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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 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年 9月中間期 
17 年 9月中間期 

 6,393 4.3 
 6,127 8.0 

 △108 － 
 166 245.5 

 △99 － 
 174 233.1 

18 年 3月期  13,732 13.0  541 96.4  546 94.6 
 
 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 
17 年 9月中間期 

 △82 － 
 184 236.3 

 △13 71 
 30 54 

  ― 
  ― 

18 年 3月期  389 102.0  64 71  64 62 
(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 6,025,225 株 17 年 9月中間期 6,025,562 株 18 年 3月期 6,025,493 株 
 ③会計処理の方法の変更   有 ・ ○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（前期）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 
 百万円 百万円 ％ 円   銭 
18 年 9月中間期 
17 年 9月中間期 

8,113 
7,754 

4,891 
4,908 

60.3 
63.3 

 811 86 
 814 60 

18 年 3月期 8,455 5,181 61.3  859 92 
(注)①期末発行済株式数18年 9月中間期 6,025,280 株 17 年 9月中間期 6,025,620 株 18 年 3月期 6,025,220 株 
 ②期末自己株式数 18 年 9月中間期 253,120 株 17 年 9月中間期 252,780 株 18 年 3月期 253,180 株 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
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 
17 年 9月中間期 

△357 
△252 

△825 
△5 

193 
△133 

1,226 
2,036 

18 年 3月期 △40 △29 △141 2,216 
 
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 15,000 390 200 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 33円 19 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 0.00 25.00 25.00 
19年3月期（実績） 0.00 ― 
19年3月期（予想） ― 25.00 

25.00 

 

＊業績予想につきましては本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要
因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結
果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の 4ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況 

 

当社は、親会社、子会社及び関連会社を持たず、取引先との関係においても資本及び人的等の面から独立した

上場企業として存在しております。 

 

 

２．経 営 方 針 

 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社は、『私たちは、ゆたかな人間力と高い技術力をもって、お客様に新たな価値を提供し、ユビキタスネット

ワーク社会の発展に貢献します。』を企業理念とし、当社の企業姿勢をキャッチフレーズ「Your Value Partner」

と表現しております。 

この企業理念のもと、ビジョンとして「需要創造企業」を設定し、全社員が「顧客起点」のスタンスに立ち、

市場やお客様のニーズを先取りし、お客様企業の市場価値を高める最良のパートナーとなることを目指しており

ます。 

また、企業経営の信頼性の確保ならびに安定的成長のためには、内部統制システムの構築が重要であると認識

しております。法令遵守の徹底や事業リスク管理をはじめとする統制環境の整備、統制活動の推進を図ってまい

ります。 

 

（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、経営基盤の充実と財務体質の強化を通じて企業価値の向上を図るとともに、株主に対する積極的な利

益還元を行うことを会社の利益配分に関する基本方針としております。 

配当につきましては、このような方針のもと、当社の経営状態、財務や業績等の状況を総合的に勘案しながら

実施しております。 

また、内部留保資金につきましては、事業の拡大や新規ビジネスの創出、最新技術の獲得等の研究開発投資に

充当し、経営基盤の強化と発展に向けた有効活用を図っております。 

 

（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の投資単位をより広範な投資家が参加しやすくなるよう継続的に考えており、平成 11年 8月に 1単

元の株式数を 1,000 株から 100 株に変更を行うとともに、平成 13 年 9月末現在の株主に対して 1：1.2 の株式分割

を行いました。今後も適宜見直しを行い、株式の流動性向上に積極的に取組んでまいります。 

 

（４） 中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標 

e-Japan 戦略のもと、社会が元気で安心して生活ができ、新たな感動を享受できる、便利な社会を目指し、ＩＴ

インフラの整備やＩＴ利活用が進んでおります。また、u-Japan 政策が目指すユビキタスネット社会の実現のため

にＩＴの需要がますます高まるとともにその裾野は拡大しております。このような状況に対応すべく、当社は中期

経営計画『Ｖｉｖｉｄ ３００』のもとで、コア・コンピタンスを活用した積極的な事業展開を図っております。 

具体的には、引き続き、次の取組みを行ってまいります。 

（既存事業分野の拡大） 

主軸であるシステム開発事業において、当社のコア・コンピタンスを生かした積極的な提案活動を実施し、安

定した収益基盤を確立するとともに、新規顧客の開拓などにより受注の拡大に向けた取組みを行ってまいります。 

（新規事業分野への取組み） 

コア・コンピタンスのブラッシュアップやアライアンスなどにより先端技術・業務ノウハウの拡充を図り、シ

ステム開発事業に続く新たな収益の柱を構築してまいります。 

 

当社は、成長性と収益性の拡大を追求して企業価値を高めることが株主重視の経営であると認識し、経営指標と

しては、売上高、経常利益の拡大を目指しております。納期、価格、機能などに対する顧客企業の要請は強く、克

服しなければならない多くの課題がありますが、次期中期経営計画におきましても引き続き『Ｖｉｖｉｄ ３００』

の達成を目指し、全社一丸となって取組んでまいります。 
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（５） 会社の対処すべき課題 

