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親会社等の名称 東洋エンジニアリング株式会社（コード番号：6330） 親会社等における当社の議決権所有比率 51.0％ 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

(1) 連結経営成績                （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 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
5,920   （  24.1）
4,771   （  6.3）

百万円   ％
81  （  44.7）

       56  （  －  ）

百万円   ％
73  （  57.8）

        46  （  －  ）

18年３月期 11,381        395       378       
 

 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 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
87  （  －  ）
1 （  －  ）

円   銭
43   96    
0   80    

円   銭
―     
―     

18年３月期 192       93   11     ―     

(注)①持分法投資損益    18年９月中間期   2 百万円     17年９月中間期   △4 百万円   18年３月期  4 百万円  

 ②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期  2,000,000株   17年９月中間期  2,000,000株   18年３月期  2,000,000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であります。 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
7,089   
6,263   

百万円
2,418    
2,204  

％ 
34.1   
35.2  

円   銭
1,209  29   
1,102  00   

18年３月期 6,880    2,396  34.8  1,195  48  

(注)期末発行済株式数(連結)  18年９月中間期 2,000,000株  17年９月中間期 2,000,000株  18年３月期 2,000,000株 
 
(3) 連結キャッシュ･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

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
△506     
 809   

百万円
△142   
△474  

百万円 
 640    
△559   

百万円
505    
471  

18年３月期  1,231   △854  △559   513  
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  １社   持分法適用非連結子会社数  ― 社   持分法適用関連会社数   １ 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ― 社    (除外)  ― 社     持分法 (新規)   ― 社    (除外)  ― 社 
 
２．19年３月期の連結業績予想（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 
 

通  期 
百万円

11,500   
百万円
500   

百万円
250   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  125 円 00 銭 

 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によっ

て予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関連する事項につきましては、添付資料の6ページをご参照ください。 
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1. 企業集団の状況 
当社の企業集団は、当社、連結子会社 1 社および関連会社 1 社で構成され、情報サービス事業

を展開しております。連結子会社の東洋ビジネスシステムサービス株式会社は運用・保守サービ

ス等の提供を行っており、関連会社の上海華和得易信息技術発展有限公司（DealEasy社）はシス
テム構築サービス等の提供を行っております。当企業集団の事業の種類別セグメントは情報サー

ビスの単一事業であります。 
当社の親会社は、総合エンジニアリングサービスを提供する東洋エンジニアリング株式会社で

あり、情報サービスの一部業務において委託および受託の関係等があります。 
当企業集団の平成 18年 9月中間期の売上高における親会社への販売比率は 1.0％であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 経営方針 

(1) 経営の基本方針 
当社は、製造業を中心に通信・流通・エネルギー・サービス業等幅広い業種にわたる顧客に、

各種システムの導入コンサルティングからシステム構築、運用・保守まで一貫したサービスを

提供し、顧客のビジネス革新を支援しております。 
変革の時代にあって、顧客のニーズに応えるべく、新しいビジネスモデルの構築に努めると

ともに、先端技術の評価・導入を通して、提供するサービス内容の向上に努めて参ります。 
【経営理念】 
顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献する。 
【ビジョン】 
ＩＴ、プロジェクトマネージメント、コンサルティングをトータルライフサイクルにわたって

提供し、顧客のビジネスプロセスの革新を支援するグローバルなビジネスエンジニアリング企

業を目指す。 

顧    客 

総合エンジニアリングサービス

の提供  

（親会社） 
東洋エンジニアリング株式会社

当     社 

情 報 サ ー ビ ス の 提 供

（連結子会社） 
東洋ビジネスシステムサービス株式会社

運 用 ・ 保 守 サ ー ビ ス 等 の 提 供

（持分法適用関連会社） 
上海華和得易信息技術発展有限公司（中国）

システム構築サービス等の提供  
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(2) 利益配分に関する基本方針 
当社の配当政策は、当社を取り巻く事業環境の見通し、業績見込み、当社の財務体質等を総

合的に勘案して、株主各位への利益還元に努めることを基本方針としております。 
内部留保金につきましては、技術開発や競争力強化のための投資等に充当して、事業基盤の

安定と業績の向上に活用しております。 
上記の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1 株につき 30 円を予定しており
ます。また中間配当を実施しないため、当期の年間配当金も 1株につき 30円となります。 
なお、会社法施行後、配当に関する回数制限の撤廃等が行われておりますが、現時点では配

当回数を見直すことは予定しておりません。 
 
(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、株主数の増加および当社株式の流動性向上を重要な課題と認識しております。当社

は、当社株式の流動性を高め、より多くの投資家の参加を促進するという観点から、株式投資

単位に関して必要に応じた適切な見直しを行うことを基本方針としております。 
 
(4) 会社の対処すべき課題 
情報サービス産業におきましては、高度化・多様化する顧客ニーズや納期、品質に対する厳

しい要請への対応が求められております。 
このような課題に対し、当社グループは顧客の多様な経営課題に対応するためのベストプラ

クティス、「B-EN-Gプラクティス」の提供を一層強化し、顧客満足の向上を図っております。 
システムインテグレーションにつきましては、顧客への提案力を強化するとともに、PMO
（プロジェクトマネジメントオフィス）機能の強化によるプロジェクトマネジメント力の向上

