エンベデッド・ユビキタス 962 10.6 1,032 10.5 69 107.2

 半導体関連 1,054 11.7 1,012 10.3 △42 96.0

合計 9,042 100.0 9,830 100.0 787 108.7

事業部門別営業利益
前中間会計期間 当中間会計期間 増減

金額 比率 金額 比率 金額 比率

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％

ソフトウェア開発 196 29.6 254 34.7 57 129.1

情報処理サービス 240 36.2 300 41.0 60 125.0

エンベデッド・ユビキタス／半導体関連 227 34.2 178 24.3 △48 78.4

合計 664 100.0 732 100.0 68 110.3

ロ.通期の見通し

　情報サービス産業におきましては、全体的には情報化投資の拡大が継続するものと予測されるものの、顧客の根強い

価格低減ニーズやシステム要求の高度化、開発期間の短期化などを背景に、オフショアを含め企業間の競争はより激化

し、技術者不足はさらに厳しくなるものと予想されます。

　このような環境下、当社は「サービス価値の向上」を全社基本方針とし、高付加価値ビジネスモデルの確立のため、

請負型モデルへの転換やサービスメニューの導入、開発・運用・保守の一括請負型ビジネスの推進、ローコストオペレー

ションの定着を図ってまいります。さらにそれを可能とするため、パートナー企業との関係強化、オフショアパートナー

の拡充のほか、目標管理制度の推進や裁量労働制の導入など、積極的な経営施策を推進してまいります。

　また、顔認証システム「＠Faceシリーズ」などセキュリティ・ソリューションビジネスを担うソリューション開発事

業部を、本年10月の組織改編において営業本部営業統括部に統合し、＠Ｆａｃｅ営業部とソリューション営業部を新設

して、営業部門内の連携を高め、営業力と収益力の強化を図ります。

　ソフトウェア開発部門では、企業の情報化投資の回復に伴い既存システム（汎用またはクライアント／サーバシステ

ム）をＷｅｂで再構築する案件や支援系／分析系の開発案件の堅調な需要が見込まれます。こうしたなか、採算管理・

工程監理のさらなる徹底により、生産性の継続的な向上を図ってまいります。

　情報処理サービス部門では、システム等管理運営やアウトソーシング関連の需要増が期待されるなか、組織体制を整

備し、既存顧客に対するサービスメニューの充実、新規顧客の開拓、原価低減などを推進し、売上と利益の拡大を図っ

てまいります。

　エンベデッド・ユビキタス／半導体関連部門では、エンベデッド・ユビキタス分野において、成長市場であるデジタ

ル情報家電や自動車関連向け組み込みソフトウェア開発案件の受注拡大が期待されます。半導体関連分野では、メモリ、

ロジックの設計・評価・解析による安定した事業を維持するとともに、今後需要拡大が予想されるデジタル情報家電を

意識したシステムＬＳＩへの対応強化を進めてまいります。

　以上を踏まえて、通期の業績予想につきましては、売上高205億円、経常利益14億円、当期純利益７億50百万円を見込

んでおります。
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(2) 財政状態

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが26

百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが66百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが89百万円

の収入となったことにより、資金の減少額が３百万円となり当中間会計期間末の資金残高は、39億18百万円（前年同期

比14.7％増）となりました。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は26百万円（前年同期比72.6％減）となりました。 

これは主に、税引前中間純利益が６億47百万円計上され、売上債権が３億５百万円減少したことによる収入があった

ものの、年金への移行等による退職給付引当金の減少が４億82百万円、未払費用の減少額が２億64百万円、法人税等の

支払額が２億36百万円あったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は66百万円（前年同期比81.0％減）となりました。 

 これは主に、投資有価証券の売却による収入が１億５百万円あったものの、投資有価証券の取得による支出が95百万

円、有形固定資産の取得による支出が38百万円、無形固定資産の取得による支出が44百万円あったこと等によるもので

あります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は89百万円（前年同期比43.0％減）となりました。 

これは主に、短期借入れによる収入が60百万円、長期借入れによる収入が２億円、短期借入金の返済による支出が98

百万円、長期借入金の返済による支出が16百万円、ストックオプションの権利行使に伴う自己株式の売却による収入が

20百万円、利益処分による配当金の支払額76百万円あったことによるものであります。 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 57.0 55.2 57.9 57.1 61.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
52.6 51.1 73.1 102.9 89.6