近年、社会経済全体がＩＴの活用や利用拡大に向けた活発な動きを見せており、情報サービス産業はユビキタス

ネットワーク社会に対応した新たなＩＴサービスの構築など、ビジネスモデルの転換が必要となってきております。 

このような環境の中で当社は、主軸であるシステム開発事業の拡大とともに顧客満足度の高いビジネスの創出に

努めていくことが重要であると認識しております。 

当社が対処すべき課題は次のとおりです。 

① 顧客ニーズを的確に捉えるとともに当社のコア・コンピタンスを生かした提案活動の実施 

② 徹底した生産性や品質向上の追求 

③ 新規ビジネスへの積極的な投資や事業の高付加価値化の推進 

④ 主体的なビジネス展開に必要な専門性とマネジメント力を兼ね備えた人材の育成 

⑤ 環境の変化にスピーディーに対応できる経営体制の強化やコンプライアンスの徹底による 

リスクマネジメントの充実 

また、ビジネスの領域拡大や新規事業分野への進出は喫緊の課題であると認識しております。この課題に対して

は、当社の優位性だけではなく他社の優位性も融合した取組みが必要であり、幅広い分野でのアライアンスを積極

的に推進しております。 

 

（６） 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（７） 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 

当中間期におけるわが国経済は、公共投資は減少傾向にありますが、企業収益が高水準を続けており、設備投資は
引き続き増加しているなど、緩やかに拡大しております。このような環境のもと、情報サービス産業におきましては、
景気回復を背景にソフトウェア投資は緩やかに増加しておりますが、人材が逼迫化していることや、投資効果に対す
る厳しい要求が強まっていることなどから、収益性確保に向けた環境は依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中で当社は、幅広い分野でのアライアンス関係の強化を積極的に推進しており、平成 18年 7月に
は、株式会社セールスフォース・ドットコムのオンデマンドＣＲＭアプリケーション「Salesforce」を携帯電話で利

用できるサービス「MoobizSync 2.0 for AppExchange」の提供を開始いたしました。9月には、アジア航測株式会社と
の資本業務提携を締結し、当社のモバイル技術や通信技術と、アジア航測の地理情報計測技術や地理情報システム 
（ＧＩＳ）に関する技術とを相互に提供し、技術分野の拡大や新たなサービス分野の開発を推進しております。また、
中央省庁のプロジェクトマネジメント支援業務の委託やＣＩＯ補佐官業務の委嘱を受けるなど、プロジェクトマネジ
メントサービスの提供に積極的に取組んでおります。 

企業基盤の強化に向けては情報セキュリティの強化に取組んでおり、6 月には、ＩＳＭＳ認証基準（Ver2.0）の認

証を取得いたしました。 
事業の概況といたしましては、積極的な営業展開を実施し、金融システム関連分野、基盤技術関連分野を中心に受

注が拡大し、売上は計画に沿って推移しております。しかし、新規市場開拓に向けた戦略的案件への取組み拡大や一
部案件で計画を上回るコストが発生したこと、また、営業・企画機能の増強によるコスト増により、経常利益は当初
予想を大きく下回ることとなりました。 

これらの結果、当中間期における売上高は 6,393 百万円（前年同期比 4.3％増）、経常損益は 99百万円の損失（前

年同期は 174 百万円の利益）、当中間純損益は 82 百万円の損失（前年同期は 184 百万円の利益）となりました。 
事業別の概況は次のとおりであります。 

 
① システム開発 
（金融システム関連分野） 

金融システム関連分野全体の概況として、お客様のシステム化投資が活発化しております。これに伴い、法改正

等、定常的な案件が継続していることに加え、業務効率化、営業支援、戦略的な案件が増加し、受注、売上が拡大
しました。また、中長期的な受注拡大を狙い、システム共同化や基幹システムの再構築等への参画を果たしました。 

これらにより、金融システム関連分野全体では、受注高、売上高共に前年同期を大幅に上回りました。 
（社会情報システム関連分野） 

公共分野においては、官公庁の最適化計画に伴うシステム開発案件が活発化しておりますが、一部案件の立ち上
がりが遅れており、受注高、売上高共に前年同期を下回りました。産業分野においては、製造・流通分野のシステ

ム化投資が活発化しており、経営改善・効率化案件等の引き合いが増加しております。当社としても新規顧客の獲
得、最新技術による開発、オフショア開発等へ積極的に取組んでおります。その結果、受注高は前年同期を大幅に
上回り、売上高はほぼ前年同期並みとなりました。 

これらにより、社会情報システム関連分野全体では受注高は前年同期を上回りましたが、売上高は前年同期を下
回りました。 

（先端技術関連分野） 

基盤技術分野においては、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）構想への対応が始まり、ネットワーク関連分野の受注
が大幅に拡大しました。また、ファームバンキングシステム、携帯電話アプリケーションシステム、携帯電話組込
みシステム等の受注も増大し、受注高、売上高共に前年同期を大幅に上回りました。ソリューション分野では、Ｅ
ＲＰ、ＣＲＭ等パッケージの需要が高まっており、ＥＲＰシステムのモバイル連携等、当社独自の技術力を生かし
たソリューションや他社とのアライアンスビジネスが拡大しております。その結果、受注高、売上高共に前年同期
を大幅に上回りました。 