を推進して参ります。また、日系企業のグローバル展開や外資系企業の国内展開に対する支援

に注力して参ります。加えて、有力パートナーとの関係強化のほか、Web対応ソリューション
の提供にも取り組んで参ります。 
自社開発 ERPパッケージ「MCFrame」につきましては、商品競争力の強化に努め、グロー
バル SCM に重点を置いたソリューション提供や、企業の内部統制整備に対する支援を進めて
参ります。さらに、ブランド力の強化を図り、ビジネスパートナー等との連携を活かした積極

的な営業活動により、ライセンス販売の拡大を推進して参ります。 
以上の取り組みにより、総合的な営業力、収益力の強化を図り、持続的な成長を目指して参

ります。 
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(5) 親会社等に関する事項 
①親会社等の商号等 

平成 18年 9月 30日現在 

親会社等 属性 親会社等の議決権

所有割合（％） 
親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所等 
東洋エンジニアリング 
株式会社 

親会社 51.0% 
株式会社東京証券取引所 
市場第一部 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 
1)親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との
取引関係や人的・資本的関係 
東洋エンジニアリング株式会社は当社議決権の 51.0％を所有しております。 
当社グループは、東洋エンジニアリング株式会社グループにおける情報サービス事業の

中核会社であり、同社向け売上高比率は 1.0％であります。 
また、親会社からの役員の受入状況としては、本資料提出日現在で、当社取締役 7名の
うち親会社の取締役・常務執行役員 1名が当社取締役を兼任し、当社監査役 3名のうち同
社取締役・常務執行役員の 2名が当社監査役を兼任しております。 

（取締役・監査役の兼務状況）                

当社における役職 氏 名 親会社での役職 

非常勤取締役 津矢田邦明 取締役・常務執行役員、ビジネスソリューション事業本部長 

非常勤監査役 市川  勲 取締役・常務執行役員、経理・財務本部長 

非常勤監査役 総山  誠 取締役・常務執行役員、経営統括本部長 

上記 3名については、豊富な経験と高い見識、社外の客観的な見地からの経営上の助言
を得ることおよび監査体制の強化を目的に就任を要請したものであり、当社の事業活動や

経営判断において、上場会社としての自主性、独立性が尊重されております。 
2)親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会
社等の企業グループとの関係から受ける経営・事業活動への影響等 
東洋エンジニアリング株式会社は当社議決権の 51.0％を所有しておりますが、事業活動

を行う上では自らの意思決定で事業活動を運営しております。 
3)親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策 
総合エンジニアリングサービスを提供する親会社と情報サービスを提供する当社グル

ープとは事業の棲み分けがなされており、親会社との取引条件は、市場価格等を勘案して

価格交渉の上、一般取引先と同様に決定しております。また、同社向け売上高比率は 1.0％
であり、依存度合いは低く、一定の独立性が確保されていると認識しております。 

4)親会社等からの一定の独立性の確保の状況 
上記のとおり、当社は親会社の企業グループの一員として事業展開しておりますが、親

会社からの非常勤取締役・非常勤監査役の就任状況は、当社独自の経営判断を妨げるもの

ではなく、当社の事業活動や経営判断において、上場会社としての自主性、独立性が尊重

されております。 
以上のことから、当社グループの事業展開において、親会社から一定の独立性が確保さ

れていると認識しております。 
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③親会社等との取引に関する事項 
当事項については「1.企業集団の状況」および「3.(4)事業等のリスク③親会社との関係に

ついて」に記載のとおりであります。 
 
(6) 内部管理体制の整備・運用状況 
①内部牽制組織、組織上の業務部門および管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内

部管理体制の整備の状況 
当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部管理体制強化のための牽制組織

の整備を図っております。 
管理部門につきましては経理部・法務総務部・品質技術部で構成する業務管理本部を設置

し、内部牽制の適正かつ合理的な実施体制を構築するとともに、社長直下に監査部を配置し、

業務全般にわたる内部監査を行っております。監査部の人員は 1名であります。社内規程に
つきましては、内部統制機能整備や関係法令の改正への対応のため、適宜関係規程を整備し

ております。さらに、コンプライアンス行動基準を定め、役員・社員の法令遵守意識の向上

と違法行為・不正行為等の防止を図っております。 
②内部管理体制の充実に向けた取組みの実施状況 
コンプライアンス体制強化の観点から、公益通報者保護規程を新設いたしました。 

 
3. 経営成績および財政状態 

(1) 経営成績 
当中間期のわが国経済は、好調な企業収益を受け、設備投資の増加および個人消費の改善が

進み、景気は堅調に推移いたしました。情報サービス産業におきましては、納期や品質に対す

る顧客の要請は依然として厳しいものの、企業収益の伸長を背景に情報化投資は増加傾向を示

しました。 
このような状況のもと、当社グループは顧客の多様な経営課題に対応するためのベストプラ

クティス、「B-EN-Gプラクティス」の提供を一層強化し、顧客満足の向上に取り組みました。 
当中間期におきましては、既存顧客を中心に積極的な営業活動を展開し、受注の拡大に注力

