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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 10,833 △1.7 564 △14.1 575 △13.3

17年９月中間期 11,017 7.4 657 △14.3 663 △14.0

18年３月期 22,098 1,540 1,532

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 321 △15.7 30 66

17年９月中間期 381 124.8 72 69

18年３月期 872 81 56

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 10,498,640株 17年９月中間期 5,249,320株 18年３月期 10,498,640株

※　平成17年11月18日に１：２の株式分割を実施しましたが、上記に記載した18年３月期の１株当たり当期純利益及び、18年３月期の期中平均
株式数は、株式分割が前期首に行われたものとして算出しております。なお、前期首に株式分割が行われたものと仮定した場合の17年９月
中間期の１株当たり中間純利益は36円35銭であります。

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、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 11,059 7,716 69.8 734 97

17年９月中間期 10,299 7,108 69.0 1,354 14

18年３月期 11,025 7,504 68.1 713 27

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 10,498,640株 17年９月中間期 5,249,320株 18年３月期 10,498,640株

②期末自己株式数 18年９月中間期 1,360株 17年９月中間期 680株 18年３月期 1,360株

２．平成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 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通期 23,400 1,700 1,710 970

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　92円39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 8.75 10.00 18.75

19年３月期（実績） 10.00 －  
20.0019年３月期（予想） － 10.00

※　平成17年11月18日に１：２の株式分割を実施しましたが、上記に記載した18年３月期の１株当たり配当金は、株式分割が前期首に行われたも
のとして算出しております。
また、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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６．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  968,238   634,868   1,196,578   

２．受取手形 ※２ 4,313   30,465   49,407   

３．売掛金  3,114,746   3,090,686   3,036,835   

４．有価証券  2,008,144   2,109,905   2,208,332   

５．たな卸資産  363,412   375,104   280,441   

６．繰延税金資産  513,034   538,050   543,926   

７．その他  256,684   281,494   202,075   

８．貸倒引当金  △3,298   △3,224   △3,187   

流動資産合計   7,225,275 70.1  7,057,349 63.8  7,514,409 68.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)　建物  334,556   331,158   314,806   

(2)　土地  205,976   205,976   205,976   

(3)　その他  368,077   451,312   387,605   

計   908,611 8.8  988,447 8.9  908,387 8.2

２．無形固定資産   245,777 2.4  273,090 2.5  236,280 2.1

３．投資その他の資産           

(1)　投資有価証券  1,017,774   707,872   984,062   

(2)　関係会社株式  －   1,039,853   469,121   

(3)　敷金及び保証金  802,442   862,362   790,933   

(4)　保険積立金  32,738   24,855   28,941   

(5)　繰延税金資産  56,888   96,945   80,066   

(6)　その他  10,410   9,019   13,789   

(7)  貸倒引当金  －   △397   △404   

計   1,920,254 18.7  2,740,511 24.8  2,366,510 21.5

固定資産合計   3,074,643 29.9  4,002,048 36.2  3,511,179 31.8

資産合計   10,299,919 100.0  11,059,398 100.0  11,025,588 100.0
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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  448,345   346,772   392,021   

２．未払費用  753,724   886,409   1,000,145   

３．未払法人税等  355,208   302,243   574,616   

４．未払消費税等  103,618   109,553   136,907   

５．賞与引当金  1,001,880   1,051,000   1,022,431   

６．その他  312,417   368,259   168,080   

流動負債合計   2,975,194 28.9  3,064,237 27.7  3,294,201 29.9

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  62,964   130,062   94,726   

２．役員退職慰労引当
金

 103,376   125,464   108,910   

３．長期未払金  50,087   23,436   23,436   

固定負債合計   216,428 2.1  278,963 2.5  227,073 2.0

負債合計   3,191,623 31.0  3,343,201 30.2  3,521,274 31.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   － －  1,292,192 11.7  － －

