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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 6,213 △5.4 551 9.3 551 16.4

17年９月中間期 6,568 44.8 504 37.1 473 30.7

18年３月期 12,605 929 873

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 310 3.4 9,872 29

17年９月中間期 300 25.3 10,737 24

18年３月期 582 18,952 00

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 31,500株 17年９月中間期 28,000株 18年３月期 29,150株

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 5,677 3,306 58.2 104,963 22

17年９月中間期 5,554 1,965 35.4 70,184 55

18年３月期 6,436 3,130 48.6 98,437 13

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 31,500株 17年９月中間期 28,000株 18年３月期 31,500株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －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 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 13,000 1,000 585

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）18,571円43銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり年間配当金

中間 期末 その他 年間

18年３月期 － 2,700 600 3,300

19年３月期（実績） － － －  

19年３月期（予想） － 3,600 － 3,600

※　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12ページを参照して下さい。
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５．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  1,498,498   1,391,989   1,881,962   

２．受取手形  101,952   69,173   36,416   

３．売掛金  2,464,312   1,848,159   2,265,272   

４．たな卸資産  279,535   665,977   430,537   

５．その他  220,596   310,156   298,557   

貸倒引当金  △26,618   △9,318   △24,938   

流動資産合計   4,538,276 81.7  4,276,138 75.3  4,887,807 75.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  40,713   46,153   41,749   

(2）構築物  2,347   3,072   3,205   

(3）工具器具備品  170,586   177,529   253,701   

　　　　計  213,647   226,755   298,656   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  329,124   721,649   788,119   

(2）その他  258,206   164,946   188,719   

　　　　計  587,330   886,595   976,839   

３．投資その他の資産  215,096   287,818   272,963   

固定資産合計   1,016,074 18.3  1,401,168 24.7  1,548,459 24.1

資産合計   5,554,351 100.0  5,677,307 100.0  6,436,267 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  －   5,508   －   

２．買掛金  2,424,342   1,191,234   1,725,042   

３．１年以内返済予定
の長期借入金

 100,000   50,000   100,000   

４．未払金  148,574   121,900   478,549   

５．賞与引当金  234,430   252,000   228,970   

６．その他 ※２ 473,269   620,646   609,913   

流動負債合計   3,380,617 60.9  2,241,290 39.5  3,142,475 48.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  50,000   －   －   

２．役員退職慰労引当
金

 78,547   87,641   83,904   

３．その他  80,019   42,035   79,267   

固定負債合計   208,566 3.7  129,676 2.3  163,172 2.6

負債合計   3,589,184 64.6  2,370,966 41.8  3,305,648 51.4
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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   200,000 3.6  － －  542,125 8.4

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  45,648   －   584,263   

資本剰余金合計   45,648 0.8  － －  584,263 9.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  33,490   －   33,490   

２．任意積立金  800,000   －   800,000   

３．中間（当期）未処
分利益

 884,029   －   1,165,700   

利益剰余金合計   1,717,519 30.9  － －  1,999,190 31.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,999 0.1  － －  5,040 0.1

資本合計   1,965,167 35.4  － －  3,130,619 48.6

負債資本合計   5,554,351 100.0  － －  6,436,267 100.0

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  542,125 9.5  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   584,263   －   

資本剰余金合計   － －  584,263 10.3  － －

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   33,490   －   

(2) その他利益剰
　　余金

          

 　別途積立金  －   1,100,000   －   

   繰越利益剰余金  －   1,042,878   －   

利益剰余金合計   － －  2,176,368 38.4  － －

 株主資本合計   － －  3,302,756 58.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
    評価差額金

  － －  3,584 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  3,584 0.0  － －

純資産合計   － －  3,306,341 58.2  － －

負債純資産合計   － －  5,677,307 100.0  － －
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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   6,568,504 100.0  6,213,323 100.0  12,605,671 100.0

Ⅱ　売上原価   5,395,591 82.1  4,896,010 78.8  10,226,286 81.1

売上総利益   1,172,913 17.9  1,317,313 21.2  2,379,384 18.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  668,145 10.2  765,605 12.3  1,450,074 11.5

営業利益   504,767 7.7  551,707 8.9  929,309 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,861 0.0  17,123 0.3  2,988 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  33,045 0.5  17,449 0.3  59,281 0.5