債務償還年数（年）（※） 3.8 0.0 － 0.1 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）（※）
55.9 302.4 － 317.7 －

（注）１．各指標の算式は以下の算式を使用しております。

　　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

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（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、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、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、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。

（※）上記平成18年３月期中間および平成19年３月期中間の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシ

オについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため「－」で表示しております。
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(3) 事業等のリスク

 

当社の経営成績、株価、および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のものが考えられます。

(1) 業績の変動要因について

①当社事業の特徴について

　当社は情報サービス業界に属し、大手の上場企業グループを主要取引先として、ソフトウェア開発事業、情報処理

サービス事業およびエンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業の３つの分野において事業を行っております。

　顧客からシステム構築案件を受注する際に、情報サービス業界において広く行われている取引形態として、上流工

程(システム企画、基本設計)は一次請けの大手システムインテグレータ自身が行い、それ以降の下流工程(詳細設計、

プログラミング、テスト等)は他の中堅以下の情報サービス企業に委託するという形態があります。しかしながら当

社の場合は、従前より顧客との長期安定的な直接取引を重視する戦略を推進してきた結果、当社の売上高の約７割は、

最終ユーザーとの直接取引によるものとなっております。

各事業の概要は以下のとおりであります。

(ソフトウェア開発事業)

　ソフトウェア開発事業は、取引先の依頼に基づき個別のソフトウェアの開発を行う、いわゆる「受注ソフトウェア

開発」のうち、ビジネスアプリケーション系ソフトウェア(※1)開発の分野で事業を展開しております。具体的には、

汎用大型コンピュータ系のシステム開発を行っているほか、クライアントサーバシステムなどのオープン系、イン

ターネット等を利用したＷｅｂ系の各システムの構築サービスを行っております。 

(情報処理サービス事業)

　情報処理サービス事業は、取引先のコンピュータ部門スタッフに代わって、汎用大型コンピュータの管理運営業務

からネットワークシステム等の管理監視業務まで、情報システムに関する総合サービスを行っております。具体的に

は、システムの管理運営業務の受託、取引先のシステム運用技術者に対する指導、情報機器・ソフトウェア選定等の

コンサルティング、業務処理スケジュールの管理、ならびにヘルプデスク業務の代行等を行っております。

(エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業)

　エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、「受注ソフトウェア開発」のうち組み込み系ソフトウェア(※2)

の開発、ならびに半導体メーカを主たる取引先として半導体製品に関する設計・評価・解析等のサービスの提供等を

行なっております。具体的には、携帯電話やカーナビゲーションシステム等のモバイル・マルチメディア機器に搭載

するソフトウェアの開発や、コンピュータを使用した半導体製品の回路やレイアウトの設計、完成後の半導体製品

(試作品)に対しテスタ(半導体評価装置)を用いた検査、ならびに評価作業の結果検出された不良品および市場から返

品された不良品の分析および発生原因の解明等を行っております。

(※1) ビジネスアプリケーション系ソフトウェア：企業等において、生産管理、販売管理、受発注管理、在庫管理、

物流管理、会計および財務等の業務用に用いられるソフトウェア。ソフトウェアが稼動するシステムの種類によっ

て、汎用大型系、オープン系およびＷｅｂ系に分類される。

(※2) 組み込み系ソフトウェア：情報家電および携帯電話、交通機関用制御システム、工作機械、試験機器等、シ

ステムや機器に組み込まれて用いられるソフトウェア。

②取引先の需要による売上高の季節変動性について

　当社は、受注ソフトウェア開発を主体として、顧客である企業に様々なITソリューションを提供しております。当

社が提供するサービスは、主として取引先の情報関連および設備投資予算の影響を受けやすく、取引先企業が事業年

度を４月から３月までと定めていることが多いことから、当社の売上高は、中間年度末(９月)および年度末(３月)に

かけて集中する傾向があります。したがって、当社の四半期もしくは半期の業績は、必ずしも通期の業績に連動する

ものではなく、それらの四半期または半期の業績だけをもって、当社の通期の業績を予想することは困難となってお

ります。

③特定の取引先への売上高比率について

　当社は、約300社の取引先との間で長期にわたる継続的な取引を行っており、それら取引先が属する業種も、製造、

金融、流通、情報サービス、公共分野および建設等、幅広い業種にわたっておりますが、取引先上位10社に対する売

上高比率は、全体の約５割を占め、また上位30社では同７割強を占めており、一部の上位取引先向けの売上高比率が

高い水準にあります。当社は引き続き、既存取引先との長期安定取引の継続および新規顧客の開拓に努める方針であ

りますが、今後、これら上位取引先との取引解消や受注減少が発生した場合等には、当社の業績および財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