これらにより、先端技術関連分野全体では、受注高、売上高共に前年同期を大幅に上回りました。 
 

これらの結果、システム開発における当中間期の受注高は 5,886 百万円（前年同期比 22.5％増）、売上高は 6,282
百万円（前年同期比 4.3％増）となりました。 

 
② システム製品販売等 

モバイル関連分野では、携帯電話を活用したＡＳＰサービス「HANDy TRUSt」に次いで、緊急通報システム「Handy 
Express」の販売が拡大しております。また、「MoobizSync 2.0 for AppExchange」の提供開始をはじめ、他社製品と
の連携によりサービスの充実を図り、官公庁、自治体、民間企業からの受注を拡大しております。 

これらの結果、システム製品販売等における当中間期の受注高は 134百万円（前年同期比 38.2％増）、売上高は 110
百万円（前年同期比 6.1％増）となりました。 
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（２） 通期の業績の見通し 

企業収益の改善が続いており、わが国の景気は緩やかな拡大を続けるとみられております。 
このような環境のもと、ますます拡大・進展する情報化社会においては、ＩＴの恩恵を実感できる社会の実現を

目指して、医療改革、災害情報、電子行政、ＩＴ経営などを重点ポイントとした、ユビキタスネットワーク社会に
向けた基盤の整備が進められているなど、ＩＴの利活用の拡大が期待されております。 

このような状況の中で当社は、平成 18年度の経営の基本方針を次のとおりとしております。 
・ 受託開発ビジネスに次ぐ「新規ビジネスの創生」に注力する 

・ 既存事業の更なる拡充に向け、「受注・売上の拡大」、「ソフトウェアエンジニアリングの強化」に取組む 
・ 既存事業の拡充、新規ビジネスの創生を実現するため、「アライアンスの積極的な推進」、「ＰＭ（プロジェク

トマネジャー）など人材の増強」、「コーポレート・ガバナンスなど企業基盤の強化」を図る 
その結果、受注、売上とも計画に沿って推移する見込みでありますが、投資効果に対する厳しい要求が強まって

いることから、収益性確保に向けた環境は依然として厳しい状況が続いており、上半期に一部案件で発生した計画
を上回るコストを下半期に吸収することは困難であると考えることや、新規市場開拓に向けた戦略的案件への取組

みを拡大していること等を勘案し、平成19年 3月期の通期業績予想を、売上高 15,000 百万円（前期比 9.2％増）、
経常利益 390 百万円（前期比 28.6％減）、当期純利益 200百万円（前期比 48.7％減）と修正いたします。 

なお、平成 19年 3月期の通期配当予想の修正は行っておりません。 

 

（３） 財政状態 

キャッシュ・フローの状況 
当中間期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末と比較して 989 百万円減少し、 1,226 百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当中間期の税引前中間純損失は 115 百万円となりました。また、当下半期の売上に対応するたな卸資産の増加 

735 百万円、法人税等の支払い 142百万円がありましたが、売上債権の減少 876百万円等がありました。これら
の結果、営業活動によるキャッシュ・フローは △357 百万円（前年同期 △252 百万円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 
利息及び配当金の受取り 8百万円がありましたが、抵当証券の増加として 500 百万円、アライアンス関係強化

等のための投資有価証券の取得による支出 322百万円等があり、投資活動によるキャッシュ・フローは △825百
万円（前年同期 △5百万円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 
短期借入金の増加 350 百万円、配当金の支払い 150百万円の支出があったこと等により、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは 193 百万円（前年同期 △133 百万円）となりました。 
 

なお、キャッシュ･フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

 第 50期 
平成15年3月 

中間期 

第 51期 
平成16年3月 

中間期 

第 52期 
平成17年3月 

中間期 

第 53期 
平成18年3月 

中間期 

第 54期 
平成19年3月 

中間期 

自己資本比率 57.1％ 57.3％ 60.5％ 63.3％ 60.3％ 

時価ベースの自己資本比率 86.3％ 88.4％ 70.7％ 76.9％ 71.1％ 

債務償還年数 1.5 年 0.7 年 2.3 年 － － 

インタレスト･ 
カバレッジ･レシオ 41.5 76.1 22.0 △ 41.5 △57.6 

（注） 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 

＊ 株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
＊ 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すべ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。 
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（４） 事業等のリスク 

当社の事業等に関するリスクについて、投資者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主な事項

を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、

重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存で

あります。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本資料の発表日現在において判断したも

のであります。 

 

