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単 元株制度採用の有無  有(１単元 100 株) 

１．18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日）      (百万円未満切り捨て) 
(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 

2,833   (  3.1) 
2,749   ( 20.8) 

174   ( 46.6) 
119   ( 44.9) 

169   ( 78.4) 
94   ( 34.6) 

18 年３月期 5,647       348       320       
 
 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 

98  ( 81.7) 
54  ( 22.0) 

101  39  
58  40  

―――――   
―――――   

18 年３月期 186      196  48  ―――――   
 (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  970,000 株  17 年９月中間期  927,142 株  18 年３月期  946,923 株 
     ③会計処理の方法の変更   無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率  (2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

3,310   
2,937   

1,487  
1,301  

44.9  
44.3  

1,533 68 
1,341 93 

18 年３月期 3,010   1,440  47.8  1,484 81 
(注)①期末発行済株式数  18 年９月中間期 970,000 株  17 年９月中間期 970,000 株  18 年３月期 970,000 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 
 (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 

46    
80    

△ 9   
△ 4   

117    
59    

756   
546   

18 年３月期 277    △16   △69    601   
 
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） 
(1)単体 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円  
通 期 6,156   422  250  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)129 円 28 銭 
(注) 平成 18 年 9 月 30 日現在の株主に対し平成 18 年 10 月 1日付をもって、普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割しております  。

なお、(1)単体および(2)連結の 1株当たり予想当期純利益(通期)は、当該株式分割後の発行済株式数により算出しております。 
(2)連結 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円  
通 期 6,646   428  252  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)129 円 99 銭 
(注) 当社は、平成 18 年 10 月 2 日にイリイ株式会社の株式を取得し子会社としたことに伴い、平成 19 年 3 月期より連結財務諸表を作成

することとなりますので、当中間会計期間においては連結財務諸表を作成しておりません。  
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 期末 年間  

50.00 50.0018 年 3 月期  
― 19 年 3 月期（実績） 25.00

25.00 19 年 3 月期（予想） 

※ 業績予想に記載されている各数値につきましては、現時点における一定の前提および仮定に基づき作成したものであり
ます。実際の業績につきましては、前提としている状況等の様々な要因が変化することにより予想数値と異なる場合があ
りますことをご承知おきください。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料5ページをご参照ください。 



１．企業集団の状況 
当社は連結対象子会社がありませんので記載を省略しております。 

 
２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は、独立系企業として顧客の企業系列や使用しているハードウエアの制約を受ける

ことなく様々な業種・業態のシステム構築に携わり確かな技術力とノウハウを蓄積してお

ります。 

これらの技術を基に、常に顧客の抱える問題に最適なソリューションを提供し続けるこ

とを企業の使命とし、収益基盤の拡大と企業の発展・継続を実現するため、①時流に乗る

経営、②衆知を集める経営、③運命共同体の経営、④高能率・高配分の経営、⑤顧客志向

の経営を経営理念としております。 

今後、ネットワーク技術や情報処理技術が急進展するなかで、ＩＴニーズの高度化・多

様化に応えるため、①システムインテグレーション技術の向上を目指し最先端技術力の習

得に努める、②ＩＳＯ９００１認証取得のノウハウに基づき品質管理の強化を図る、③Ｉ

ＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）コンセプトに基づいた実施・運用によ

り情報セキュリティレベルの向上を図る、④ＩＴＳＳ（ＩＴスキル・スタンダード）をベ

ースにキャリアパスを明確にし、技術力の向上を目指すなどにより、お客様、株主、投資

家の皆様の信頼に応え、高成長、高収益の会社創りを目指すことを経営の基本方針として

おります。 

 
(2) 利益配分に関する基本方針 

株主への配当につきましては、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、

安定配当を維持していくことを念頭におき、当期の収益状況や今後の見通し、配当性向な

どを総合的に勘案して決定すべきものと考えております。 
 

(3) 目標とする経営指標 

株主資本純利益率（ＲＯＥ）を最重要の経営指標として重視しております。 
株主から預かった資本を元手にどれだけの利益を確保できたか、その上昇度を経営目標

として取り組んでおります。 
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(4) 中長期的な経営戦略 