いたしました。また、4 月に組織再編を行い、システムインテグレーションにおける提案力お
よびプロジェクト遂行力の向上を図りました。加えて、PMO（プロジェクトマネジメントオフ
ィス）機能を強化し、プロジェクトマネジメント力の向上にも取り組みました。自社開発 ERP
パッケージ「MCFrame」につきましては、ビジネスパートナー等との連携強化に努め、ライ
センス販売の拡大に注力いたしました。 
さらに、顧客の海外展開に対する支援や Web 対応ソリューションの提供強化など、商品・
サービスの拡充に努めました。 
東洋ビジネスシステムサービス株式会社におきましては、運用保守サービスやシステム開発

に注力いたしました。 
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以上の結果、当中間期の連結受注高は6,089,885千円（前年同期比14.6％増）、連結売上高に
つきましては、下期に売上計上予定であった案件の一部が上期に計上となったことなどにより、

5,920,086千円（前年同期比24.1％増）となりました。これにより、経常利益は73,193千円（前
年同期比57.8％増）、連結中間純利益につきましては、前年同期と比べ86,325千円増加し、  
87,928千円となりました。 
（注）当社グループの経営成績は、大型案件の売上計上時期やその採算性により変動する可能性があります。

また、当社グループの業績特性としましては、請負案件の納期が期末に集中する傾向にあるため、四半

期・半期毎の経営成績に変動が生じます。 

  

主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品 ERP 
SAPジャパン株式会社の ERPパッケージ「SAP製品」にかかわるコンサルティング、シス
テム構築活動に関し、製薬業界や機械、食品業界等からの受注拡大を図りました。また、プロ

ジェクトマネジメント力の強化に努めたほか、製造業の海外展開支援に積極的に取り組みまし

た。以上の結果、当中間期の受注高は 3,163,963 千円（前年同期比 25.9％増）、売上高は
3,366,326千円（前年同期比 40.9％増）となり、受注、売上ともに増加いたしました。 
②自社製品 ERP 
自社開発 ERPパッケージ「MCFrame」につきましては、国際物流の効率化を図るグローバ

ル SCM ソリューションの提供を開始いたしました。さらに、中堅製造業向け短期導入サービ
ス「PowerStart」を開始するなど、新商品、新サービスの拡充に取り組みました。また、ビジ
ネスパートナー等との連携強化にも注力いたしました。当中間期の受注高は 1,588,848千円（前
年同期比 60.5％増）、売上高は 1,318,014千円（前年同期比 51.2％増）となり、ともに伸長いた 
しました。なお、「MCFrame」の当中間期ライセンス売上高は 402,641千円（前年同期比 17.3％
増）となりました。 
③ｅビジネス 
日本オラクル株式会社の ERPパッケージ「Oracle E-Business Suite」案件を中心に、顧客

ニーズに対応したテンプレートを活用し、電機・電子、設備、産業機械等の多様な業界への営

業を展開いたしました。当中間期の受注高は 1,004,294千円（前年同期比 25.5％減）、売上高
は 929,738千円（前年同期比 25.8％減）となりました。 
④その他 
アジアにおける生産・販売・物流を統合的に行うグローバル SCMソリューションの提供に
取り組んだほか、金融業界向けシステム構築に注力いたしました。当中間期の受注高は

332,778 千円（前年同期比 27.8％減）、売上高は 306,006 千円（前年同期比 18.8％増）とな
りました。 
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(2) 通期の見通し 
平成 19年 3月期の連結業績の見通しは以下のとおりです。 
【連 結】  通 期 （前期比%）
売 上 高  11,500百万円 （ 1.0%増） 
経 常 利 益  500百万円 （32.1%増） 
当期純利益  250百万円 （30.1%増） 

 
 (3) 財政状態 
キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 8,420千円減
少し、505,060千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 127,260千円を計上したも
のの、売上債権の増加 503,719千円、前受金の減少 316,545千円、法人税等の支払いによる支
出 235,795 千円等により、全体として 506,912 千円の支出（前年同期比 1,316,583 千円支出
増）となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発 ERP パッケージ

「MCFrame」の開発等）による支出 193,376千円、投資有価証券の売却による収入 89,500千
円等により、全体として 142,136千円の支出（前年同期比 332,598千円支出減）となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行からの短期借入金を返済したことによる支出等

11,900,000 千円ありましたが、銀行からの新規の借入れによる収入 12,600,000 千円により、
全体として 640,721千円の収入（前年同期比 1,200,232千円収入増）となりました。 
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。 

 
平成 16年 
9月中間期 

平成 17年 
9月中間期 

平成 18年 
9月中間期 

平成 18年 
3月期 

自己資本比率（％） 34.3 35.2 34.1 34.8 
時価ベースの自己資本比率（％） 62.5 50.4 40.1 53.2 
債務償還年数（年） － － － 1.6 
インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.7 68.3 － 55.4 
  （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（年）：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
               （中間期は記載しておりません。） 
     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 
  ※ 各指標はいずれも連結べースの財務数値により算出しております。 
  ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
  ※ 営業キャッシュ・フローは（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキ
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ャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、（中間）連結貸借対照表に計上

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、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 
     当中間連結会計期間のインタレスト・ガバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスのため、記載しておりません。 
 