① 情報サービス産業における経営環境の変化及び価格競争等の影響 

情報サービス産業においては、国家的なＩＴ戦略や企業の生き残りをかけた戦略的情報システムの導入、モバイ

ルやブロードバンドの普及による利用者の拡大等、ＩＴへの需要が高まるとともにその裾野は拡大してきておりま

す。しかしながら、日本経済が低迷又は悪化等の理由により、顧客の情報化投資が減少する場合には、当社の経営

成績等が影響を受ける可能性があります。 

また、国内における情報サービス産業は激しい競争状態にあります。これら競合会社との直接的競合が生じた場

合や競合各社が市場に大きな影響を与える商品や技術を開発した場合、当社に対しての一層の価格引き下げ圧力や

当社の提供するサービスや製品が陳腐化し、競争力の低下を招く可能性があります。 

 

② 人材の確保や育成 

人材の新たな確保と育成は当社の事業には重要であり、人材の確保又は育成ができなかった場合には、当社の将

来の成長、経営成績等に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 

③ アライアンスパートナーとの協力体制 

当社は、事業運営に関連して、ベンダーや協力会社等、様々なパートナーとの協力体制を構築しております。こ

れらのパートナーとの関係に変化が生じた場合、サービスの提供若しくは適正な価格でのサービスの提供が困難に

なること等により、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

④ システム開発サービスにおける見積違い及び納期遅延等の発生可能性 

当社では、作業工程等に基づき発生コストを予測し見積りを行っておりますが、すべてのコストを正確に見積も

ることは困難であり、実績額が見積額を超えた場合には、低採算または採算割れとなる可能性があります。また、

当社が顧客との間であらかじめ定めた期日までに作業を完了・納品できなかった場合には遅延損害金、最終的に作

業完了・納品できなかった場合には損害賠償責任が発生する可能性があります。 

 

⑤ 納品・検収後のシステムの不具合 

当社は、「ISO9001」を取得し製品やサービスの品質向上に取組んでおり、現在までシステムの不具合に関し訴訟

等重大な影響を与える損害賠償等を請求されたことはありませんが、当社の過失によるシステムの不具合が顧客に

損害を与えた場合には、損害賠償請求負担及び信用の失墜等により、当社の経営成績等に影響を与える可能性があ

ります。 

 

⑥ 特定の顧客への依存 

当社は、引き続き日本電信電話株式会社グループ(同社の関係会社)及び富士通株式会社グループ(同社及び同社

の関係会社)等への売上高比率が多くを占めると想定いたしますが、これら顧客において事業方針の変更がなされ

た場合、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑦ 売上高等の下半期への偏重 

当社は、官公庁や企業のシステム開発を主たる業務としており、得意先の事業年度末（多くは３月）に納期が集

中する傾向が顕著であります。このため、売上高は下半期に偏重しております。また、４月入社社員等への教育投

資負担の上半期への偏重もあり、営業利益及び経常利益については、下半期への偏重が著しくなっております。 
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⑧ 情報漏洩 

当社は、システム開発サービス及びシステム製品販売等サービスにおいて顧客の機密情報（個人情報を含む）に

ふれる場合があります。当社では、情報管理規定を制定し、顧客の機密情報の取扱いを管理しております。また、

特に個人情報につきましては、個人情報の管理レベルが一定水準以上の企業に与えられるプライバシーマークを取

得し、厳格な管理体制の整備を行っております。しかしながら、何らかの理由により機密情報の外部への漏洩が生

じた場合、顧客より損害賠償請求を受ける可能性があり、また当社の信用の失墜を招くことにより、当社の経営成

績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑨ 知的財産権侵害リスク 

現在国内においてビジネスモデル特許は広範囲な権利を有し、その範囲が不明確な特許が認められる可能性があ

ります。したがいまして、ＡＳＰを始めとする当社のサービス分野において、第三者の特許権等の知的財産権を侵

害するとしてサービス提供の差し止め、損害賠償等の請求を受ける可能性があります。 

また、当社はシステム開発業務において、第三者が開発したプログラム等を利用する場合があり、使用権の許諾

を有した上で利用することとしておりますが、第三者の著作権等の知的財産権を侵害するとして損害賠償請求、使

用差し止め請求等を受ける可能性があります。 

 

⑩ 長時間労働と労務問題 

提供するサービスや構築システムの社会性の高さ、またシステム開発の属人性の高さから、緊急時において長時

間労働が発生する可能性があり、健康問題や労務問題につながる可能性があります。 

 

⑪ コンピューター設備等への影響 

当社は、コンピューター設備を保有しておりますが、災害や停電の他、不正アクセスやコンピューターウィルス

等による被害が発生した場合など、システム開発やサービスが遅延・中断すること等により、当社の経営成績等に

影響を与える可能性があります。 
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４．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 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 1,936,657   1,226,908   2,216,363   

 ２ 売掛金 2,674,458   2,584,651   3,461,239   

 ３ 仕掛品 705,223   1,144,178   408,608   

 ４ 貯蔵品 2,365   1,921   2,067   

 ５ 繰延税金資産 444,751   548,842   443,920   

 ６ 抵当証券 ―   500,000   ―   

 ７ その他 225,501   153,292   105,669   

   貸倒引当金 △1,476   △1,188   △1,910   

    流動資産合計  5,987,481 77.2  6,158,606 75.9  6,635,958 78.5 

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産 99,497   97,977   96,074   

 ２ 無形固定資産 187,159   140,982   162,641   

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券 703,744   1,005,410   817,582   

