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平成 19年 3月期 中間 決算短信　(非連結)    平成 18年 10月 27日

旭情報サービス株式会社 上場取引所 東

本社所在都道府県 東京都

代 表 取 締 役 社 長 氏名　田中 　博
財務経理部長 氏名　英保　吉弘 TEL (03) 3555 - 1911
平成 18年 10月 27日 配当支払開始日    平成 18年 11月 27日

単元株制度採用の有無 有（1単元　1,000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

売　　上　　高　 営　業　利　益 経　常　利　益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

4,349 462 466
4,370 569 574
8,708 1,117 1,124

中間（当期）純利益

百万円 ％　 　 円　　銭　

262
318
683

（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　 7,808,433 株　　17年 9月中間期　 7,814,959 株　　18年3月期　 7,812,896 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)財政状態

総  資  産 純　資　産 自己資本比率  1株当たり純資産

（注）①期末発行済株式数　18年 9月中間期　 7,808,255 株　　17年 9月中間期　 7,813,443 株　　18年3月期　 7,808,627 株

②期末自己株式数　　18年 9月中間期　   456,595 株　　17年 9月中間期　   451,407 株　　18年3月期　   456,223 株

(3)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

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 ）

（参考）  １株当たり予想当期純利益（通期） 83円35銭

３. 配当状況

上　場　会　社　名       
コ ー ド 番 号 9799

36.00

（百万円未満切捨）

％

76.4
77.9
75.0

△ 18.8 

756.68
715.86
743.18

円 　銭　

7.1 
△ 4.4 

△ 18.9 
7.2 

△ 5.8 

1株当たり配当金

18.00

年間
円　銭

36.00

期末
円　銭

18.00
―

―

中間期末
円　銭

18.00
18.00

百万円　

3,347
3,674
3,906

△  140
△  128
△  274

百万円　 百万円　

5,835

△560
△  4

5422

円　　銭

百万円　

5,908
5,593

7,779

百万円　

142
△  297

6.7

百万円　

7,730
7,184

△ 0.9 

△ 17.7
3.2

当期純利益

百万円　

650

経常利益

  

・現金配当

18年 3月期

△ 0.5 
△ 0.2 

19年3月期（実績）

18年 9月中間期
17年 9月中間期
18年 3月期

18年 9月中間期
17年 9月中間期
18年 3月期

― 

33.58

代   　表   　者   
問合せ先責任者

18年 9月中間期
17年 9月中間期
18年 3月期

18年 9月中間期
17年 9月中間期

※業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在してお りますので、実際の業績は
　 これらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては添付資料７ページをご参照ください。

通　 期

売上高

百万円　

8,950

百万円　

1,130

18年3月期

19年3月期（予想）

(URL http://www.aiskk.co.jp)

決算取締役会開催日

（百万円未満切捨）

（百万円未満切捨）

― 83.35

１ 株 当 た り
中間（当期）純利益

40.75

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益
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１．企業集団の状況 
 

企業集団の状況 

当社は、ソフトウェアの設計・開発からネットワーク環境の構築・運用・管理の一括サポートまで、お客様のニー

ズに対応した事業展開を行っております。 

「ネットワークサービス部門」 

 当部門は、企業内のネットワークシステムの構築、運用、およびヘルプデスク業務などの管理業務をはじめ、

オープンシステムの導入や各種ソフトのインストールに至るまで、幅広いサポート業務を行っております。 

「システム開発部門」 

 当部門は、ユーザーのもとに当社社員のシステムエンジニアやプログラマーが常駐し、ユーザーの管理のも

とで開発作業を行う常駐業務であります。汎用系システム開発からオープン系システム開発に至るまで幅広

い技術に対応できる技術者をタイムリーに提供しております。 

「システム運用部門」 

 当部門は、企業の情報システム部門に当社社員が常駐し、ユーザーに代わってコンピューターの維持運用

管理を行っております。メーカーの機種にこだわらず、ホストコンピューター（汎用機）からオフコンまでユー

ザーのニーズに合わせた運用サービスを「365日24時間体制」で提供しております。 

「ＯＡサービス部門」 

 当部門は、ＯＡスタッフがユーザーの事務所に常駐してデータ入力、パソコン等のＯＡ操作を中心に業務を

行っております。 

 