　２．資本剰余金           

　　　資本準備金  －   1,493,807   －   

資本剰余金合計   － －  1,493,807 13.5  － －

　３．利益剰余金          

　(1) 利益準備金  －   71,450   －   

  (2) その他利益剰余
金

          

　　　任意積立金  －   3,479,874   －   

　　　繰越利益剰余金  －   1,366,593   －   

利益剰余金合計   － －  4,917,917 44.5  － －

　４．自己株式   － －  △431 △0.0  － －

株主資本合計   － －  7,703,485 69.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価
差額金

  － －  12,712 0.1  － －

　　評価・換算差額合計   － －  12,712 0.1  － －

純資産合計   － －  7,716,197 69.8  － －

負債資本合計   － －  11,059,398 100.0  － －
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,292,192 12.6  － －  1,292,192 11.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,493,807   －   1,493,807   

資本剰余金合計   1,493,807 14.5  － －  1,493,807 13.6

Ⅲ　利益剰余金          

１．利益準備金  71,450   －   71,450   

２．任意積立金  2,805,597   －   2,805,597   

３．中間（当期）未処
分利益

 1,441,249   －   1,840,005   

利益剰余金合計   4,318,296 41.9  － －  4,717,052 42.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  4,431 0.0  － －  1,693 0.0

Ⅴ　自己株式   △431 △0.0  － －  △431 △0.0

資本合計   7,108,296 69.0  － －  7,504,313 68.1

負債資本合計   10,299,919 100.0  － －  11,025,588 100.0
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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   11,017,626 100.0  10,833,456 100.0  22,098,042 100.0

Ⅱ　売上原価   9,132,876 82.9  8,877,032 81.9  18,044,697 81.7

売上総利益   1,884,750 17.1  1,956,423 18.1  4,053,345 18.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,227,573 11.1  1,391,842 12.9  2,513,120 11.4

営業利益   657,176 6.0  564,581 5.2  1,540,224 7.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  13,837 0.1  16,194 0.1  22,588 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  7,030 0.1  4,800 0.0  30,810 0.1

経常利益   663,983 6.0  575,974 5.3  1,532,003 6.9

Ⅵ　特別損失 ※３  9,544 0.1  10,676 0.1  24,047 0.1

税引前中間(当期)純
利益

  654,439 5.9  565,297 5.2  1,507,955 6.8

法人税、住民税及び
事業税

 318,000   261,000   735,000   

法人税等調整額  △45,158 272,841 2.4 △17,553 243,446 2.2 △99,261 635,738 2.9

中間(当期)純利益   381,597 3.5  321,851 3.0  872,216 3.9

前期繰越利益   1,059,651   －   1,059,651  

中間配当額   －   －   91,863  

中間(当期)未処分利
益

  1,441,249   －   1,840,005  
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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
金合計任意積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 2,805,597 1,840,005 4,717,052 △431 7,502,620

中間会計期間中の変動額

任意積立金の積立 － － － － 700,000 △700,000 － － －

任意積立金の取崩高 － － － － △25,723 25,723 － － －

剰余金の配当 － － － － － △104,986 △104,986 － △104,986

利益処分による役員賞与 － － － － － △16,000 △16,000 － △16,000

中間純利益 － － － －  321,851 321,851 － 321,851

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）
－ － － － 674,276 △473,412 200,864 － 200,864

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 3,479,874 1,366,593 4,917,917 △431 7,703,485

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,693 1,693 7,504,313

中間会計期間中の変動額

任意積立金の積立 － － －

任意積立金の取崩高 － － －

剰余金の配当 － － △104,986

利益処分による役員賞与 － － △16,000

中間純利益 － － 321,851

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
11,018 11,018 11,018

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
11,018 11,018 211,883

平成18年９月30日　残高

（千円）
12,712 12,712 7,716,197
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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）