  (2) 繰延税金資産 175,737   117,147   144,610   

  (3) 差入保証金 583,685   579,257   583,685   

  (4) その他 17,632   14,574   14,920   

   投資その他の資産合計 1,480,799   1,716,390   1,560,797   

    固定資産合計  1,767,456 22.8  1,955,349 24.1  1,819,513 21.5 

    資産合計  7,754,938 100.0  8,113,956 100.0  8,455,472 100.0 
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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  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  707,082   1,001,529   954,561   

２ 短期借入金  292,000   642,000   292,000   

３ 未払金  289,496   298,514   300,824   

４ 未払費用  886,077   857,359   901,338   

５ 未払法人税等  49,481   16,882   156,885   

６ 役員賞与引当金  ―   ―   25,000   

７ 受注損失引当金  38,450   50,932   21,230   

８ その他  83,555   47,214   123,871   

流動負債合計   2,346,143 30.3  2,914,433 35.9  2,775,712 32.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期未払金  339,585   307,845   337,786   

２ 役員退職慰労引当金  160,762   ―   160,762   

固定負債合計   500,348 6.4  307,845 3.8  498,548 5.9 

負債合計   2,846,491 36.7  3,222,278 39.7  3,274,261 38.7 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   970,400 12.5  ― ―  970,400 11.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  242,600   ―   242,600   

２ その他資本剰余金  598,429   ―   598,432   

資本剰余金合計   841,029 10.9  ― ―  841,032 10.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 任意積立金  2,700,000   ―   2,700,000   

２ 中間(当期)未処分利益  475,001   ―   680,891   

利益剰余金合計   3,175,001 40.9  ― ―  3,380,891 40.0 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   130,282 1.7  ― ―  197,632 2.3 

Ⅴ 自己株式   △208,266 △2.7  ― ―  △208,745 △2.5 

資本合計   4,908,447 63.3  ― ―  5,181,210 61.3 

負債資本合計   7,754,938 100.0  ― ―  8,455,472 100.0 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  970,400 12.0  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   242,600   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   598,454   ―   

資本剰余金合計   ― ―  841,054 10.4  ― ― 

３ 利益剰余金           

その他利益剰余金           

別途積立金  ―   2,900,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   247,651   ―   

利益剰余金合計   ― ―  3,147,651 38.8  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △208,713 △2.6  ― ― 

株主資本合計   ― ―  4,750,391 58.6  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券 
評価差額金 

  ― ―  141,286 1.7  ― ― 

評価・換算差額等合計   ― ―  141,286 1.7  ― ― 

純資産合計   ― ―  4,891,677 60.3  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  8,113,956 100.0  ― ― 
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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  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   6,127,500 100.0  6,393,191 100.0  13,732,447 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,955,193 80.9  5,395,372 84.4  11,128,130 81.0 

売上総利益   1,172,306 19.1  997,818 15.6  2,604,316 19.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,006,242 16.4  1,106,628 17.3  2,062,777 15.0 

営業利益又は営業損失（△）   166,064 2.7  △108,810 △1.7  541,539 4.0 

Ⅳ 営業外収益   14,960 0.2  15,310 0.2  18,412 0.1 

Ⅴ 営業外費用   6,032 0.0  5,873 0.1  13,671 0.1 

経常利益又は経常損失（△）   174,991 2.9  △99,373 △1.6  546,281 4.0 

Ⅵ 特別利益   141,822 2.3  721 0.0  141,418 1.0 

Ⅶ 特別損失   ― ―  17,099 0.2  781 0.0 

税引前中間(当期)純利益 
又は税引前中間純損失（△） 

  316,814 5.2  △115,751 △1.8  686,918 5.0 

法人税、住民税 
及び事業税  32,282   5,661   210,743   

法人税等調整額  100,499 132,782 2.2 △38,803 △33,141 △0.5 86,252 296,996 2.2 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△） 

  184,032 3.0  △82,609 △1.3  389,921 2.8 

前期繰越利益   290,969      290,969  

中間(当期)未処分利益   475,001      680,891  
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 別途積立金 繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 970,400 242,600 598,432 841,032 2,700,000 680,891 3,380,891 △208,745 4,983,578 

中間会計期間中の変動額          

 別途積立金の積立（注）    ― 200,000 △200,000 ―  ― 

 剰余金の配当（注）    ―  △150,630 △150,630  △150,630 

 中間純利益    ―  △82,609 △82,609  △82,609 

 自己株式の取得    ―   ― △100 △100 

 自己株式の処分   21 21   ― 131 153 

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） 

― ― 21 21 200,000 △433,239 △233,239 31 △233,186 

平成18年９月30日残高（千円） 970,400 242,600 598,454 841,054 2,900,000 247,651 3,147,651 △208,713 4,750,391 

 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
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) 197,632 197,632 5,181,210 

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立（注）  ― ― 

 剰余金の配当（注）  ― △150,630 

 中間純利益  ― △82,609 

 自己株式の取得  ― △100 

 自己株式の処分  ― 153 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△56,346 △56,346 △56,346 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△56,346 △56,346 △289,533 