（事業系統図） 

 以上、述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 
当 社 

ユ ー ザ ー 系 情 報 サ ー ビ ス 会 社

情 報 サ ー ビ ス 会 社

ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス

シ ス テ ム 開 発

シ ス テ ム 運 用

Ｏ Ａ サ ー ビ ス

人

員

の

常

駐  

最 終 ユ ー ザ ー
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２．経 営 方 針 

 
（１）会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来の哲学である「誠」を社是に掲げ、「３６５日２４時間体制」と「正社員のみによる万全のセ

キュリティ体制」でサービスを提供することを経営の基本理念としてまいりました。 

そして、経営の基本方針として次の三つを掲げ、不況・競争・変化に強く常に利益をあげる会社づくりに全力

を注ぎ、経営目標である「エクセレントカンパニー」の実現を目指しております。 
 

「顧客満足・・・ＩＴ技術を通じての顧客利益の向上」 

「社員満足・・・会社を通じての豊かな暮らしと自己実現」 

「株主満足・・・企業価値の向上と利益還元」 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の強化と

長期的な収益の向上を維持するとともに、１株当たり配当金が継続的に増額するよう努めることを基本方針とし

ております。 

なお、配当金につきましては、中間配当 1 株当たり 18 円、期末利益配当 18 円の年間 36 円の配当を予定し

ております。 

また、当社は株主優待制度を設けており、3 月末現在の 1 単元以上の株主さまに対して 5,000 円相当の「郵

便局ふるさと小包」ギフト券を贈呈する制度を実施しております。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性を高めることが株式市場において適正な株価が形成される、有益な施策であると認識

しております。投資単位の引下げにつきましては、株価水準、投資家層の拡大、株式流動性の向上を総合的に

勘案して、株主利益や費用対効果の視点から、さらに引き続き慎重に検討を進めてまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社は、企業価値の向上と株主資本の効率的運用により投資効率の高い経営を図るため、以下の指標を重

要なものとして、目標設定をしております。 

①売上高経常利益率  13％以上 

②自己資本利益率（ROE） 15％以上 

③配当性向 40％以上 

これらを達成するために、高付加価値の実現と生産性の向上を基本方針として、成長性の高いソフトサービ

ス分野へシフトさせる事業構造改革に積極的に取り組んでおります。 

 
なお、これらの過去 2 年間の実績はそれぞれ下記のとおりです。 
 

重点経営指標 目標値 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 

売上高経常利益率 13％以上 13.6％ 12.9％ 

自己資本利益率（ROE） 15％以上 12.2％ 12.2％ 

配当性向 40％以上 40.9％ 43.2％ 

 

（５）中期的な会社の経営戦略 

経営目標である「エクセレントカンパニー」を実現するために、「社員の主体性と自己責任の確立」、「優秀な

人材の育成」、「市場変化を見通したお客様対応」、「情報セキュリティ強化」、「株主利益還元」を中期の重点施

策とし、事業の成長、収益力の向上、企業価値の拡大に取り組んでおります。 

①社員の主体性と自己責任の確立 
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テーマに「行動革新」を掲げ、常に主体的な業務改善とスキルアップに努めて、顧客に付加価値の高い