(4) 事業等のリスク 
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

①財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動について 
財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動はありません。当社グル

ープの経営成績は、大型案件の売上計上時期やその採算性により変動する可能性があります。

また、当社グループの業績特性としましては、請負案件の納期が期末に集中する傾向にあるた

め、四半期・半期毎の経営成績に変動が生じます。 
②特定の取引先との関係について 
当社は、SAPジャパン株式会社との間に平成 12年 12月 20日付で「mySAP.comサービス・
アライアンス・パートナー契約」を締結し、現在に至っております。同社とは、これまで安定

した取引関係を継続しており、平成 18年 9月中間期の「SAP製品」を取り扱う他社製品 ERP
の売上構成比は 56.9％であります。よって同社の市場訴求力に大きな変動が生じた場合には、
当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
③親会社との関係について 
当社グループは、東洋エンジニアリング株式会社グループにおける情報サービス事業の中核

会社であります。東洋エンジニアリング株式会社は当社議決権の 51.0％を所有しており、また、
当社と同社との平成 18年 9月中間期の取引は次のとおりであります。 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目
中間期末
残高 
(千円)

システムイン
テグレーショ
ンの受託 

22,844 売掛金 2,804

システムイン
テグレーショ
ンの委託 

230,130 買掛金 150,117親会社 
東洋エン
ジニアリ
ング㈱ 

東京都 
千代田 
区 

18,198,978 
総合エン
ジニアリ
ング業 

直接 
51.0 

兼任 
３人 

システム
インテグ
レーショ
ンの提供

建物の賃借 41,634 ― ― 

(注) １ 取引条件および取引条件の決定方針 

市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般取引先と同様に決定して

おります。 

２ 建物の賃借料は、他テナントと同等の価格となっております。 

３ 記載金額のうち、取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

親会社からの役員の受入状況としては、本資料提出日現在で、当社取締役 7名のうち親会社
の取締役・常務執行役員 1名が当社取締役を兼任し、当社監査役 3名のうち同社取締役・常務
執行役員の 2名が当社監査役を兼任しております。 
④その他 
当社グループは、情報システム分野における急速な技術革新に対応するため、提供サービ
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ス・製品の機能強化を進めるとともに、新規事業のための商材調査・研究開発活動に注力して

おりますが、当社グループの想定外の技術革新が進んだ場合、当社グループの経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。また、当社グループが顧客に納入するシステムの多くが顧客の重

要な基幹システムであり、万が一重大なシステム・トラブルや、顧客より受領した情報の流出

等が発生した場合には、信用の低下や賠償金の支払等により当社グループの経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 
なお、当社は、平成 17 年 5 月に株式会社ムトウより、納入した基幹システムにかかわる

934,520千円の損害賠償請求訴訟を提起されておりますが、当社としては損害賠償責任を負う
原因はないと考えており、現在係争中であります。 
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４．中間連結財務諸表等 

（１）中間連結貸借対照表 

 

前中間連結会計期間末

平成17年９月30日現在

当中間連結会計期間末

平成18年９月30日現在

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

平成18年３月31日現在 

前年度末 

増  減 

(△印減) 科   目 

金額 (千円)
構成比

(％)
金額 (千円)

構成比

(％)
金額 (千円) 

構成比 

(％) 
金額 (千円)

(資 産 の 部)   

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  471,819 505,060 513,480  △ 8,420

２．受取手形及び売掛金 ※２ 2,358,281 3,616,511 3,112,792  503,719

３．たな卸資産         1,044,145 794,211 820,930  △ 26,718

４．繰延税金資産  210,800 239,962 271,536  △ 31,573

５．その他 ※３ 283,785 291,923 392,647  △ 100,724

     貸倒引当金  △3,698 △141 △4,860  4,718

     流動資産合計  4,365,133 69.7 5,447,528 76.8 5,106,528 74.2 341,000

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物  113,001 105,996 115,078  △ 9,081

(2)工具、器具及び備品  128,279 108,517 125,062  △ 16,545

有形固定資産合計  241,280 3.9 214,514 3.0 240,140 3.5 △ 25,626

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  1,186,011 1,023,779 1,121,476  △ 97,696

(2)その他  38,219 35,767 36,596  △ 829

無形固定資産合計  1,224,230 19.5 1,059,546 15.0 1,158,072 16.8 △ 98,526

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  45,944 17,736 45,888  △ 28,152

(2)繰延税金資産  50,327 52,945 58,392  △ 5,446

(3)その他  336,941 297,415 271,035  26,380

投資その他の資産合計  433,213 6.9 368,097 5.2 375,316 5.5 △ 7,218

固定資産合計  1,898,724 30.3 1,642,159 23.2 1,773,530 25.8 △ 131,371

資産合計  6,263,858 100.0 7,089,687 100.0 6,880,058 100.0 209,629
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前中間連結会計期間末

平成17年９月30日現在

当中間連結会計期間末

平成18年９月30日現在

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

平成18年３月31日現在 

前年度末 

増  減 

(△印減) 科   目 

金額 (千円)
構成比

(％)
金額 (千円)

構成比

(％)
金額 (千円) 

構成比 

(％) 
金額 (千円)

(負 債 の 部)   

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  432,765 729,058 576,368  152,690