経常利益   473,583 7.2  551,381 8.9  873,017 6.9

Ⅵ　特別損失 ※3,5  －   14,252 0.3  －  

税引前中間（当
期）純利益

  473,583 7.2  537,129 8.6  873,017 6.9

法人税、住民税及
び事業税

 141,070   197,769   357,924   

法人税等調整額  31,871 172,941 2.6 28,382 226,152 3.6 △67,221 290,703 2.3

中間（当期）純利
益

  300,642 4.6  310,977 5.0  582,313 4.6

前期繰越利益   583,387   －   583,387  

中間（当期）未処
分利益

  884,029   －   1,165,700  
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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
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余

金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
542,125 584,263 33,490 1,965,700 3,125,579 5,040 3,130,619

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　　　　　　 △103,950 △103,950 △103,950

役員賞与　　　 △29,850 △29,850 △29,850

中間純利益　　　　　　　　 310,977 310,977 310,977

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）　　　
－ △1,455 △1,455

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
－ － － 177,177 177,177 △1,455 175,721

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
542,125 584,263 33,490 2,142,878 3,302,756 3,584 3,306,341

 

　（注）その他利益剰余金の内訳　　         　　　　　

 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

 平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　　　　（千円）
800,000 1,165,700 1,965,700

 中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当  △103,950 △103,950

役員賞与　　　　　　　  △29,850 △29,850

 中間純利益　　　　　　　　　　  310,977 310,977

 別途積立金の積立　　 300,000 △300,000 － 

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
300,000 △122,822 177,177

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
1,100,000 1,042,878 2,142,878
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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。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法を採

用しております。

仕掛品

　個別法に基づく原価法を採用

しております。

貯蔵品

　個別法に基づく原価法を採用

しております。

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左　

２．固定資産の減価償却の方

法

（1）有形固定資産

建物　　　　　　　定額法

工具器具備品　　　定率法

構築物　　　　　　定率法

　なお、主要な耐用年数は以下

の通りであります。

建物　　　　　　２～18年

構築物　　　　　　　10年

工具器具備品　　２～20年

（1）有形固定資産

建物　　　        定額法

構築物　　　　　　定率法

工具器具備品　　　定率法

　なお、主要な耐用年数は以下

の通りであります。

建物　　　　　　２～18年

構築物　　　　　　　10年

工具器具備品　　２～20年 

（1）有形固定資産

建物　　　　　　　定額法

構築物　　　　　　定率法

工具器具備品　　　定率法

　なお、主要な耐用年数は以下

の通りであります。

建物　　　　　　２～18年

構築物　　　　　　　10年

工具器具備品　　２～18年

 (2）無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア

　見込販売期間（３年以内）に

おける見込販売収益に基づく償

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、

いずれか大きい額を計上する方

法を採用しております。

(2）無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア

同左

(2）無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア

同左

 社内利用目的のソフトウエア

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用

しております。

社内利用目的のソフトウエア

同左

 社内利用目的のソフトウエア

 同左

 その他

　定額法

その他

同左

 その他

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）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　中間期末現在に有する金銭債

権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

　期末現在に有する金銭債権の

貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備え

るため、賞与支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備え

るため、賞与支給見込額の当期

負担額を計上しております。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

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。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

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．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

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　同左

(1）消費税等の会計処理

同左

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

基準委員会平成17年12月９日企業会計基準第

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

委員会平成17年12月９日企業会計基準適用指

針第８号)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は　

3,306,341千円であります。

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貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 

──────
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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

686,070千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

681,890千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

674,442千円

※２．消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※２．消費税等の取扱

同左

※２．　　　　─────

（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 0千円

受取配当金 120千円

助成金収入 496千円

受取保険手数料 486千円

受取利息 1千円

受取配当金 340千円

助成金収入 428千円

受取保険手数料 503千円

貸倒引当金戻入益 15,620千円

受取利息 0千円

受取配当金 210千円

助成金収入 1,010千円

受取保険手数料 971千円

※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 612千円

固定資産除却損 31,196千円

支払利息 242千円

固定資産除却損 12,585千円

システム障害対応

費用
3,657千円

支払利息 1,018千円

固定資産除却損 35,831千円

システム障害対応

費用
19,049千円

商品評価損 69千円

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

減損損失 14,252千円

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 24,446千円

無形固定資産 97,869千円

有形固定資産 29,222千円

無形固定資産 150,249千円

有形固定資産 56,458千円

無形固定資産 312,632千円

 ※５．減損損失

 　当社は以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

大阪市

北区

他 

遊休資

産

 