当社の属する情報サービス業界は、「オンラインビジネス」の時代から「ユビキタス（注

1）のＩＴ革命の時代」へと変革しつつあります。ユビキタス革命は、オフィス、工場、

倉庫、物流、店舗等、企業のあらゆる業務現場を隈なくＩＴ化し、かつ、大規模で裾野が

広く、しかも業務処理の構造や、事業・業務の形態・構造を激変させる本格的・抜本的な

ＩＴ革命であります。また、世界最先端のＩＴ国家になるという目標を掲げた「ｅ-Ｊａ

ｐａｎ戦略」（国家戦略）はほぼ達成されたといわれ、この結果、ブロードバンドネット

ワーク（注2）環境が整備されユビキタス社会の進展につながっております。ユーザ企業

においてもＩＴは経営インフラとの認識が進み、これらを利用する投資の拡大は必要不可

欠となってきております。このような事業環境に対応するため、当社の経営理念に掲げて

いる「時流に乗る経営」に基づいた事業戦略は、①東京地区における事業規模の拡大、②

インターネット事業「ネットでショップもうかルンバ」の顧客獲得、③徹底したＰＲＭ（注

3）活動の推進、④システム開発における大幅な生産性の向上、⑤開発コストの大幅な削

減、⑥Ｍ＆Ａによる事業拡大等であります。 

（注 1）ユビキタス 

ユビキタス・コンピューティング（Ubiquitous Computing）の意。生活や社会の

いたるところにコンピュータが存在し、コンピュータ同士が自律的に連携して動

作することにより、人間の生活を強力にバックアップする情報環境。 

（注 2）ブロードバンドネットワーク 

情報の流れる道がゆったり広々としており、大量の情報を一度により速く伝える

ことができる仕組み。 

（注 3）ＰＲＭ（Project Risk Management） 

プロジェクトの途中で発生するリスク管理。 
 
(5) 対処すべき課題 

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

 
(6) 親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

(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 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の拡大、雇用・所

得環境の改善に伴う個人消費の増加基調が続き、国内民間需要に支えられた景気回復が

続いております。原油高や景気回復に伴う需給の改善を背景として、消費者物価は緩や

かな上昇が続きました。 

一方、情報サービス業におきましては、経済産業省の特定サービス産業動態統計によ

ると、平成 18 年 8 月の売上高は、前年同月比 5.1％増と 8 か月連続の増加となっており

ます。 

このような事業環境のなか、名古屋地区を中心に自動車関連製造業など主要顧客からの

受注が前期に引き続き順調に推移しました。また、顧客ニーズにマッチした開発体制の整

備および当社のパートナー技術者の積極的な活用等によりＳＩサービス業務案件の開発

が順調に進み、検収・納期が当初見込みに比べて早まったこと、ＰＲＭ（Project Risk 

Management）活動の積極的な推進により不採算プロジェクトが減少し収益性の向上につな

がったことなどから売上高、利益面とも当初予想を上回りました。特に当社の主力業務で

あるＳＩサービス業務は、自動車販売店の営業支援システムや工作機械、自動倉庫の制御

系システムなど自動車、機械業界を中心に継続的かつ安定的に受注が伸びこの分野での売

上高は、1,704,000千円（前年同期比8.3％増）となりました。ソフトウエア開発業務にお

いては、近年の開発案件の小規模化や低価格化などの影響から需要が縮小傾向にありこの

分野での売上高は、1,102,450千円（前年同期比4.1％減）となりました。また、インター

ネット事業の「ネットでショップもうかルンバ」は店舗数の伸び悩みから売上が低迷して

おります。 

この結果、売上高は 2,833,980 千円（前年同期比 3.0％増）、営業利益 174,740 千円（前

年同期比 46.6％増）、経常利益 169,452 千円（前年同期比 78.4％増）、中間純利益 98,351

千円（前年同期比 81.6％増）となりました。 

 
(2) 財政状態 

① キャッシュ・フローの状況 
当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、｢資金｣という。）は、営業活動

により46,160千円増加し、投資活動により9,019千円減少、財務活動により117,410千円

増加した結果、中間期末残高は756,087千円（前年同期比209,531千円増）となりました。 

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、

次のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において営業活動による資金につきましては、税引前中間純利益

169,457千円（前年同期比74,470千円増）、売上債権の減少額56,415千円（前年同期比

145,033千円減）およびその他の負債の増加額46,225千円（前年同期比46,406千円増）

が、たな卸資産の増加額175,303千円（前年同期比93,602千円減）や法人税等の支払額

82,149千円（前年同期比19,717千円減）を上回ったことなどにより、46,160千円の増加

（前年同期比34,602千円減）となりました。 
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（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動による資金につきましては、無形固定資産の取得に