２．短期借入金  2,000,000 2,700,000 2,000,000  700,000

３．未払費用  432,759 530,591 430,698  99,892

４．未払法人税等  62,355 9,097 245,606  △ 236,508

５．前受金  329,291 191,187 507,732  △ 316,545

６．賞与引当金  330,150 347,420 331,626  15,793

７．品質保証引当金  121,871 38,115 249,453  △ 211,337

８．その他 ※３ 350,657 125,639 141,606  △ 15,967

流動負債合計  4,059,851 64.8 4,671,110 65.9 4,483,092 65.2 188,017

負債合計  4,059,851 64.8 4,671,110 65.9 4,483,092 65.2 188,017

    

（少 数 株 主 持 分）   

少数株主持分  ― － ― － ― － ―

    

（資 本 の 部）   

Ⅰ 資本金  697,600 11.1 ― － 697,600 10.1 ―

Ⅱ 資本剰余金  426,200 6.8 ― － 426,200 6.2 ―

Ⅲ 利益剰余金  1,079,703 17.3 ― － 1,270,318 18.5 ―

Ⅳ 為替換算調整勘定  502 0.0 ― － 2,848 0.0 ―

資本合計  2,204,006 35.2 ― － 2,396,966 34.8 ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 6,263,858 100.0 ― － 6,880,058 100.0 ―

         

 



 
 

11

 

前中間連結会計期間末

平成17年９月30日現在

当中間連結会計期間末

平成18年９月30日現在

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

平成18年３月31日現在 

前年度末 

増  減 

(△印減) 科   目 

金額 (千円)
構成比

(％)
金額 (千円)

構成比

(％)
金額 (千円) 

構成比 

(％) 
金額 (千円)

 (純 資 産 の 部)   

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  ― 697,600 ―  ―

２．資本剰余金  ― 426,200 ―  ―

３．利益剰余金  ― 1,292,246 ―  ―

株主資本合計 ― － 2,416,046 34.1 ― － ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  ― 191 ―  ―

２．為替換算調整勘定  ― 2,339 ―  ―

評価・換算差額等合計 ― － 2,530 0.0 ― － ―

純資産合計 ― － 2,418,577 34.1 ― － ―

負債純資産合計 ― － 7,089,687 100.0 ― － ―
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（２）中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間

自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

前年同期 

増  減 

(△印減) 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日
科  目 

金額 (千円)
百分比

(％)
金額 (千円)

百分比

(％) 
金額 (千円) 金額 (千円)

百分比

(％) 

         
Ⅰ 売上高  4,771,429 100.0 5,920,086 100.0 1,148,656 11,381,423 100.0

Ⅱ 売上原価  3,416,728 71.6 4,478,236 75.6 1,061,508 8,400,754 73.8

売上総利益  1,354,701 28.4 1,441,849 24.4 87,148 2,980,669 26.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※１ 1,298,189 27.2 1,360,094 23.0 61,904 2,585,598 22.7

営業利益  56,511 1.2 81,755 1.4 25,244 395,070 3.5

Ⅳ 営業外収益   

１．受取配当金  1,265 1,265 ― 1,265

２．貸倒引当金戻入益  1,626 ― △ 1,626 ―

３．持分法による投資利益  ― 2,651 2,651 4,668

４．その他  5,646 844 △ 4,801 6,149

   営業外収益合計  8,538 0.2 4,761 0.0 △ 3,777 12,082 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  13,229 13,171 △ 57 26,677

２．持分法による投資損失  4,177 ― △ 4,177 ―

３．その他  1,265 151 △ 1,114 2,007

営業外費用合計  18,673 0.4 13,323 0.2 △ 5,350 28,685 0.3

経常利益  46,376 1.0 73,193 1.2 26,816 378,468 3.3

Ⅵ 特別利益   

１．投資有価証券売却益  ― 49,348 49,348 ―

２．貸倒引当金戻入益  ― 4,718 4,718 465

特別利益合計  ― - 54,066 0.9 54,066 465 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ 12,423 ― △ 12,423 13,377

２．事務所移転関連費用  12,277 ― △ 12,277 12,360

３．その他  93 ― △ 93 516

特別損失合計  24,795 0.5 ― - △ 24,795 26,254 0.2

税金等調整前中間（当期）純利益  21,581 0.5 127,260 2.1 105,678 352,679 3.1

法人税、住民税及び事業税  82,865 1.7 2,441 0.0 △ 80,424 292,150 2.6

法人税等調整額  △ 62,888 △ 1.2 36,890 0.6 99,778 △131,689 △1.2

中間（当期）純利益  1,603 0.0 87,928 1.5 86,325 192,217 1.7
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３）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

【中間連結剰余金計算書】 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 科   目 

金額 (千円) 金額 (千円) 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  426,200 426,200 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高 426,200 426,200 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,138,100 1,138,100 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  １．中間（当期）純利益  1,603 192,217 

利益剰余金増加高合計  1,603 192,217 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １．配当金  60,000 60,000 

     利益剰余金減少高合計  60,000 60,000 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 1,079,703 1,270,318 
    

 



 
 

14

【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

項  目 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
697,600 426,200 1,270,318 2,394,118 