④協力会社への外注について

　当社は、現在約300社の協力会社を外注先として業務の一部を委託しており、当社外注費の売上原価に占める割合

は約４割となっております。当社は今後とも外注先を活用していく方針でありますが、当社が適切な時期に、必要な

能力を有する外注先を確保できなかった場合等には、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤企業の情報・設備関連投資に対する需要等の影響について

　当社は、取引先の情報・設備関連投資動向や半導体関連市場の動向等の影響を受けるため、これらの動向によって

は、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 技術革新および顧客ニーズへの対応について

　当社が属する情報サービス業界は技術革新が激しいことから、当社が現在保有する技術・技能等が陳腐化する可能

性があります。当社は技術革新のスピードに対処するために、常に新しい技術・技能を組織的に習得し、従業員全体

の能力を高め、顧客のニーズに対して的確に対応していく方針を採っております。今後、これらの技術革新や顧客志

向の変化に対し、当社が適切かつ迅速に対応できなかった場合等には、業務の継続関係や業務委託に関する契約が解

除される等により、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 競合について

　当社は国内外の多くのソフトウェア開発企業と競合関係にあり、それら競合会社の上位企業には、財務、技術、ま

たはマーケティング等において当社を上回る事業基盤を有しているものが存在するほか、アジアを中心とした海外に

おける競合会社の中には、本邦の人件費水準を大幅に下回るようなコスト競争力を備えた企業も存在します。

　当社は、今後とも既存取引先のニーズに対応し、長期安定取引の継続を図るとともに、新規顧客の獲得に努める方

針でありますが、万が一、競争力のあるサービスを維持できず、顧客ニーズに適切に対応できない場合等には、当社

の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) セキュリティ対策について

　当社が提供するサービスは、当該業務の性格上、当社従業員が、取引先の保有する大量の情報を検索または参照等

を行うことが必要となるケースがありますので、これらの情報が漏洩する危険性が考えられます。当社は、それらの

情報をデータベースとして直接保有することはありませんが、業務上、これらの情報にアクセス可能な環境下にあり

ます。当社では、データベースへのアクセス可能者を限定登録し、アクセス履歴を記録するセキュリティシステムの

導入等により防衛策を講じるとともに、徹底した社員のモラル教育を行い、当社内部からの情報漏洩を未然に防ぐ措

置を講じております。このような対策にもかかわらず、当社からの情報漏洩が発生した場合には、当社が損害賠償責

任を負う可能性があるほか、現在受託している業務の継続にも支障が生じる等により、当社の業績および財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

(5) 人材の育成について

　当社は、東京、神奈川、大阪、愛知、三重および福岡の各都府県を拠点に事業展開を行っておりますが、顧客の

ニーズに的確に対応するためには、関連する技術・技能を有した多くの優秀な人材を常時確保しておく必要がありま

す。当社は、定期採用においては、基礎能力が高い人材を採用すること、中途採用においては、即戦力となる高度な

スキル・経歴をもった人材を採用することに努めております。また、入社後は、社員の技術教育・職能教育を定期的

に実施し、人材の育成に注力しております。今後、当社が事業を拡大していくにあたり、これら事業の推進に必要な

人材を適切に確保・育成できない場合等には、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 戦略的提携等について

　当社は、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新たな事業への進出等のために、事業戦略の一環として企業買

収や資本提携を含む戦略的提携、およびこれらに付随した投融資を行う可能性があります。戦略的提携等の実施に際

しては十分な検討・審査を行っておりますが、事業計画が当初計画どおりに進捗しない場合には、業績に悪影響を及

ぼす可能性があります。

(7) ストックオプション制度について

　当社は、株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社の業績向上に対する意欲を一層高めること等

を目的として、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。新株予約権が行使された場合に

は、当社の1株当たりの株式価値が希薄化することにより、短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成に影響