よる支出7,706千円（前年同期比3,553千円減）などにより、9,019千円の減少（前年同

期比4,865千円減）となりました。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動による資金につきましては、長・短期借入れによる

収入700,000千円（前年同期比140,000千円増）が、長・短期借入金の返済による支出

314,090千円（前年同期比423,308千円増）および社債の償還による支出220,000千円（前

年同期比200,000千円減）、を上回ったため、117,410千円の増加（前年同期比57,558千

円増）となりました。 

 
② 当社のキャッシュ・フロー指標等のトレンド 

当社のキャッシュ・フロー指標等のトレンドは下記のとおりであります。 
 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 18 年 9月中 

自己資本比率（％） 34.0 47.8 44.9 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
 

― 

 

128.8 

 

99.6 

債務償還年数（年） ― 2.1 8.2 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 

― 

 

30.7 

 

11.3 

 自己資本比率：自己資本／総資本 
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、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、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。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全ての負債を対象としております。また利払いにつきましては、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。 
※ 平成 17 年 3 月期の「時価ベースの自己資本比率」につきましては、当時、当社株式は

未上場のため、記載しておりません。 
※ 平成 17 年 3 月期の「債務償還年数」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」に

つきましては、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。 
※ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍

にしております。 
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(3) 通期の見通し 

下期の経済情勢につきましては、雇用・所得環境の改善による個人消費、堅調な企業収

益を背景とした設備投資の増加が続くことが予想され、引き続き国内民間需要を中心とし

た回復基調が維持されると見込まれます。景気の先行きについても、11月には戦後最長の

「いざなぎ景気」（1965－70年）を超えることがほぼ確実な情勢であり、企業収益の改善な

どを背景に緩やかな拡大が続くものと思われます。 

一方、情報サービス業界におきましては、情報通信技術が急速な進歩を遂げ、あらゆる

「モノ」「サービス」が情報通信システム（ＩＣＴ:Information and Communication 

Technology）と結びつきユビキタス社会が到来しようとしています。ＩＣＴは社会・経済

を支える重要な役割を担っておりますが、システム障害や処理能力不足などに起因する事

故・トラブルも多くその信頼性に対して厳しい目が注がれています。こうした状況のなか

ユーザー企業が求めるＩＴ投資に対する要求水準はますます高まっており、規模の拡大や

新技術導入等で複雑さを増しております。 

下期見込みとしましては、自動車製造業、工作機械メーカー等を中心とした既存の優良

顧客からの安定したシステム開発案件の受注が上期に引き続き堅調に推移すると見込ん

でおります。 

この結果、通期の単独業績見通しにつきましては、売上高6,156,909千円（前年同期比

9.0％増）、営業利益430,863千円（前年同期比23.4％増）、経常利益422,217千円（前年同

期比31.6％増）、当期純利益250,797千円（前年同期比34.8％増）となる見込みであります。 

また、平成18年10月に株式取得により子会社化したイリイ株式会社を含めた連結業績見

通しにつきましては、連結売上高6,646,909千円、連結営業利益437,305千円、連結経常利

益428,659千円、連結当期純利益252,186千円となる見込みであります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社の財政状態、経営成績並びに現在および将来の事業等に関してリスク要因となる可

能性があると考えられる主な事項を次に掲載しております。 

これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に

努める方針であります。なお、以下の記載事項は、本中間決算短信の公表日現在において

当社が判断したものであり、当社株式の投資に関するリスクを全て網羅するものではあり

ません。 

 

① 上半期と下半期の業績について 

当社の業績は、例年下半期が上半期を上回る傾向となっております。当社は情報システ

ムの受託開発を主たる業務としており、得意先である企業等の検収が期末に集中する傾向

にあり、３月度の売上計上が年間の 20％前後を占めております。下半期の業績が上回る

もう一つの要因は、システム開発には、一定水準以上の技術者が必要でありますが、新入

社員を迎えた上半期は、集中研修によって技術力のレベルアップを図っているとはいえ、

稼働率の低下は否めない状況であります。 

これを受けて営業利益においても、平成18年３月期の上半期は約34％、下半期は約66％

と下半期の比率が高く、特に検収案件の多い３月度の営業利益は年間の約 38％を占めて

おります。 
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当業界の一般的傾向として、期末月の売上・営業利益ともに大きく計上され、その結果

下半期の比重が高くなるという傾向は今後も継続されるものと推測されます。   

平成 17 年、平成 18 年および平成 19 年３月期の上半期・下半期の業績表 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 
平成 19 年