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）

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  654,439 1,507,955

減価償却費  119,684 263,989

長期前払費用償却額  4,211 8,362

賞与引当金の増加額  24,536 45,087

退職給付引当金の増加額  35,115 66,876

役員退職慰労引当金の増加額  5,889 11,423

貸倒引当金の減少額  △20,168 △19,874

受取利息及び受取配当金  △5,088 △9,797

支払利息  367 890

有形固定資産除却損  8,539 23,042

無形固定資産除却損  1,005 1,005

投資有価証券評価損益  △2,750 815

投資事業組合損益  5,014 18,049

売上債権の減少額  974,854 959,080

たな卸資産の減少額（△増加額）  △15,814 67,156

その他流動資産の増加額  △141,238 △86,492

長期前払費用の増加額  △2,346 △8,940

仕入債務の減少額  △491,074 △547,398

未払費用の増加額（△減少額）  △28,944 217,476

未払消費税等の減少額  △48,664 △15,184

その他流動負債の増加額  8,745 8,826

長期未払金の減少額  － △26,651

役員賞与の支払額  △14,000 △14,000

小計  1,072,312 2,471,697

利息及び配当金の受取額  8,573 13,282

利息の支払額  △367 △890

法人税等の還付による収入  14,278 14,278

法人税等の支払額  △11,435 △209,012

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,083,361 2,289,356

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △190,604 △375,322

無形固定資産の取得による支出  △31,937 △92,083

投資有価証券の取得による支出  △305,348 △772,301

投資有価証券の償還による収入  500,000 512,031

その他の投資取得等による支出  △26,606 △48,853

その他の投資売却等による収入  23,134 59,686

投資活動によるキャッシュ・フロー  △31,362 △716,842

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  180,000 360,000

短期借入金の返済による支出  △180,000 △360,000

配当金の支払額  △91,742 △183,729

財務活動によるキャッシュ・フロー  △91,742 △183,729

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  960,256 1,388,783

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,016,126 2,016,126

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 2,976,383 3,404,910

    

 （注）前事業年度まではキャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたが、当中間会計期間より連結キャッシュ・フロー

計算書を作成しているため、キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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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

関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

(1) 有価証券

関連会社株式

　　　　同左

(1) 有価証券

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。

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）を採用しております。

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。

 （会計方針の変更）

その他有価証券の時価のあ

るものについて、従来、中間

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は部分資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

によっておりましたが、市場

価格の変動による損益を損益

計算書に影響させることなく、

その他有価証券の評価差額を

すべて資本の部に計上する原

則的な方法にすることにより、

期間損益をより適正に反映す

るため、当中間会計期間より

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）に変更いたしました。

これによる損益に与える影響

は軽微であります。

 （会計方針の変更）

その他有価証券の時価のあ

るものについて、従来、決算

日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は部分資本直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）に

よっておりましたが、市場価

格の変動による損益を損益計

算書に影響させることなく、

その他有価証券の評価差額を

すべて資本の部に計上する原

則的な方法にすることにより、

期間損益をより適正に反映す

るため、当期より決算日の市

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）に変更いた

しました。

　これによる損益に与える影

響は軽微であります。

 　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。

　ただし、投資事業有限責任

組合出資金は個別法によって

おり、組合決算の損益を営業

外収益又は営業外費用として

計上する方法を採用しており

ます。

　時価のないもの

　　　　同左

時価のないもの

　　　　同左

 (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。

貯蔵品

最終仕入原価法を採用してお

ります。

(2) たな卸資産

仕掛品

　　　　同左

 

貯蔵品

　　　　同左

(2) たな卸資産

仕掛品

　　　　同左

 

貯蔵品

　　　　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．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　３～27年

構築物　　　　10～20年

器具及び備品　３～20年

(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

　定額法を採用しております。

ただし、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）に基づく定額法、

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込販売数量に基づく償

却額と見込有効期間（３年）に基

づく均等配分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却する方法を採

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．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