サービスを提供する。 

②優秀な人材の確保・育成 

当社にとって重要な資源である優秀な人材の確保・育成に向け 

イ．採用力の強化を図る。 

ロ．技術力とともにマネジメント能力、折衝力を備えた「コアリーダー」を育成する。 

ハ．IT スキル標準（ITSS）の導入によるキャリア開発支援を通し、高度技術者を育成する。 

③市場変化を見通したお客様対応 

市場動向や顧客ニーズを見通して、ネットワーク構築事業やアウトソーシング事業の拡大を図る。また、

拡大の見込まれる組込ソフト開発分野に取り組む。 

④情報セキュリティ強化 

当社の事業モデルにおいては、ミス・事故を起こさないことが顧客サービスの基本であります。 

情報セキュリティ体制を強化し、またコンプライアンス遵守に向け、定期的な強化月間の実施や勉強会を

通じて、社員のモラル教育を徹底して行う。 

⑤株主利益還元 

競争力の強い企業体質、事業拡大、業務の効率化や業務改善によるコスト削減などにより、常に「利益の

あがる会社」を実現し、株主への利益還元を果たす。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

事業拡大と高収益化の実現には、優秀な人材の確保・育成と技術力の向上が重要な課題となります。優秀な

人材の確保に向け、従来からの採用活動を根本的に見直して、効果の上がる、効率的な採用活動を積極的に

行ってまいります。また、IT スキル標準（ITSS）を基に高度技術者の育成に取り組むとともに、技術力に加えて管

理力、折衝力をも兼ね備えたコアリーダーの育成を行ってまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（８）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

（１）経営成績 

当中間期における我が国経済は、原油高により先行き不透明感が残るものの、輸出の増加と設備投資の拡

大に伴い、企業収益は引き続き好調を維持し、また個人消費も底堅く、景気は概ね順調に推移いたしました。 

情報サービス産業は、金融機関や製造業を中心に情報システム投資が高まっていますが、大型化・複雑化

するシステムに対して、顧客が期待する技術水準も高まり、そのため業界全体の技術者不足が鮮明になってお

り、一部では受注を見送るなど、人材確保が重要課題となっております。 

このような状況のもと、当社は採算面からＯＡサービス、システム運用部門を縮小し、ネットワークサービス部

門を中心にした事業拡大に向け、優秀な人材の確保、技術教育に注力してまいりました。しかしながら、技術者

の確保が十分にできず、受注を見送らざるを得ない案件も発生しました。 

この結果、当中間期の売上高は 4,349 百万円（前年同期比 0.5％減）、経常利益は 466 百万円（前年同期比

18.9％減）、中間純利益は 262 百万円（前年同期比 17.7％減）となりました。 

 
部門別概況は次のとおりであります。 

（ネットワークサービス部門） 

システム運用管理、設計、構築への業容拡大に向け、技術者確保と育成に努めた結果、エンドユー

ザーからの需要も拡大し、売上高は 2,295 百万円（前年同期比 8.3％増）となりました。 

 
（システム開発部門） 

開発技術者は前期に比べ増加し、組込ソフトの開発業務やシステム受託開発に取り組みましたが、

料金単価が低下した結果、売上高は 1,226 百万円（前年同期比 0.6%減）となりました。 

 
（システム運用部門） 

汎用系大口顧客の業務終了などで需要は減少し、当部門は厳しい状況にあります。当社では汎用系技術か

らネットワーク系技術への移行に取り組んでおり、売上高は 640 百万円（前年同期比 17.2%減）とな

りました。 

 
（ＯＡサービス部門） 

データエントリー業務からは完全に撤退し、さらに OA サービス常駐業務は人材派遣会社と競業することが多

いため、採算性と将来性を検討しながら当事業の縮小を進めており、売上高は 186 百万円（前年同期比 22.6%

減）となりました。 

 
（２）財政状況 

当中間期における現金および現金同等物は 3,347 百万円となり、前期末に比べ 558 百万円減少いたしまし

た。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、142 百万円でありました。これは、税引前当期純利益が、459 百万円ありま

したが売掛金の増加 33 百万円、保険積立金の減少 81 百万円、法人税等の支払い 277 百万円があったこと

によるものです。 

 
（投資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・フローにつきましては、投資有価証券の取得 517 百万円、有形固定資産の取得

20 百万円等により 560 百万円の支出となりました。 

 
（財務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・フローにつきましては、主に配当金の支払による支出 139 百万円等により 140 百

万円の支出となりました。 
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なお、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 平成18年３月期 平成19年３月 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 70.1 68.7 77.9 75.0 76.4 