を及ぼす可能性があります。当社は、役職員の士気を高め、優秀な人材を確保するためのインセンティブ・プランと

して、今後ともストックオプション制度を活用することを検討しておりますが、当該制度の活用は、さらなる株式価

値の希薄化を招くおそれがあります。
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４．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  2,712,910 3,314,485 3,218,503

２．売掛金 3,161,824 3,405,812 3,711,517

３．有価証券 703,432 603,919 703,524

４．たな卸資産 591,002 537,389 427,379

５．繰延税金資産 457,102 411,277 529,646

６．その他 292,681 272,786 252,532

貸倒引当金 △19,358 △10,240 △11,190

流動資産合計 7,899,595 63.6 8,535,430 68.0 8,831,913 67.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※

(1）建物  736,278 713,725 709,744

(2）器具及び備品 215,745 188,082 197,757

(3）土地  275,167 275,167 275,167

有形固定資産合計 1,227,191 9.9 1,176,975 9.4 1,182,669 9.0

２．無形固定資産 316,258 2.5 287,918 2.3 319,728 2.4

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 478,378 483,359 528,047

(2）長期差入保証金 711,495 547,045 548,164

(3）繰延税金資産 1,159,701 989,771 1,134,092

(4）再評価に係る繰
延税金資産

274,517 274,517 274,517

(5）その他 435,223 250,498 362,976

貸倒引当金 △85,482 － －

投資その他の資産
合計

2,973,833 24.0 2,545,191 20.3 2,847,796 21.6

固定資産合計 4,517,282 36.4 4,010,085 32.0 4,350,194 33.0

資産合計 12,416,878 100.0 12,545,515 100.0 13,182,108 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 587,674 863,431 760,844

２．短期借入金  170,000 90,400 62,000

３．未払法人税等 213,907 33,225 263,532

４．未払費用 1,186,642 1,161,009 1,425,869

５．その他 349,082 248,704 359,985

流動負債合計 2,507,306 20.2 2,396,771 19.1 2,872,231 21.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 － 117,000 －

２．退職給付引当金 2,628,680 2,212,019 2,694,811

３．役員退職慰労引当
金

91,890 91,040 91,890

固定負債合計 2,720,570 21.9 2,420,059 19.3 2,786,701 21.1

負債合計 5,227,876 42.1 4,816,831 38.4 5,658,933 42.9

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,881,867 15.1 － － 1,881,867 14.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,749,459 －  

資本剰余金合計 1,749,459 14.1 － － 1,749,459 13.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 470,466 － 470,466

２．任意積立金 616,000 － 616,000

３．中間（当期）未処
分利益

3,233,046 － 3,478,067

利益剰余金合計 4,319,513 34.8 － － 4,564,533 34.6

Ⅳ　土地再評価差額金 △401,300 △3.2 － － △401,300 △3.0

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

8,631 0.1 － － 26,245 0.2

Ⅵ　自己株式 △369,169 △3.0 － － △297,630 △2.3

資本合計 7,189,001 57.9 － － 7,523,175 57.1

負債・資本合計 12,416,878 100.0 － － 13,182,108 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,881,867 15.0 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,749,459 －

資本剰余金合計  － － 1,749,459 14.0 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 470,466 －

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金  － 616,000 －

繰越利益剰余金  － 3,684,333 －

利益剰余金合計  － － 4,770,800 38.0 － －

４　自己株式  － － △275,392 △2.2 － －

株主資本合計  － － 8,126,734 64.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 － － 3,250 0.0 － －

２　土地再評価差額金  － － △401,300 △3.2 － －

評価・換算差額等合
計

 － － △398,050 △3.2 － －

純資産合計  － － 7,728,684 61.6 － －

負債純資産合計  － － 12,545,515 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

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）

前事業年度の要約損益計算書
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,042,680 100.0 9,830,363 100.0 19,216,657 100.0

Ⅱ　売上原価 6,982,659 77.2 7,506,200 76.4 15,051,038 78.3

売上総利益 2,060,020 22.8 2,324,162 23.6 4,165,619 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,395,444 15.4 1,591,196 16.1 2,984,834 15.5

営業利益 664,576 7.3 732,965 7.5 1,180,784 6.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 31,626 0.4 27,373 0.3 74,169 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 20,223 0.2 16,234 0.2 44,510 0.2