        同左

(1) 貸倒引当金

　　　　同左

 (2) 賞与引当金

従業員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、

中間会計期間末要支給額を計上し

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、

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

役員の退職慰労金支給に備える

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

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

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。

───── 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

(1) 法人税及び住民税並びに事業税

の計上基準

　法人税及び住民税並びに事業税

は中間会計期間を一事業年度とみ

なして算定した課税所得に対する

税額を計上しております。なお、

税額算定に当たり、当事業年度の

利益処分における取崩を予定して

いるプログラム等準備金及び特別

償却準備金を課税所得に反映させ

ております。

(1) 法人税及び住民税並びに事業税

の計上基準

　　　　　同左

(1)　　　─────

 (2) 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。

　なお、仮受消費税等及び仮払消

費税等は相殺の上、流動負債の

「未払消費税等」として表示して

おります。

(2) 消費税等の会計処理

同左

(2) 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。

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

（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

7,716,197千円です。

 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。

────── 

   

────── （役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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。

────── 
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表示方法の変更

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）

（貸借対照表）

　投資事業有限責任組合出資金は、前中間会計期間末に

おいては投資その他の資産の「その他」として表示して

おりましたが、平成16年12月１日施行の改正証券取引法

の規定により、当中間会計期間より「投資有価証券」に

含めて表示しております。

 

　　当該金額は以下のとおりであります。

　　　　前中間会計期間末　　　　　　275,242千円　　

　　

　　　　当中間会計期間末　　　　　　264,334千円

（貸借対照表）

　前中間会計期間まで投資その他の資産の「投資有価証

券」に含めて表示しておりました「関係会社株式」は、

資産総額の100分の５を超えたため、当中間会計期間から

区分掲記することとしました。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額は

2,511千円であります。
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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

 680,278千円  842,450千円  760,159千円

※２　　　　───── ※２　中間期末日満期手形

　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 1,287千円

３　保証債務

　従業員の借入金に対し、1,440

千円の債務保証を行っております。

３　保証債務

　従業員の借入金に対し、925千

円の債務保証を行っております。

３　保証債務

　従業員の借入金に対し、1,134

千円の債務保証を行っております。

（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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息     163千円 受取利息 7,468千円 受取利息    416千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息      367千円 支払利息 386千円 支払利息  890千円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損   9,544千円 固定資産除却損 10,676千円 固定資産除却損 24,047千円

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産   83,476千円

無形固定資産   36,207千円

有形固定資産 99,211千円

無形固定資産 39,922千円

有形固定資産 189,823千円

無形固定資産 74,166千円

（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）

普通株式 1,360 － － 1,360

合計 1,360 － － 1,360
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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）

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3月31日現在）

現金及び預金勘定    968,238千円

マネー・マネージメント・ファンド  2,008,144千円

現金及び現金同等物  2,976,383千円

現金及び預金勘定 1,196,578千円

マネー・マネージメント・ファンド 1,808,328千円

キャッシュ・リザーブ・ファンド 400,003千円

現金及び現金同等物 3,404,910千円
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①　リース取引

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

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 3,608 8,061 4,452

（２）債券    

社債 700,000 700,720 720

合計 703,608 708,781 5,172

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 42,147

投資事業有限責任組合出資金 264,334

マネー・マネージメント・ファンド 2,008,144

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しているため、有価証券関係注記事項（子会社株式及び関連

会社株式で時価のあるものは除く）は、中間連結財務諸表の注記事項として記載しております。

なお、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。

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 3,952 10,161 6,209

（２）債券    

　　　　社債 700,000 695,440 △4,560

合計 703,952 705,601 1,649

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 37,147

投資事業有限責任組合出資金 241,314

マネー・マネージメント・ファンド 2,208,332
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③　デリバティブ取引

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）

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、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。

同左

（注）当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しているため、デリバティブ取引関係注記事項は、中間連結財務

諸表の注記事項として記載しております。

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)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