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 △60,000 

役員賞与 (注)  △6,000 △6,000 

中間純利益  87,928 87,928 

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額 (純額) 
  

中間連結会計期間中の

変動額合計 (千円) 
－ － 21,928 21,928 

平成18年９月30日残高

（千円） 
697,600 426,200 1,292,246 2,416,046 

 

評価・換算差額等 

項  目 その他有価証券

評価差額金 

為替換算調整 

勘定 

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) 
－ 2,848 2,848 2,396,966 

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 

役員賞与 (注)  △6,000 

中間純利益  87,928 

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額(純額) 
191 △ 508 △ 317 △ 317 

中間連結会計期間中の

変動額合計(千円) 
191 △ 508 △ 317 21,611 

平成18年９月30日残高

（千円） 
191 2,339 2,530 2,418,577 

 
(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）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

前中間連結会計期間

自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日

当中間連結会計期間

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

前年同期 

増  減 

(△印減) 

前連結会計年度 

要約連結キャッシ
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
項     目 

金額 (千円) 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  

税金等調整前中間（当期）純利益 21,581 127,260 105,678 352,679

減価償却費 258,142 321,376 63,234 579,253

貸倒引当金の減少額 △1,626 △4,718 △3,092 △465

賞与引当金の増加額 15,927 15,793 △133 17,403

品質保証引当金の増加（△減少）額 70,869 △211,337 △282,207 198,452

受取利息及び受取配当金 △1,268 △1,342 △73 △1,275

支払利息 13,229 13,171 △57 26,677

為替差損（△差益） △314 79 394 △909

持分法による投資損失（△利益） 4,177 △2,651 △6,829 △4,668

固定資産除却損 12,423 ― △12,423 13,377

投資有価証券売却益 ― △49,348 △49,348 ―

売上債権の減少（△増加）額 997,768 △503,719 △1,501,487 243,257

たな卸資産の減少（△増加）額 △745,342 26,718 772,061 △522,127

前渡金の減少（△増加）額 △67,887 117,114 185,002 △194,476

仕入債務の増加（△減少）額 △84,874 223,700 308,575 45,689

前受金の増加（△減少）額 202,215 △316,545 △518,760 380,655

役員賞与支払額 ― △6,000 △6,000 ―

その他 △7,521 △8,213 △692 14,542

小 計 687,499 △258,658 △946,158 1,148,065

利息及び配当金の受取額 1,268 1,342 73 1,275

利息の支払額 △11,855 △13,800 △1,944 △22,229

法人税等の還付額 163,082 ― △163,082 163,082

法人税等の支払額 △30,324 △235,795 △205,471 △58,672

  営業活動によるキャッシュ・フロー 809,671 △506,912 △1,316,583 1,231,521

     

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 △16,498 △4,082 12,416 △250,318

無形固定資産の取得による支出 △254,085 △193,376 60,709 △474,628

投資有価証券の取得による支出 ― △11,678 △11,678 ―

投資有価証券の売却による収入 ― 89,500 89,500 ―

その他 △204,150 △22,498 181,651 △129,771

  投資活動によるキャッシュ・フロー △474,734 △142,136 332,598 △854,718

     

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 5,000,000 12,600,000 7,600,000 14,800,000

短期借入金の返済による支出 △5,500,000 △11,900,000 △6,400,000 △15,300,000

配当金の支払額 △59,510 △59,278 232 △59,848

  財務活動によるキャッシュ・フロー △559,510 640,721 1,200,232 △559,848

     

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 58 △93 △151 190

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △224,515 △8,420 216,094 △182,854

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 696,334 513,480 △182,854 696,334

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末） 

残高 
471,819 505,060 33,240 513,480
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項          

 

 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

1. 連結の範囲に関 

する事項 

子会社は東洋ビジネスシス

テムサービス㈱１社であり、同

社を連結しております。 

同  左 同  左 

2．持分法の適用に関

する事項 

関連会社は上海華和得易信

息技術発展有限公司（DealEasy

社）１社であり、同社について

持分法を適用しております。 

なお、同社に対して、平成17

年４月に当社が25％出資したこ

とにより、当中間連結会計期間

より持分法を適用しておりま

す。 

 

関連会社は上海華和得易信

息技術発展有限公司（DealEasy

社）１社であり、同社について

持分法を適用しております。 

 

関連会社は上海華和得易信

息技術発展有限公司（DealEasy

社）１社であり、同社について

持分法を適用しております。 

なお、同社に対して、平成17

年４月に当社が25％出資したこ

とにより、当連結会計年度より

持分法を適用しております。 

 

3．連結子会社の中間

決算（決算）日等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致してお

ります。 

 

同  左 連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

4．会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準 

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法によっております。 

 

(1)重要な資産の評価基準 

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 

中間連結会計期間末日

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）によっておりま

す。 

 

時価のないもの 

同  左 

 

 

(1)重要な資産の評価基準 

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同  左 

 

 

 ②たな卸資産 

仕掛品は個別法による

原価法によっております。

 

②たな卸資産 

同  左 

 

②たな卸資産 

同  左 

 

 (2)重要な減価償却資産の減価

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。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

 

 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

同  左 
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前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 ②無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、耐用年数につい