平成18年９月30日残高(千円) 141,286 141,286 4,891,677 

（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 

(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) 

区分  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     

１ 税引前中間(当期)純利益 

又は税引前中間純損失（△） 
 316,814 △115,751 686,918 

２ 減価償却費  30,378 31,931 61,210 

３ 役員賞与引当金の増減額(減少：△)  ― △25,000 25,000 

４ 受注損失引当金の増減額(減少：△)  △16,850 29,702 △34,070 

５ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  △833,089 ― △833,089 

６ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △200 △160,762 △200 

７ 受取利息及び受取配当金  △7,641 △9,134 △9,339 

８ 支払利息  6,032 5,873 13,671 

９ 売上債権の増減額(増加：△)  47,577 876,587 △739,203 

10 たな卸資産の増減額(増加：△)  △332,419 △735,423 △35,506 

11 仕入債務の増減額(減少：△)  1,944 46,968 249,423 

12 未払金の増減額(減少：△)  528,122 △32,251 556,351 

13 未払費用の増減額(減少：△)  40,235 △43,986 70,688 

14 未払消費税等の増減額(減少：△)  18,178 △80,571 57,707 

15 その他  △129,968 △3,789 △115,846 

   小計  △330,885 △215,605 △46,286 

16 法人税等の支払額  △4,663 △142,090 △77,722 

17 法人税等の還付額  83,234 280 83,234 

  営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △252,315 △357,415 △40,775 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 有形固定資産の取得による支出  △7,082 △15,125 △32,997 

２ 無形固定資産の取得による支出  △5,440 △867 △8,897 

３ 投資有価証券の取得による支出  △13,255 △322,082 △13,536 

４ 投資有価証券の売却による収入  13,537 ― 13,537 

５ 従業員に対する貸付けによる支出  △1,202 △4,610 △1,962 

６ 従業員に対する貸付金の回収 

  による収入 
 5,287 4,293 10,311 

７ 抵当証券の増減額（純額）  ― △500,000 ― 

８ 利息及び配当金の受取額  7,641 8,710 9,338 

９ その他  △4,951 4,427 △4,951 

  投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △5,466 △825,254 △29,158 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の増減額(純額)  11,000 350,000 11,000 

２ 自己株式の取得による支出  △195 △100 △690 

３ 利息の支払額  △6,077 △6,207 △13,682 

４ 配当金の支払額  △138,590 △150,630 △138,590 

５ その他  177 153 197 

  財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △133,685 193,214 △141,765 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

  (減少：△) 
 △391,467 △989,455 △211,699 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,428,062 2,216,363 2,428,062 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

  (期末)残高 
 2,036,595 1,226,908 2,216,363 
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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 
その他有価証券 
時価のあるもの 
中間決算末日の市場価

格等に基づく時価法によ
っております。なお、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) 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
中間決算末日の市場価

格等に基づく時価法によ
っております。なお、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) 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
決算末日の市場価格等

に基づく時価法によって
おります。なお、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 
①仕掛品 
個別法による原価法に
よっております。 

(2) たな卸資産 
①仕掛品 

同左 
 

(2) たな卸資産 
①仕掛品 

同左 

 ②貯蔵品 
最終仕入原価法によっ
ております。 

②貯蔵品 
同左 

 

②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 

定率法によっており
ます。なお、耐用年数は
建物が３～65年、工具、
器具及び備品が３～20
年であります。 

(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 
自社利用ソフトウェ

アについて、社内におけ
る利用可能期間(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 
債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般
債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権につい
ては個々に回収可能性
を検討し、回収不能見込
額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 ――――― ――――― (2) 役員賞与引当金 
取締役の賞与支給に

備えるため、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、株

主総会の利益処分案承
認決議により未処分利
益の減少として会計処
理しておりましたが、当
事業年度から、「役員賞
与の会計処理に関する
当面の取扱い」（企業会
計基準委員会 実務対応
報告第13号）に基づき、
発生時に会計処理する
こととしております。 
この結果、従来の方法

に比較して、営業利益、
経常利益及び税引前当
期純利益がそれぞれ
25,000千円減少してお
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) 

 (2) 受注損失引当金 
受注契約に係る将来

の損失に備えるため、当
中間会計期間末におけ
る受注契約に係る損失
見込額を計上しており
ます。 

(2) 受注損失引当金 
同左 

(3) 受注損失引当金 
受注契約に係る将来

の損失に備えるため、当
事業年度末における受
注契約に係る損失見込
額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 
――――― 

 
（追加情報） 

当社は、確定拠出年金
法の施行に伴い、平成17
年4月に退職給付制度の
改定を実施し、退職一時
金制度及び適格退職年
金制度から退職金前払
い制度及び確定拠出年
金制度に移行し、「退職
給付制度間の移行等に
関する会計処理」（企業
会計基準適用指針第1
号）を適用しておりま
す。また、これに伴い退
職給付信託の設定を解
除しております。 
本移行に伴い、特別利