関連会社に対する投資の金額（千円） 2,511 469,121

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 1,645 468,796

（注）当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間の持分法損益等注記事項は、記載

しておりません。
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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  1,354.14円

１株当たり中間純利益金

額
    72.69円

１株当たり純資産額 734.97円

１株当たり中間純利益金

額
30.66円

１株当たり純資産額 713.27円

１株当たり当期純利益金

額
81.56円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

（注）１．　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）

中間（当期）純利益

（千円）
381,597 321,851 872,216

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － 16,000

（うち利益処分による役員

賞与金）
      (－)       (－) (16,000)

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円）
381,597 321,851 856,216

期中平均株式数（株） 5,249,320 10,498,640 10,498,640

 ２．　平成17年11月18日に1：2の株式分割を実施しましたが、上記に記載した前事業年度の１株当たり当期純利益

金額及び期中平均株式数は、株式分割が前期首に行われたものとして算出しております。なお、前期首に株

式分割が行われたものと仮定した場合の前中間会計期間の１株当たり情報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）

１株当たり純資産額（円） 677.07

１株当たり中間純利益金額（円） 36.35
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（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）

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）

前会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 [株式分割に係る注記]

 当社は平成17年９月６日開催の取

締役会決議に基づき、次の通り株式

分割による新株式を発行する予定で

あります。

１．分割により増加する株式数

 普通株式　　5,250,000株

２．分割の方法

 平成17年11月18日付をもって、

平成17年９月30日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、普通株式１株

につき２株の割合をもって分割し

ます。

２．配当起算日

平成17年10月１日

なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の１株あ

たり情報については以下のとおり

であります。

 前中間会計

期間

 当中間会計

計期間
前事業年度

 １株当たり

中間配当金

8.75円

 １株当たり

中間配当金

8.75円

 １株当たり

年間配当金

17.50円

 １株当たり

中間純利益

金額

16.16円

 １株当たり

中間純利益

金額

36.35円

 １株当たり

当期純利益

金額

53.57円

 １株当たり

中間純資産

額

620.57円

 １株当たり

中間純資産

額

677.07円

 １株当たり

当期純資産

額

649.36円

 

 ────── ──────

－ 40 －



７．生産、受注及び販売の状況
　当社は、当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間の生産、受注及び販売の状況に

ついては、５．生産、受注及び販売の状況に記載しております。

(1）生産実績  

サービス

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)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

％ ％

ビジネスプロセスアウトソーシング 6,191,414 56.4 12,658,630 57.8

ソフトウェアソリューション 1,078,804 9.8 2,136,257 9.8

システムインテグレーション 3,714,689 33.8 7,104,586 32.4

合計 10,984,908 100.0 21,899,474 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

（受注高）  

サービス

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)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

％ ％

ビジネスプロセスアウトソーシング 6,206,204 54.5 13,120,542 57.8

ソフトウェアソリューション 1,201,247 10.5 2,203,764 9.7

システムインテグレーション 3,927,420 34.5 7,279,705 32.0

その他システム機器販売等 52,896 0.5 106,333 0.5

合計 11,387,768 100.0 22,710,345 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（受注残高）  

サービス

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)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

％ ％

ビジネスプロセスアウトソーシング 5,778,401 63.9 6,228,089 67.1

ソフトウェアソリューション 1,106,282 12.2 1,008,592 10.9

システムインテグレーション 2,158,020 23.9 2,048,183 22.0

合計 9,042,703 100.0 9,284,864 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績  

サービス

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)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

％ ％

ビジネスプロセスアウトソーシング 6,137,079 55.7 12,601,729 57.0

ソフトウェアソリューション 1,064,774 9.7 2,164,981 9.8

システムインテグレーション 3,762,876 34.1 7,224,998 32.7

その他システム機器販売等 52,896 0.5 106,333 0.5

合計 11,017,626 100.0 22,098,042 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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