時価ベースの自己資本比率(％) 104.4 111.4 132.6 147.4 127.6 

債務償還年数（年） 0.4 0.3 ― 21.7 1.7 

インタレスト･カバレッジ･レシオ 163.3 221.3 ― 3.4 43.3 

 
※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．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。 

２．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。 

３．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。 

 

（３）事業等のリスク 

本中間決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を

及ぼす可能性があると考えられる事項には、以下のようなものがあります。なお、文中、将来に関する事項は、

本中間決算短信の公表日現在において当社が判断したものであります。 

 

① 当社の事業にかかわるリスクについて 

当社が属する情報サービス産業は、基本的にはユーザーである個々の企業等の情報化投資に係る予算

統制の影響を受けますが、企業および政府の情報化投資の増加やアウトソーシング需要が高まって市場

規模が毎年拡大しております。その一方で、業界内部では大手コンピューターメーカーなどが設計・開発か

ら保守・運用までの一括した業務支援で参入するなどこれまで以上に競争が激化しており、従来型の技術

サービスでは価格の低下に拍車がかかり、当社の業績に影響を与える可能性が考えられます。 

 

② システム運用部門について 

当社のシステム運用部門は、平成 18 年９月期の実績で 14.7％を占めていますが、大規模なシステム運

用管理業務が多く、システム運用ミスによるシステムダウンが起きれば、損害賠償金を請求される可能性が

あります。当社では、このリスクに備えて情報サービス賠償責任保険に加入しております。 

 

③ システム開発部門について 

当業界の開発需要は、大型開発案件の一時的な凍結や先送り、開発期間の短縮等により依然として厳

しい受注環境となっております。当社のシステム開発部門は、平成 18 年９月期の実績で 28.2％を占めて

いますが、比較的小型案件が多く、事業リスクは小さいと考えております。 

 

④ 特定の取引先への依存度について 

当社のお取引先は、官公庁、電機、自動車、金融、保険など特定の産業分野にかたよらない上場企業を

中心とした優良企業であります。従って、主要お取引先への売上割合は最高でも 10％未満であり、特定の

取引先への依存度による事業リスクは少ないと考えております。 

 

⑤情報漏洩について 

当社は、システム運用部門およびシステム開発部門において顧客の個人情報を扱う場合があります。当

社では、個人情報保護マネジメントシステムを確立して個人情報の取扱いを厳格に管理しており、個人情

報の管理体制が十分に整っている企業に与えられるプライバシーマークを取得しております。しかしながら

万が一、個人情報の外部への漏洩が生じた場合、損害賠償を請求される可能性があります。当社ではこの

リスクに備えて個人情報漏洩保険に加入しておりますが、当社の信用の失墜を招くことにより、経営成績等
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に影響を与える可能性があります。 
 

（４）通期の見通し 

情報サービス産業においては、今後もユーザー企業のシステム投資は増加すると期待されますが、

投資効果に対する評価は厳しく、さらに技術者不足もあいまって、厳しい受注環境が続くものと思わ

れます。このような状況のもと、当社は優秀な人材確保と技術者育成を最重要課題として取り組み、

ネットワークの構築、運用管理等の付加価値の高い案件の獲得を目指してまいります。 

また、全社をあげて情報セキュリティ、コンプライアンスの強化に取り組み、顧客からの信頼性の向上により競

争力を高め、より一層の受注獲得に努めてまいります。 

 

以上により、平成19年3月期は以下のとおり見込んでおります。 

 
売 上 高   ８，９５０ 百万円 （前期比 ２．８％増） 

経常利益 １，１３０ 百万円 （前期比 ０．４％増） 

当期利益 ６５０ 百万円 （前期比 ４．９％減） 

 



 

  

－  － 
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3． 中 間 財 務 諸 表 等 

（１）中間貸借対照表 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （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  2,568,727  2,712,478  2,800,342  