経常利益 675,979 7.5 744,104 7.6 1,210,444 6.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 730 0.0 7,550 0.1 16,560 0.0

Ⅶ　特別損失
※４
※５

190,082 2.1 103,814 1.1 237,584 1.2

税引前中間（当
期）純利益

486,626 5.4 647,839 6.6 989,419 5.1

法人税、住民税及
び事業税

189,000 7,000 426,000

法人税等調整額 17,485 206,485 2.3 278,420 285,420 2.9 △41,499 384,501 2.0

中間（当期）純利
益

280,141 3.1 362,419 3.7 604,918 3.1

前期繰越利益 2,958,956 － 2,958,956

自己株式処分差損 6,051 － 10,774

中間配当額 － － 75,033

中間（当期）未処
分利益

3,233,046 － 3,478,067
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(3) 中間株主資本等変動計算書

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）

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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 3,478,067 4,564,533 △297,630 7,898,230

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △76,275 △76,275  △76,275

役員賞与（注）      △78,400 △78,400  △78,400

中間純利益      362,419 362,419  362,419

自己株式の取得        △119 △119

自己株式の処分      △1,477 △1,477 22,357 20,880

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 206,266 206,266 22,238 228,504

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 3,684,333 4,770,800 △275,392 8,126,734

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年３月31日　残高

（千円）
26,245 △401,300 △375,055 7,523,175

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △76,275

役員賞与（注）    △78,400

中間純利益    362,419

自己株式の取得    △119

自己株式の処分    20,880

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

△22,995 － △22,995 △22,995

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△22,995 － △22,995 205,509

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,250 △401,300 △398,050 7,728,684

　（注）平成18年６月24日の定時株主総会における利益処分によるものであります。
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

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）

前事業年度の要約

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・

フロー

税引前中間（当期）純利

益
486,626 647,839 989,419

減価償却費 54,780 77,734 158,570

減損損失 8,805 － 8,805

退職給付引当金の増減額

（減少：△）
86,254 △482,791 152,385

役員退職慰労引当金の増

減額（減少：△）
1,930 △850 1,930

貸倒引当金の増減額（減

少：△）
94,580 △950 930

受取利息及び受取配当金 △12,306 △5,622 △24,243

支払利息 623 1,144 1,438

投資有価証券売却益 － 0 △6,000

投資有価証券償還益 － － △10,560

関係会社株式売却益 － △6,600 －

固定資産除却損 22,466 3,764 31,480

投資有価証券評価損 60,000 － 60,000

関係会社株式評価損 － 100,050 －

ゴルフ会員権償還損 3,500 － 3,500

債権売却損 － － 94,198

売上債権の増減額（増加：

△）
154,276 305,704 △405,244

たな卸資産の増減額（増

加：△）
△156,695 △110,010 6,927

仕入債務の増減額（減少：

△）
△81,762 102,587 91,407

未払消費税等の増減額（減

少：△）
△36,669 △61,151 31,389

未払費用の増減額（減少：

△）
70,030 △264,859 309,258

役員賞与の支払額 △32,100 △78,400 △32,100

その他 △21,236 △21,771 14,659

小計 703,104 205,818 1,478,152

利息及び配当金の受取額 12,311 5,689 24,177

利息の支払額 △1,024 △1,785 △1,573

法人税等の支払額 △812,551 △236,601 △1,000,936

営業活動によるキャッシュ・

フロー
△98,160 △26,878 499,820
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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）

前事業年度の要約

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・

フロー

投資有価証券の取得によ

る支出
△43,961 △95,524 △416,200

投資有価証券の売却によ

る収入
－ 105,220 362,760

関係会社株式の売却によ

る収入
－ 16,600 －

有形固定資産の取得によ

る支出
△38,461 △38,796 △108,288

無形固定資産の取得によ

る支出
△173,029 △44,217 △243,983

貸付けによる支出 － △10,000 －

貸付金の回収による収入 15,000 － 20,000

その他の投資活動による

支出
△127,646 △3,178 △144,100

その他の投資活動による

収入
19,389 3,660 204,984

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△348,709 △66,237 △324,828

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・

フロー

短期借入れによる収入 250,000 60,000 310,000

短期借入金の返済による

支出
△80,000 △98,000 △248,000

長期借入れによる収入 － 200,000 －

長期借入れの返済による

支出
－ △16,600 －

自己株式の取得による支

出
－ △119 －

自己株式の売却による収

入
85,608 20,880 152,424

配当金の支払額 △98,523 △76,668 △173,516

財務活動によるキャッシュ・

フロー
157,084 89,491 40,907

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換

算差額
－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

（減少：△）
△289,785 △3,623 215,899

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残

高
3,706,129 3,922,028 3,706,129

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
※ 3,416,343 3,918,404 3,922,028
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中間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