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。 

ただし、自社利用のソ

フトウェアについては、

社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

また、販売目的のソフ

トウェアについては、見

込有効期間(３年)におけ

る見込販売数量に基づく

償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配

分額を比較し、いずれか

大きい金額を計上してお

ります。 

 

②無形固定資産 

 同  左 

②無形固定資産 

 同  左 

 ③長期前払費用 
均等償却によっており

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 

 

 

 (3)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

債権の貸倒による損失

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別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上す

ることとしております。

②賞与引当金 

従業員に支給すべき賞

与の支払に備えるため、

支給見込額に基づき計上

することとしておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

    同  左 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

    同  左 
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前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 ③品質保証引当金 

客先納入後の瑕疵担保

等の費用の支出に備える

ため、実績率に基づき算出

した発生見込額を計上す

ることとしております。 

また、品質確保に際し、

個別に見積可能な費用に

ついては発生見込額を見

積計上することとしてお

ります。 

 

③品質保証引当金 

同  左 

③品質保証引当金 

同  左 

 (4)重要なリース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 

(4)重要なリース取引の処理方

法 

同  左 

(4)重要なリース取引の処理方

法 

同  左 

 (5)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

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。 

 

(5)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
   同  左 

(5)その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 
   同  左 

 

5. 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）

における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・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および

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 連結キャッシュ・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

き出し可能な預金および容易

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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

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） 

当中間連結会計期間より、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）

当連結会計年度より、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） 

当中間連結会計期間より、「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、2,418,577千円であ

ります。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の

部については、中間連結財務諸表規

則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しており

ます。 
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注 記 事 項          

 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

平成17年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 

平成18年９月30日現在 

前連結会計年度末 

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 

        69,743千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺の上、流動資産その他

に含めて表示しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       129,602千円

 

※２ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形      3,145千円

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺の上、流動負債その他

に含めて表示しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       100,129千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（中間連結損益計算書関係）                             

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要なもの 

   従業員給料手当    456,674千円 

  賞与引当金繰入額 118,614千円 

  研究開発費         29,366千円 

  業務外注費        142,358千円 

    

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要なもの 

   従業員給料手当   452,146千円

  賞与引当金繰入額 119,344千円

  研究開発費         74,232千円

  業務外注費        157,502千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要なもの 

   従業員給料手当    980,643千円 

  賞与引当金繰入額  111,275千円 

  研究開発費         59,760千円 

  業務外注費        311,201千円 

 

※２ 固定資産除却損のうち主要な 

もの 

       建物附属設備  10,181千円 

 

 ※２ 固定資産除却損のうち主要な 

もの 

       建物附属設備  10,181千円 

 

３ 売上高の季節的変動が著しい 

場合 

当社グループの売上高は、通常

の営業形態として、得意先の事業

年度末である３月に請負案件の

納期が集中する傾向があり、連結

会計年度の上半期と下半期の業

績の間に季節的変動があります。 

なお、当中間連結会計期間の売

上高は4,771,429千円でありまし

たが、前期における売上高は上半

期が4,486,641千円、下半期が

5,608,036千円であります。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 2,000,000 ― ― 2,000,000

 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．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 27 日 

定時株主総会 
普通株式 60,000 30 平成 18年３月 31日 平成 18年６月 28日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）                                      
 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

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

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係(平

成 17 年９月 30 日現在) 

  

現金及び預金勘定   471,819 千円 

現金及び現金同等物  471,819 千円 

                                   

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係(平

成 18 年９月 30 日現在) 

  

現金及び預金勘定   505,060 千円

現金及び現金同等物  505,060 千円

                                  

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と要約連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係(平成 18

年３月 31 日現在) 

  

現金及び預金勘定  513,480 千円

現金及び現金同等物  513,480 千円
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（リース取引関係）                                     

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

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) 

合計 
 

(千円) 

取得価額
相当額 

68,390 68,390

減価償却
累計額 
相当額 

46,376 46,376

中間期末
残高 

相当額 
22,013 22,013

   

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) 

合計 
 

(千円) 

取得価額
相当額 

51,263 51,263

減価償却
累計額 
相当額 

31,593 31,593

中間期末
残高 

相当額 
19,670 19,670

 
 

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) 

合計 
 

(千円) 

取得価額
相当額 

56,481 56,481

減価償却
累計額 
相当額 

41,344 41,344

期末 
残高 
相当額 

15,137 15,137

  
 

 

② 未経過リース料中間期末残高 

相当額 

 
１年以内 12,436 千円 

１年超 11,284 千円 

合計 23,721 千円  

 

② 未経過リース料中間期末残高 

相当額 

 
１年以内 10,196 千円

１年超 10,747 千円

合計 20,944 千円
 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 
 

１年以内 9,207 千円

１年超 7,481 千円

合計 16,688 千円
 

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額 

および支払利息相当額 

 

支払リース料 9,857 千円 

減価償却費相当額 8,771 千円 

支払利息相当額 726 千円 
 

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額 

および支払利息相当額 

 

支払リース料 7,039 千円

減価償却費相当額 6,237 千円

支払利息相当額 459 千円
 

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額 

および支払利息相当額 

 

支払リース料 17,625 千円

減価償却費相当額 15,014 千円

支払利息相当額 1,251 千円
 

 