２．売掛金  1,114,554  1,149,983  1,116,147  

３．有価証券  1,105,892  635,387  1,106,007  

４．繰延税金資産  265,275  290,467  305,717  

５．その他  69,125  94,088  50,452  

流動資産合計  5,123,576 71.3 4,882,405 63.2 5,378,668 69.1 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※1 193,197 2.7 197,593 2.5 187,745 2.4 

２．無形固定資産  19,112 0.3 17,773 0.2 19,717 0.3 

３．投資その他の資産        

 (1)投資有価証券  457,126  957,393  478,453  

 (2)長期性預金  1,000,000  1,000,000  1,000,000  

 (3)敷金保証金  179,999  216,533  181,031  

 (4)保険積立金  158,246  379,556  460,757  

 (5)その他  53,069  79,538  73,169  

投資その他の資産合計  1,848,442 25.7 2,633,022 34.1 2,193,412 28.2 

固定資産合計  2,060,752 28.7 2,848,390 36.8 2,400,875 30.9 

資産合計  7,184,329 100.0 7,730,796 100.0 7,779,544 100.0 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （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．短期借入金  480,000  480,000  480,000  

２．賞与引当金  570,000  605,000  620,000  

３．未払費用  316,028  334,173  329,429  

４．未払法人税等  23,355  183,537  277,267  

５．未払消費税等  ※2 63,917  60,924  62,790  

６．その他  82,481  66,686  73,156  

流動負債合計  1,535,782 21.4 1,730,321 22.4 1,842,643 23.7 

Ⅱ 固定負債        

１．繰延税金負債  8,681  39,007  46,157  

２．役員退職慰労引当金  46,565  53,137  55,510  

固定負債合計  55,246 0.7 92,144 1.2 101,667 1.3 

負債合計  1,591,028 22.1 1,822,466 23.6 1,944,311 25.0 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金  733,360 10.2 ―  733,360 9.4 

Ⅱ 資本剰余金  624,146 8.7 ―  624,207 8.0 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  144,000  ―  144,000  

２．任意積立金  3,790,000  ―  3,790,000  

３．中間(当期)未処分利益  583,439  ―  807,559  

利益剰余金合計  4,517,439 62.9 ―  4,741,559 61.0 

Ⅳ 土地再評価差額金  △91,108 △1.3 ―  △91,108 △1.2 

Ⅴ その他有価証券評価差額金  140,010 2.0 ―  164,541 2.1 

Ⅵ 自己株式  △330,548 △4.6 ―  △337,327 △4.3 

資本合計  5,593,300 77.9 ―  5,835,233 75.0 

負債･資本合計  7,184,329 100.0 ―  7,779,544 100.0 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （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  ―  733,360 9.5 ―  

２．資本剰余金        

（1）資本準備金  ―  623,845  ―  

（2）その他資本剰余金  ―  380  ―  

資本剰余金合計  ―  624,225 8.1 ―  

３．利益剰余金        

（1）利益準備金  ―  144,000  ―  

（2）その他利益剰余金  ―  4,687,235  ―  

別途積立金  ―  4,090,000  ―  

繰越利益剰余金  ―  597,235  ―  

利益剰余金合計  ―  4,831,235 62.5 ―  

４．自己株式  ―  △337,845 △4.4 ―  

株主資本合計  ―  5,850,975 75.7 ―  

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券 
評価差額金 

 ―  148,463 1.9 ―  

２．土地再評価差額金  ―  △91,108 △1.2 ―  

評価・換算差額等合計  ―  57,355 0.7 ―  

純資産合計  ―  5,908,330 76.4 ―  

負債・純資産合計  ―  7,730,796 100.0 ―  
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（2）中間損益計算書 

前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の 

要約損益計算書 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 

  

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30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  4,370,111 100.0 4,349,425 100.0 8,708,730 100.0 

Ⅱ 売上原価  3,191,843 73.0 3,213,517 73.9 6,355,097 73.0 

売上総利益  1,178,268 27.0 1,135,907 26.1 2,353,633 27.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  608,462 14.0 673,174 15.5 1,236,135 14.2 