 無形固定資産

(電話加入

権)

14,252千円 

 

 当社は、主に継続的に収支の把握を行って

いる管理会計上の区分を基礎として、資産の

グルーピングを行っております。ただし、事

業の用に直接供していない遊休資産について

は個別に取り扱っております。時価の下落し

た将来の使用が見込まれていない遊休資産に

ついては、回収可能価額まで減額し、減損損

失14,252千円を特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産の回収可能価額は市場価格

等を基礎とした正味売却価額により測定して

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３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

株式の種類
前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

普通株式（株） － － － －

 

①　リース取引

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）

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．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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

811,978 301,684 510,294

ソフトウ
エア

68,589 47,485 21,103

合計 880,567 349,169 531,397

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

818,151 427,618 390,533

ソフトウ
エア

291,313 91,808 199,505

合計 1,109,465 519,426 590,038

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

891,536 399,677 491,858

ソフトウ
エア

275,647 63,236 212,410

合計 1,167,183 462,914 704,269

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 211,627千円

１年超 330,905千円

合計 542,532千円

１年内 216,536千円

１年超 384,596千円

合計 601,133千円

１年内 255,115千円

１年超 460,855千円

合計 715,970千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 102,111千円

減価償却費相当額 97,605千円

支払利息相当額 5,162千円

支払リース料 140,234千円

減価償却費相当額 134,232千円

支払利息相当額 5,379千円

支払リース料 225,335千円

減価償却費相当額 215,869千円

支払利息相当額 10,688千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

（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 70,184.55円

１株当たり中間純利益 10,737.24円

１株当たり純資産額 104,963.22円

１株当たり中間純利益 9,872.29円

１株当たり純資産額 98,437.13円

１株当たり当期純利益 18,952.00円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、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

（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） 300,642 310,977 582,313

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 29,850

（うち利益処分による役員賞与金） （    －） （    －） （29,850）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
300,642 310,977 552,463

普通株式の期中平均株式数（株） 28,000 31,500 29,150
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６．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

当中間会計期間の生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業別

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）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
前年同期

比
（％）

アウトソーシング事業 1,963,437 37.4 2,296,974 50.6 333,537 17.0

ソリューション事業 1,334,146 25.4 1,256,237 27.6 △77,908 △5.8

プロダクト事業 399,955 7.6 709,529 15.6 309,573 77.4

ハードウエア販売サービス事業 17,228 0.3 8,192 0.2 △9,036 △52.4

その他事業 1,534,616 29.3 271,672 6.0 △1,262,943 △82.3

合計 5,249,384 100.0 4,542,606 100.0 △706,771 △13.5

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

当中間会計期間の受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業別

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）

増減

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）

ソリューション事業 1,126,198 644,676 1,549,934 983,632 423,736 338,956

プロダクト事業 562,060 451,915 958,933 722,481 396,873 270,566

ハードウエア販売サービス事業 358,485 156,267 570,443 145,088 211,957 △11,178

その他事業 1,629,341 87,841 371,920 123,542 △1,257,420 35,700

合計 3,676,085 1,340,700 3,451,232 1,974,745 △224,853 634,045

　（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

当中間会計期間の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業別

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）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

アウトソーシング事業 2,717,993 41.4 3,097,254 49.9 379,261 14.0

ソリューション事業 1,433,649 21.8 1,347,464 21.7 △86,184 △6.0

プロダクト事業 434,702 6.6 658,160 10.6 223,458 51.4

ハードウエア販売サービス事業 382,436 5.8 728,758 11.7 346,322 90.6

その他事業 1,599,723 24.4 381,684 6.1 △1,218,038 △76.1

合計 6,568,504 100.0 6,213,323 100.0 △355,180 △5.4

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社　マイカル 2,748,291 41.8 1,576,861 25.4

ポケットカード　株式会社 888,686 13.5 1,277,182 20.6

イオン　株式会社 212,639 3.2 563,913 9.1
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