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

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

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

商品

移動平均法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

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

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ８～47年

器具及び備品 ３～15年

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的分

見込販売数量に基づく償却額

と残存有効期間に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか

大きい額を計上しております。

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的分

同左

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的分

同左

自社利用分

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

自社利用分

同左

自社利用分

同左

（3）長期前払費用

期間均等償却

 （3）長期前払費用

同左 

（3）長期前払費用 

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

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
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項目
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）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。

数理計算上の差異は、各発生事

業年度の翌事業年度に一括費用

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。

　過去勤務差異については、各

発生事業年度における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）により、定額法に

よる按分額をそれぞれ発生事業

年度より費用処理をしておりま

す。

　数理計算上の差異については、

各発生事業年度における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）により、定額法

による按分額をそれぞれ発生事

業年度の翌事業年度から費用処

理をしております。

(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

債務の見込額に基づき計上して

おります。

数理計算上の差異は、各発生事

業年度の翌事業年度に一括費用

処理しております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え

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。

　なお、平成17年６月22日開催

の定時株主総会の日をもって役

員退職慰労金制度は廃止となり、

「役員退職慰労引当金」は制度

適用期間中から在任している役

員に対する支給予定額でありま

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。

　なお、平成17年６月22日開催

の定時株主総会の日をもって役

員退職慰労金制度は廃止となり、

「役員退職慰労引当金」は制度

適用期間中から在任している役

員に対する支給予定額でありま

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。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー計

算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

　中間キャッシュ・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 　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。
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項目
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）

６．その他中間財務諸表（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

　消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債「その

他」に含めて表示しております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しております。
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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）

　当中間会計期間より、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。これにより税引前中間純利益は8,805千円

減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

これにより税引前当期純利益は8,805千円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。

  ────── （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

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7,728,684千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、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）

 ──────  （退職給付引当金の会計処理に関する事項）

 退職給付会計制度における未認識数理計算上

の差異については、発生年度の翌期に一括して

処理する方法をとっておりましたが、当中間会

計期間より発生年度の翌期から５年で処理する

方法に変更しました。

　平成18年４月１日より、従来の勤続年数に基

づく退職一時金制度から、ポイント制の退職一

時金制度およびキャッシュバランスプランに基

づく年金制度を導入し、成果主義をベースとし

た退職給付金制度に移行することとなりまし

た。

　この制度変更に伴い、当社の退職給付会計制

度に係る会計環境は、従来採用していた退職給

付制度とは大幅に異なることとなり、年金制度

に50％程度移行することにより従来と比べて数

理計算上の差異の発生要因が増え、多額に数理

計算上の差異が発生することが予想されます。

したがって、現在発生している数理計算上の差

異を従来の方法により処理することは必ずしも

現時点の会計環境に適したものでないことから

会計方針を変更して未認識数理計算上の差異を

発生年度の翌期から平均残存勤務期間内の５年

で処理する方法に変更しました。

　この変更に伴い、数理計算上の差異201,353

千円を発生年度の翌年から５年で処理した結果

従来の方法に比較して、退職給付費用が80,541

千円減少し、営業利益、経常利益および税引前

中間純利益が75,631千円増加しております。

────── 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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）

※有形固定資産の減価償却累計額 1,392,926千円 1,438,697千円 1,402,766千円

（中間損益計算書関係）

項目
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．営業外収益のうち主要なもの

受取利息

受取配当金

不動産賃貸料

生命保険配当金

生命保険事務取扱手数料

生命保険金

914千円

11,392

6,551

7,385

3,524

－

3,466千円

2,155

5,768

4,487

3,633

－

2,043千円

22,200

12,323

7,385

7,108

16,180

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息

不動産賃貸費用

623千円

15,924

1,144千円

15,089

1,438千円

32,636

※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益

投資有価証券償還益

関係会社株式売却益

貸倒引当金戻入額

－千円

－ 

－ 

730 

0千円

－ 

6,600 

950 

6,000千円

10,560 

－ 

－ 

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産売却・除却損

固定資産除却損

建物

器具及び備品

ソフトウェア

投資有価証券評価損

関係会社株式評価損

ゴルフ会員権償還損

減損損失

貸倒引当金繰入額

債権売却損

事務所移転費用

（内固定資産除却損）

　　（建物）

　　（器具及び備品）

20,752千円

1,548

165

60,000

－

3,500

8,805

95,310

－

－

 