営業利益  569,805 13.0 462,733 10.6 1,117,497 12.8 

Ⅳ 営業外収益 ※1 8,223 0.2 6,896 0.2 14,072 0.2 

Ⅴ 営業外費用  ※2 3,336 0.0 3,359 0.1 6,627 0.1 

経常利益  574,692 13.2 466,269 10.7 1,124,943 12.9 

Ⅵ 特別利益  ※3 ―  7,685 0.2 56,250 0.6 

Ⅶ 特別損失  ※4 21,578 0.5 14,090 0.3 26,189 0.3 

税引前中間(当期)純利益  553,113 12.7 459,864 10.6 1,155,003 13.2 

法人税、住民税 

及び事業税 
 2,661 0.0 178,360 4.1 259,801 3.0 

法人税等調整額  231,986 5.4 19,272 0.5 211,974 2.4 

中間（当期）純利益  318,466 7.3 262,231 6.0 683,227 7.8 

前期繰越利益  264,973  335,003  264,973  

中間配当額  ―  ―  140,641  

中間（当期）未処分利益  583,439  597,235  807,559  
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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 株主資本計 

平成18年３月31日 残高（千円） 733,360 624,207 4,741,559 △337,327 5,761,799 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △140,555  △140,555 

役員賞与（注）   △32,000  △32,000 

中間純利益   262,231  262,231 

自己株式の取得    △539 △539 

自己株式の処分  17  20 37 

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） ― 17 89,676 △518 89,175 

平成18年９月30日 残高（千円） 733,360 624,225 4,831,235 △337,845 5,850,975 

 
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 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 164,541 △91,108 73,433 5,835,233 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △140,555 

役員賞与（注）    △32,000 

中間純利益    262,231 

自己株式の取得    △539 

自己株式の処分    37 

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

△16,078  △16,078 △16,078 

中間会計期間中の変動額合計（千円） △16,078 ― △16,078 73,097 

平成18年９月30日 残高（千円） 148,463 △91,108 57,355 5,908,330 

（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）中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間 当中間会計期間 
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 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
   至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30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  553,113  459,864  1,155,003  

減価償却費  10,341  9,675  21,271  

長期前払費用償却  3,747  3,757  7,106  

減損損失  5,818  ―  5,818  

賞与引当金増減額  7,000  △15,000  57,000  

有形固定資産除却損  818  3,438  4,088  
役員退職慰労引当金増減額  △529,559  △2,373  △520,614  

受取利息及び配当金  △4,965  △4,653  △8,766  

支払利息  3,336  3,359  6,627  

投資有価証券売却益  ―  △7,107  △56,250  

事業保険解約益  ―  △578  ―  

事業保険解約損  ―  1,392  ―  

会員権清算損  11,468  ―  10,852  

売掛金の増減額  46,214  △33,835  44,621  

保険積立金の増減額  2,508  81,201  △300,002  

その他資産の増減額  △18,623  △50,105  △19,618  

未払費用の増減額  6,248  4,743  19,649  

未払消費税等の増減額  △321  △1,865  △1,449  

その他負債の増減額  21,598  △7,078  14,859  

役員賞与の支払額  △28,000  △32,000  △28,000  

その他  3,103  5,693  9,830  

小 計  93,847  418,530  422,028  
利息及び配当金の受取額  4,965  4,652  8,765  

利息の支払額  △3,349  △3,278  △6,599  

法人税等の支払額  △392,685  △277,817  △402,050  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △297,222  142,086  22,144  

        

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        

有形固定資産取得による支出  △10,910  △21,017  △20,822  

投資有価証券取得による支出  ―  △517,484  ―  

投資有価証券売却による収入  ―  18,284  76,500  

敷金保証金に対する支出  △5,315  △47,134  △13,027  

敷金保証金解約による収入  16,213  8,326  19,072  

その他  △4,775  △1,129  △7,242  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,788  △560,154  54,480  

        

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        

自己株式増減額  △3,348  △500  △10,065  

配当金の支払額  △124,711  △139,914  △264,898  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △128,060  △140,415  △274,964  

        

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △430,070  △558,484  △198,339  
Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  4,104,690  3,906,350  4,104,690  