益として退職給付制度
移行利益141,418千円を
計上しております。 

――――― 
 

(4) 退職給付引当金 
――――― 

 
（追加情報） 

当社は、確定拠出年金
法の施行に伴い、平成17
年4月に退職給付制度の
改定を実施し、退職一時
金制度及び適格退職年
金制度から退職金前払
い制度及び確定拠出年
金制度に移行し、「退職
給付制度間の移行等に
関する会計処理」（企業
会計基準適用指針第1
号）を適用しておりま
す。また、これに伴い退
職給付信託の設定を解
除しております。 
本移行に伴う影響額

は 特 別 利 益 と し て
141,418千円計上してお
ります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の

支出に備えるため、役員
退職慰労金に関する内
規に基づく中間期末要
支給額を計上しており
ます。なお、役員の報酬
制度の見直しを行った
結果、平成16年６月29
日開催の定時株主総会
の日をもって、役員退職
慰労金の積立を停止し
ました。これにより、同
日以降については引当
金計上を行っておりま
せん。 

(3) 役員退職慰労引当金 
――――― 

 
（追加情報） 

当社は、平成16年６月
29日開催の第51回定時
株主総会において、役員
退職慰労金制度を廃止
することを決議し、また
平成18年６月29日開催
の第53回定時株主総会
において、在任取締役及
び監査役に対し平成16
年６月までの在任期間
に対応する役員退職慰
労金を打ち切り支給す
ることを決議いたしま
した。これに伴い、平成
16年６月末の役員退職
慰労金の未支給額を長
期未払金に振替えてお
ります。なお、当中間会
計期間末の長期未払金
に含まれる役員退職慰
労金未支給額は139,312
千円であります。 

(5) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の

支出に備えるため、役員
退職慰労金に関する内
規に基づく期末要支給
額を計上しております。
なお、役員の報酬制度の
見直しを行った結果、平
成16年６月29日開催の
定時株主総会の日をも
って、役員退職慰労金の
新規の積立を停止しま
した。これにより、同日
以降については引当金
計上を行っておりませ
ん。 
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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) 

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、要求払預金及
び取得日から３ヵ月以
内に満期日又は償還日
の到来する流動性の高
い、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
か負わない短期的な投
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 

(1) 消費税等の会計処理に
ついて 

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。な
お、仮受消費税等と仮払
消費税等の中間期末残
高の相殺後の金額は、流
動負債の「その他」に含
めております。 

(1) 消費税等の会計処理に
ついて 

同左 

(1) 消費税等の会計処理に
ついて 
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。 
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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 
(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) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 

当中間会計期間から「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）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）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4,891百万円で
あります。 
なお、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。 

――――― 

 

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) 

（中間貸借対照表） 
流動資産における「繰延税金資産」は前中間会計期間

まで「その他」に含めて表示していましたが、当中間会
計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため
区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間末の「その他」に含まれている
「繰延税金資産」は303,923千円であります。 

――――― 

（中間キャッシュ･フロー計算書） 
営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減

額」は、前中間会計期間まで「その他」に含めて表示し
ておりましたが、当中間会計期間において金額的重要性
が増したため区分掲記しております。 

なお、前中間会計期間の「その他」含まれている「未
払金の増減額」は△30,546千円であります。 

――――― 
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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 
138,210千円 

1 有形固定資産の減価償却累計額 
134,936千円 

1 有形固定資産の減価償却累計額 
144,466千円 

 

(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 営業外収益のうち主要項目 
受取利息 2,529千円
受取配当金 5,112千円
保険配当金 697千円
受取手数料 1,531千円
投資有価証券売却益 4,813千円
  

１ 営業外収益のうち主要項目 
受取利息 1,598千円
受取配当金 7,535千円
保険配当金 3,931千円
受取手数料 1,474千円
投資有価証券売却益  408千円
  

1 営業外収益のうち主要項目 
受取利息 3,358千円 
受取配当金 5,980千円 
保険配当金 697千円 
受取手数料 3,147千円 
投資有価証券売却益 4,813千円  

２ 営業外費用のうち主要項目 
支払利息 6,032千円
  

２ 営業外費用のうち主要項目 
支払利息 5,873千円 

２ 営業外費用のうち主要項目 
支払利息 13,671千円 

３ 特別利益のうち主要項目 

退職給付制度 
移行利益 141,418千円

 

３ 特別利益のうち主要項目 
貸倒引当金戻入益 721千円

 

３ 特別利益のうち主要項目 

退職給付制度 
移行利益 141,418千円

 ――――― ４ 特別損失のうち主要項目 
固定資産除却損 2,849千円
投資有価証券評価損 14,249千円
  

４ 特別損失のうち主要項目 
固定資産除却損 781千円 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産 9,413千円
無形固定資産 20,964千円 

５ 減価償却実施額 
有形固定資産 10,373千円 
無形固定資産 21,557千円  

５ 減価償却実施額 
有形固定資産 19,271千円
無形固定資産 41,939千円 

 

(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） 

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 

 