(－)

(－)

3,748千円

16

－

－

100,050

－

－

－

－

－

 

(－)

(－)

6,786千円

4,249

2,537

60,000

－

3,500

8,805

－

94,198

64,294

 

(24,400)

(293)
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項目
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）

※５．減損損失

 

 

　　　　　　8,805千円

　当中間会計期間において、当

社は以下の資産について減損損

失を計上しております。

場所　本社（東京都新宿区）

用途　遊休

種類　電話加入権（無形固定資

産）

　当社は、稼動資産においては

各地域の事業拠点をグルーピン

グの単位とし、遊休資産につい

ては、各資産をグルーピングの

単位としております。

　上記の資産は、遊休状態にあ

り将来の用途が定まっていない

ため、各々の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額

（8,805千円）を減損損失として

特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、取

引事例価額等を基礎として評価

しております。

 

 ───

　

 

 

 

 

 

8,805千円 

　当事業年度において、当社は

以下の資産について減損損失を

計上しております 。

場所　本社（東京都新宿区） 

 用途　遊休

種類　電話加入権（無形固定資

産）

 　当社は、稼動資産においては

各地域の事業拠点をグルーピン

グの単位とし、遊休資産につい

ては、各資産をグルーピングの

単位としております。

　上記の資産は、遊休状態にあ

り将来の用途が定まっていない

ため、各々の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額

（8,805千円）を減損損失として

特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、取

引事例価額等を基礎として評価

しております。

６．減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

40,613千円

14,166

38,249千円

39,485

86,224千円

72,345
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（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）

 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  

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 9,008,560 － － 9,008,560

合計 9,008,560 － － 9,008,560

自己株式

普通株式（注）１、２ 532,514 84 40,000 492,598

合計 532,514 84 40,000 492,598

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加84株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少40,000株は、ストックオプションの権利行使による減少であります。

 

 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
（千円）

１株当たり配当
額（円）　

基準日 効力発生日

平成18年６月24日

定時株主総会
普通株式 76,275 9.0 平成18年３月31日 平成18年６月26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
（千円）

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 102,071 利益剰余金 12.0 平成18年９月30日 平成18年11月30日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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

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日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,712,910千円

有価証券勘定 703,432

現金及び現金同等物 3,416,343

現金及び預金勘定 3,314,485千円

有価証券勘定 603,919

現金及び現金同等物 3,918,404

現金及び預金勘定 3,218,503千円

有価証券勘定 703,524

現金及び現金同等物 3,922,028

①　リース取引

項目
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）

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取　　得
価　　額
相 当 額
（千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（千円）

中間期末
残　　高
相 当 額
（千円）

器具及
び備品

216,796 119,497 97,299

その他 10,834 4,753 6,080

合計 227,630 124,251 103,379

取　　得
価　　額
相 当 額
（千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（千円）

中間期末
残　　高
相 当 額
（千円）

器具及
び備品

279,021 92,129 186,892

その他 7,633 5,572 2,061

合計 286,655 97,701 188,953

取　　得
価　　額
相 当 額
（千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（千円）

期　　末
残　　高
相 当 額
（千円）

器具及
び備品

323,715 116,486 207,228

その他 8,247 5,415 2,831

合計 331,962 121,902 210,060

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 30,609千円

１年超 76,417千円

合計 107,027千円

１年内 49,082千円

１年超 144,230千円

合計 193,312千円

１年内 49,384千円

１年超 165,059千円

合計 214,444千円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 22,147千円

減価償却費相当額 24,345千円

支払利息相当額 1,829千円

支払リース料 27,214千円

減価償却費相当額 25,619千円

支払利息相当額 2,206千円

支払リース料 50,192千円

減価償却費相当額 51,039千円

支払利息相当額 4,209千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 105,846 111,854 6,007