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末 ※ 3,674,620  3,347,866  3,906,350  
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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 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 項目 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を

採用しております。 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等

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）

を採用しております。 

有価証券 

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）を採用しておりま

す。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

  (2) たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

 

― 

 

― 

2. 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及び

残存価額については、法

人税法に規定する方法と

同一の基準によっており

ます。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

（５年）に基づいており

ます。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

定額法によっておりま

す。なお、償却期間につ

いては、法人税法に規定

する方法と同一の基準に

よっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、回収不能見込額を

計上することにしており

ます。なお、貸倒懸念債

権等については当中間期

末において該当事項はあ

りません。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

(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、回収不能見込額を

計上することにしており

ます。なお、貸倒懸念債

権等については当期末に

おいて該当事項はありま

せん。 

  (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見

込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中

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。 

なお、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数（７

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生事

業年度から費用処理するこ

とにしております。 

年金資産が退職給付債務を

上回る部分については、前

払年金費用として固定資産

の投資その他の資産「その

他」に含めて表示しており

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、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 

 

 

なお、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（７年）による定額

法により按分した額をそ

れぞれ発生事業年度から

費用処理することにして

おります。 

年金資産が退職給付債務

を上回る部分について

は、前払年金費用として

固定資産に計上しており

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

中間期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。 

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 



 

  

－  － 
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5. 中間キ ャ ッ シ ュ ・ フ

ロー計算 

（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 

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 

消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 



 

  

－  － 
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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の変更 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30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 

5,818千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） 

当期より、「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、税引前純利益は

5,818千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。 

 

― 

（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 5,908,330千円でありま

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。 

 

― 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 
項目 

（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） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
199,492千円 197,590千円 197,001千円 

※２．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、未

払消費税等として表示して

おります。 

同左 ― 



 

  

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 項目 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

※１．営業外収益の主要項目 受取利息 2,003 千円 受取利息 2,687 千円 受取利息 4,045千円 

 受取配当金 2,962千円 受取配当金 1,965千円 受取配当金 4,721千円 

       

※２．営業外費用の主要項目 支払利息 3,336千円 支払利息 3,359千円 支払利息 6,627千円 

      

※３．特別利益の主要項目 ― 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 

  7,107 千円 56,250 千円 

    

※４．特別損失の主要項目 会員権清算 11,468千円 事務所移転関連費用 会員権清算 10,852千円 

 減損損失 5,818千円 6,710千円 減損損失 5,818千円 

    

５．減価償却実施額 有形固定資産 9,042千円 有形固定資産 7,731千円 有形固定資産 18,110千円 

 無形固定資産 1,299千円 無形固定資産 1,943千円 無形固定資産   3,160千円 

    

当中間会計期間におい

て以下の資産について減

損損失を計上しておりま

す。 

当事業年度において以

下の資産について減損損

失を計上しております。 

 場所 宮城県 

仙台市 

 
 場所 宮城県 

仙台市 
 

用途 賃貸 用途 賃貸 

種類 建物 種類 建物 

 

減損 

損失 
5,818千円 

 

 
減損 

損失 
5,818千円 

 

６．減損損失 

当社は単独でキャッ

シュ･フローを生み出す最

小の単位である営業拠点

ごとにグループ化し、減

損会計を適用しておりま

す。上記物件について

は、空室状態となってい

たことから減損処理を行

い、帳簿価額を回収可能

額まで減額しておりま

す。回収可能額の算定に

あたっては処分見込み額

を使用しております。 

 

― 

当社は単独でキャッ

シュ･フローを生み出す最

小の単位である営業拠点

ごとにグループ化し、減

損会計を適用しておりま

す。上記物件について

は、空室状態となってい

たことから減損処理を行

い、帳簿価額を回収可能

額まで減額しておりま

す。回収可能額の算定に

あたっては処分見込み額

を使用しております。 

 



 

  

－  － 
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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 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末  