株式の種類 
前事業年度末 

（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） 

発行済株式 
普通株式 

6,278,400 ― ― 6,278,400 

自己株式 
普通株式 

253,180 100 160 253,120 

(注) 1.普通株式の自己株式の株式数の増加100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160株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 

２ 配当に関する事項 

 

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29日
定時株主総会 普通株式 150,630 25 平成 18年３月 31日 平成 18年６月 29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) 

１ 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 
及び預金勘定 

1,936,657千円

取得日から 
３ヵ月以内に 
満期日又は 
償還日の到来 
するCP等 

99,937千円

現金及び 
現金同等物 

2,036,595千円
 

１ 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 
及び預金勘定 

1,226,908千円

現金及び 
現金同等物 1,226,908千円

 

１ 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 

現金 
及び預金勘定 2,216,363千円

現金及び 
現金同等物 2,216,363千円
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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) 

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 

 
 工具、器

具及び
備品 

（千円） 

ソフト
ウェア 

 
（千円） 

 
合計 
 

（千円） 

取得価額 
相当額 70,557 2,207 72,765 

減価償却
累計額 
相当額 

31,530 783 32,314 

中間期末 
残高 
相当額 

39,027 1,423 40,450 

 

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 

 
 工具、器

具及び
備品 

（千円） 

ソフト
ウェア 

 
（千円） 

 
合計 
 

（千円） 

取得価額 
相当額 71,565 2,207 73,772 

減価償却
累計額 
相当額 

36,794 1,519 38,314 

中間期末 
残高 
相当額 

34,770 687 35,458 

 

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期末残
高相当額 

 
 工具、器

具及び
備品 

（千円） 

ソフト
ウェア 

 
（千円） 

 
合計 
 

（千円） 

取得価額 
相当額 83,847 2,207 86,054 

減価償却
累計額 
相当額 

45,059 1,151 46,211 

期末 
残高 
相当額 

38,787 1,055 39,843 

 
 
２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 
１年以内 21,061千円 
１年超 19,721千円 
合計 40,782千円 

 

 
２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 
１年以内 19,941千円 
１年超 15,955千円 
合計 35,896千円 

 

 
２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 
１年以内 20,704千円 
１年超 19,551千円 
合計 40,255千円 

 
 
３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 
支払リース料 12,841千円 
減価償却費相当額 12,504千円 
支払利息相当額 331千円 

 

 
３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 
支払リース料 12,234千円  
減価償却費相当額 11,881千円  
支払利息相当額 379千円  

 

 
３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 
支払リース料 26,474千円 
減価償却費相当額 25,753千円 
支払利息相当額 758千円 

 
 

４ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

・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 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 
…同左 

 

４ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 
…同左 

・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。 

・利息相当額の算定方法 
…同左 

・利息相当額の算定方法 
…同左 
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 (有価証券関係) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

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) 

区分 
取得原価 

(千円) 

中間貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 

(千円) 

取得原価 

(千円) 

中間貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 

(千円) 

取得原価 

(千円) 

貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 

(千円) 

その他有価証券          

① 株式 151,447 366,298 214,850 448,247 679,786 231,538 151,447 474,100 322,652 

② その他 58,384 63,196 4,812 58,946 65,624 6,677 58,664 69,231 10,566 

計 209,831 429,494 219,663 507,194 745,410 238,216 210,112 543,331 333,219 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

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) 

内容 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券    

① 非上場株式 228,750 214,500 228,750 

② 社債 45,500 45,500 45,500 

③ コマーシャル・ペーパー 99,937 ― ― 

計 374,187 260,000 274,250 
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（デリバティブ取引関係） 

 

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) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、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、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（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) 

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) 

該当事項はありません。 

 

 

（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) 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 

（１）生産実績 
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) 

 
期別 

 
 

区分 
品目 

生産高(千円) 生産高(千円) 生産高(千円) 

 
 

システム開発 
システム製品販売等 

 
 

4,867,497 
87,695 

 
 

5,283,164 
112,207 

 
 

10,964,611 
163,519 

計 4,955,193 5,395,372 11,128,130 

（注） 金額は、製造原価によっております。 

 

 

（２）受注状況 

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) 

 
期別 

 
 

区分 
品目 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

 
 

システム開発 
システム製品販売等 

 
 

4,806,445 
97,492 

 
 

6,184,608 
27,257 

 
 

5,886,815 
134,700 

 
 

7,017,775 
40,374 

 
 

13,567,949 
158,893 

 
 

7,413,718 
16,107 

計  4,903,937  6,211,866 6,021,516 7,058,150 13,726,843 7,429,825 

（注） 金額は、販売価格で記載しております。 
 
 

（３）販売実績 

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) 

 
期別 

 
 

区分 
品目 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

対前年比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

 
 

システム開発 
システム製品販売等 

 
 

6,023,443 
104,056 

 
 

98.3 
1.7 

 
 

6,282,758 
110,432 

 
 

98.3 
1.7 

 
 

4.3 
6.1 

 
 

13,555,838 
176,608 

 
 

98.7 
1.3 

計 6,127,500 100.0 6,393,191 100.0 4.3 13,732,447 100.0 

 
 
 

以 上 