④ 減価償却費相当額および利息相当 

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。 

 

     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。 

 

 

④ 減価償却費相当額および利息相当 

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 

同  左 

 

 

④ 減価償却費相当額および利息相当 

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 

同  左 
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（有価証券関係） 

  前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

１．時価のある有価証券 

  該当事項はありません。 

２．時価評価されていない有価証券 

内   容 中間連結貸借対照表

計上額 (千円) 
その他有価証券 非上場株式 45,944  

  

当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

１．時価のある有価証券 

区   分 取得原価 (千円) 中間連結貸借対照表

計上額 (千円) 差額 (千円) 

その他有価証券 株式 11,678  12,000   321  

   

２．時価評価されていない有価証券 

内   容 中間連結貸借対照表

計上額 (千円) 
その他有価証券 非上場株式 5,736  

 

前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日） 

１．時価のある有価証券 

  該当事項はありません。 

２．時価評価されていない有価証券 

内   容 要約連結貸借対照表

計上額 (千円) 
その他有価証券 非上場株式 45,888  

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

取引の状況に関する事項 
 当社グループは、デリバティブ取

引は行っておりませんので該当事項

はありません。 
 

取引の状況に関する事項 

同   左 
取引の状況に関する事項 

同   左 
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（セグメント情報） 

 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日）及び当中間連結会計期間（自 平

成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）並びに前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18

年３月 31 日） 

 

当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内容としてお

り、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日）及び当中間連結会計期間（自 平

成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）並びに前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18

年３月 31 日） 

 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載し

ておりません。 

 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日）及び当中間連結会計期間（自 平

成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）並びに前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18

年３月 31 日） 

 

海外売上高が連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

項  目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

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 1,102 円 00 銭 1,209 円 29 銭 1,195 円 48 銭

１株当たり中間（当期）純利益 ０ 円 80 銭 43 円 96 銭 93 円 11 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

記載しておりません。 

 

同   左 同   左 

（注）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通りであります。 

 

項  目 

 前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

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) 1,603 87,928 192,217 

普通株主に帰属しない金額  (千円) ― ― 6,000 

（うち利益処分による役員賞与） (千円) (―) (―) (6,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益 (千円) 1,603 87,928 186,217 

普通株式の期中平均株式数 (株) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 

（重要な後発事象） 

  前中間連結会計期間（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。 

 

当中間連結会計期間（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。 

 

前連結会計年度（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 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商

品分野別に記載しております。 

                              

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 商品分野名 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 1,755,824 7.6 2,593,456 47.7 4,514,008 31.6

自社製品ＥＲＰ 503,051 △3.3 885,339 76.0 1,269,229 △6.8

ｅビジネス 948,744 △16.9 748,842 △21.1 2,177,514 △0.8

その他 209,108 52.1 250,598 19.8 440,001 53.9

合   計 3,416,728 △0.4 4,478,236 31.1 8,400,754 15.5

 

（注）１．金額は売上原価によっております。 

２．上記金額には、消費税等を含んでおりません。 
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（２） 受 注 実 績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商

品分野別に記載しております。 

                                        

前中間連結会計期間 

受注高 受注残高 

 自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

平成17年９月30日現在 商品分野名 

金額 (千円) 
前年同期比

(％) 
金額 (千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 2,513,019 △10.4 2,950,540 6.8

自社製品ＥＲＰ 989,812 △13.1 531,556 △22.2

ｅビジネス 1,348,663 45.5 1,240,609 26.2

その他 460,921 197.4 244,906 385.6

合   計 5,312,417 5.7 4,967,612 10.9

                               

当中間連結会計期間 

受注高 受注残高 

 自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

平成18年９月30日現在 商品分野名 

金額 (千円) 
前年同期比

(％) 
金額 (千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 3,163,963 25.9 2,747,262 △6.9

自社製品ＥＲＰ 1,588,848 60.5 848,393 59.6

ｅビジネス 1,004,294 △25.5 732,702 △40.9

その他 332,778 △27.8 268,266 9.5

合   計 6,089,885 14.6 4,596,624 △7.5

 

前連結会計年度 

受注高 受注残高 

 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

平成18年３月31日現在 商品分野名 

金額 (千円) 
前年同期比

(％) 
金額 (千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 5,909,091 5.5 2,949,624 4.4

自社製品ＥＲＰ 2,384,275 1.8 577,560 39.6

ｅビジネス 2,324,681 1.1 658,146 △42.5

その他 763,574 128.7 241,494 481.6

合   計 11,381,623 7.6 4,426,825 0.0

 

（注）上記金額には、消費税等を含んでおりません。 
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（３） 販 売 実 績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商

品分野別に記載しております。 

 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 商品分野名 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 2,388,987 1.0 3,366,326 40.9 5,785,975 13.4

自社製品ＥＲＰ 871,983 △1.2 1,318,014 51.2 2,220,442 △5.7

ｅビジネス 1,252,921 16.9 929,738 △25.8 2,811,403 23.2

その他 257,536 53.0 306,006 18.8 563,601 58.3

合   計 4,771,429 6.3 5,920,086 24.1 11,381,423 12.7

 

（注） 上記金額には、消費税等を含んでおりません。 

 