(2）その他 56,601 65,130 8,528

合計 162,447 176,984 14,536

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式 121,050

(2）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 653,072

中期国債ファンド 50,360

非上場株式 301,394

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 106,517 108,863 2,345

(2）その他 158,723 161,852 3,128

合計 265,240 270,715 5,474

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式 11,000

(2）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 553,528

中期国債ファンド 50,390

非上場株式 212,644
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前事業年度末（平成18年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 106,163 146,823 40,660

(2）その他 165,040 168,579 3,538

合計 271,203 315,403 44,199

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（千円）

　(1）子会社株式及び関連会社株式 121,050

　(2）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 653,161

中期国債ファンド 50,363

非上場株式 212,644

③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　当社は、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。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当社は、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。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　当社は、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。

④　持分法損益等

　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）

　　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。

　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）

　　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 861.16円

１株当たり中間純利益

金額
33.95円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
32.96円

１株当たり純資産額 907.55円

１株当たり中間純利益

金額
42.66円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
41.67円

１株当たり純資産額 878.33円

１株当たり当期純利益

金額
63.16円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
61.18円

（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 280,141 362,419 604,918

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 78,400

　（うち、利益処分による役員賞与） － － (78,400)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
280,141 362,419 526,518

期中平均株式数（千株） 8,252 8,496 8,336

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 247 200 269

（うち新株予約権） (247) (200) (269)

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）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

──── ──── ────

（重要な後発事象）

　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）

　　該当事項はありません。

　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）

　　該当事項はありません。

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　　当社は、平成18年４月１日付で成果主義を反映した退職金制度を導入し、退職金規程を改定致しました。

また、同日付で退職一時金制度から、退職一時金と確定給付型の制度として、規約型企業年金制度（キャッシュバ

ランスプラン）による退職金制度へ移行致しました。

この改定により、退職給付会計における退職給付債務額が106,998千円減少し、同額の過去勤務債務が発生しており

ます。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績 （単位：千円）

事業部門別

前中間会計期間
（平成17年４月１日
平成17年９月30日）

当中間会計期間
（平成18年４月１日
平成18年９月30日）

前事業年度
（平成17年４月１日
平成18年３月31日）

金額 比率 金額 比率 金額 比率

％ ％ ％

ソフトウェア開発 5,377,636 58.2 5,645,951 56.6 11,125,474 57.9

情報処理サービス 1,796,370 19.4 2,156,746 21.6 3,840,840 20.0

エンベデッド・ユビキタ

ス／半導体関連
2,072,346 22.4 2,172,828 21.8 4,263,962 22.1

合計 9,246,352 100.0 9,975,526 100.0 19,230,278 100.0

（注）１．金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．情報処理サービスは主としてシステム等管理運営であります。

 

(2）受注状況 （単位：千円）

事業部門別

前中間会計期間
（平成17年４月１日
平成17年９月30日）

当中間会計期間
（平成18年４月１日
平成18年９月30日）

前事業年度
（平成17年４月１日
平成18年３月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

金額 金額 金額 金額 金額 金額

ソフトウェア開発 5,434,993 1,541,414 6,465,430 2,034,344 11,017,177 1,200,096

情報処理サービス 2,233,473 908,650 2,835,942 1,005,301 3,686,117 324,129

エンベデッド・ユビキタ

ス／半導体関連
2,215,432 554,129 2,446,160 821,129 4,293,994 419,380

合計 9,883,900 3,004,194 11,747,533 3,860,776 18,997,289 1,943,605

（注）１．金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．情報処理サービスは主としてシステム等管理運営であります。

 

(3）販売実績 （単位：千円）

事業部門別

前中間会計期間
（平成17年４月１日
平成17年９月30日）

当中間会計期間
（平成18年４月１日
平成18年９月30日）

前事業年度
（平成17年４月１日
平成18年３月31日）

金額 比率 金額 比率 金額 比率

％ ％ ％

ソフトウェア開発 5,226,535 57.8 5,631,181 57.3 11,150,037 58.0

情報処理サービス 1,798,626 19.9 2,154,770 21.9 3,835,791 20.0

エンベデッド・ユビキタ

ス／半導体関連
2,017,518 22.3 2,044,410 20.8 4,230,829 22.0

合計 9,042,680 100.0 9,830,363 100.0 19,216,657 100.0

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．情報処理サービスは主としてシステム等管理運営であります。
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