株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 8,264,850 ― ― 8,264,850 

合 計 8,264,850 ― ― 8,264,850 

自己株式     

普通株式（注） 456,223 400 28 456,595 

合 計 456,223 400 28 456,595 

(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加 400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 28株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．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23日 

定時株主総会 
普通株式 140,555 18.00 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

 

（２）基準日が当中間会計期間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27日 

取締役会 
普通株式 140,548 利益剰余金 18.00 平成18年９月30日 平成18年11月27日 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30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 2,568,727千円 現金及び預金勘定 2,712,478千円 現金及び預金勘定 2,800,342千円 

有価証券勘定 1,105,892千円 有価証券勘定 635,387千円 有価証券勘定 1,106,007千円 

現金及び現金同等

物中間期末残高 
3,674,620千円 

現金及び現金同等

物中間期末残高 
3,347,866千円 

現金及び現金同等

物期末残高 
3,906,350千円 

 



 

  

－  － 
 

 

20

（リース取引関係） 

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 

リース物件の当中間期末残高はありませんので、該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成17年9月30日現在) 

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 219,620 456,926 237,306 

(2)その他    

投資信託 ― ― ― 

合計 219,620 456,926 237,306 

 

2. 時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

ＭＭＦ 1,105,892 

 

当中間会計期間末(平成18年9月30日現在) 

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 205,561 456,893 251,322 

(2)その他    

利付国債 500,000 500,300 300 

合計 705,561 957,193 251,632 

 

2. 時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

ＭＭＦ 635,387 

 

前事業年度末(平成18年3月31日現在) 

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 199,370 478,253 278,883 

(2)その他    

投資信託 ― ― ― 

合計 199,370 478,253 278,883 

 

2. 時価のない有価証券の主な内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

ＭＭＦ 1,106,007 

 



 

  

－  － 
 

 

21

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間 

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 

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 

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。 

 

（持分法損益等） 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

当社は関連当事者との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。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 項目 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

1株当たり純資産額 715円86銭 756円68銭 743円18銭 

1株当たり中間（当期）

純利益 
40円75銭 33円58銭 83円35銭 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 

潜在株式が存在しないため該

当事項はありません。 

同左 同左 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 

 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

中間（当期）純利益（千円） 318,466  262,231  683,227  

普通株式に帰属しない金額（千円） ―  ―  32,000  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 318,466  262,231  651,227  

期中平均株式数（千株） 7,814  7,808  7,812  

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 



 

  

－  － 
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4.生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 生産実績 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 部門別 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

ネットワークサービス(千円) 2,120,349 2,295,894 4,283,638 

システム開発(千円) 1,234,474 1,226,527 2,507,406 

システム運用(千円) 774,051 640,319 1,478,650 

ＯＡサービス(千円) 241,235 186,684 439,034 

合計(千円) 4,370,111 4,349,425 8,708,730 

 

(2) 受注状況 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 部門別 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

ネットワークサービス(千円) 2,120,349 2,295,894 4,283,638 

システム開発(千円) 1,234,474 1,226,527 2,507,406 

システム運用(千円) 774,051 640,319 1,478,650 

ＯＡサービス(千円) 241,235 186,684 439,034 

受 

注 

高 

合計(千円) 4,370,111 4,349,425 8,708,730 

ネットワークサービス(千円) － － － 

システム開発(千円) － － － 

システム運用(千円) － － － 

ＯＡサービス(千円) － － － 

受 

注 

残 

高 

合計(千円) － － － 

 

(3) 販売実績 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 部門別 

金額(千円) 
構成比 

(%) 
金額(千円) 

構成比 

(%) 
金額(千円) 

構成比 

(%) 

ネットワークサービス 2,120,349 48.5 2,295,894 52.8 4,283,638 49.2 

システム開発 1,234,474 28.3 1,226,527 28.2 2,507,406 28.8 

システム運用 774,051 17.7 640,319 14.7 1,478,650 17.0 

ＯＡサービス 241,235 5.5 186,684 4.3 439,034 5.0 

合計 4,370,111 100.0 4,349,425 100.0 8,708,730 100.0 

 