３月期 期別 

上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 

売上高（千円） 2,276,020 2,887,081 5,163,102 2,749,330 2,898,467 5,647,797 2,833,980

構成比（％） 44.1 55.9 100.0 48.7 51.3 100.0 

営業利益（千円） 82,238 184,230 266,469 119,182 229,716 348,899 174,740

構成比（％） 30.9 69.1 100.0 34.2 65.8 100.0 

経常利益（千円） 70,570 173,703 244,273 94,966 225,825 320,792 169,452

構成比（％） 28.9 71.1 100.0 29.6 70.4 100.0 

 
② 主要顧客との取引について 

当社の主要商圏であります東海地区におけるトヨタグループとの取引は、重要な位置を

占めておりますが、大手システムインテグレーターを経由して受注しており、最終ユーザ

ーがトヨタ自動車株式会社となる売上高は下記のとおりであります。 

平成 17 年３月期 売上金額 1,514 百万円  売上比率 29.3% 

平成 18 年３月期 売上金額 1,833 百万円  売上比率 32.5% 

平成 18 年９月期 売上金額  995 百万円  売上比率 35.1% 

現状は、自動車製造業を中心に受注が順調に推移しており、当社顧客との取引は安定的

に推移しておりますが、トヨタ自動車株式会社の事業動向によっては、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

③ 収益性の低いプロジェクトの発生可能性について 

当社では、作業開始から検収までの費用発生をプロジェクト別に管理し、収益性確保に

努めております。しかしながら、当社が受託した案件のうち、開発の難易度やバグ等の予

定外のコスト発生のため、収益性の低いプロジェクトが発生した場合には、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 
 
④ 技術者の確保、育成について 

当社の事業である情報システムの設計、構築等は、知識集約型の業務であると同時に労

働集約的な面があり、事業拡大のためには、一定水準以上のスキルを有する優秀な技術者

の確保が不可欠なものと認識しております。現時点では、流動的な労働市場、当社の人事

制度・教育制度により、必要な技術者は確保されておりますが、労働市場の逼迫等により、

当社が必要とする優秀な技術者または労働力を確保できない場合、または当社の従業員が

大量に退職した場合には、当社の事業展開が制約される可能性を有しております。 
また、当社は業務上必要に応じて、協力会社に外注しておりますが、この結果、外注比

率が高くなる傾向があります。現状は、有力な協力会社と長期的かつ安定的な取引関係を

保っておりますが、協力会社において質・量（技術力および技術者数）が確保できない場
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合は、当社の事業運営に支障をきたすことが考えられ、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 
⑤ 法的規制等について 

当社は、労働者派遣法に基づき、昭和 61 年７月１日に特定労働者派遣事業の届出交付

（届出受理番号 特 23－020001）を受け、平成 16 年４月１日に一般労働者派遣事業の認

可（許可番号 般 23－300001）を得ております。なお、特定労働者派遣事業および一般

労働者派遣事業は、労働者派遣法第６条の欠格事項が設けられており、この欠格事項に該

当するときは、事業の許可が取り消されるか、または事業の停止となる旨が定められてお

ります。 

また、特定労働者派遣事業には有効期限はありませんが、一般労働者派遣事業の許可有

効期限は平成 16 年４月１日から平成 19 年３月 31 日までの３年となっております。 

当社は法令を遵守し、事業を運営しておりますが、万一法令違反に該当するような場合、

または法的な規制が変更等になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、許可の有効期間の満了後、許可が更新されない場合においても一般労働者派遣

事業ができないこととなり、当社の業績に影響を及ぼすことが考えられます。 

 
⑥ 個人情報の管理について 

高度情報化社会の進展に伴い、個人情報の保護は極めて重要な問題となっており、平成

17 年４月１日に個人情報保護法が施行されました。企業が取り扱う機密情報や個人情報

について、情報管理が不十分であると会社経営に重大な影響を与える可能性があることを

認識しております。 
当社は、システム開発事業において、取引先の顧客データを取り扱うことがある事業環

境にありますので、顧客の安全性・信頼性に重点をおいた政策をとり、ＩＳＯ９００１に

準拠した品質重視の開発・運用の推進、ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステ

ム）認証取得企業として、情報セキュリティ対策の強化に取り組んでおります。 
しかしながら、今後、不測の事態により、顧客情報や従業員の個人情報が、外部へ漏洩

するような事態となった場合には、社会的な信用等を失墜させることになり、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 
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４．【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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  571,582 781,115 626,563 

２ 受取手形  9,229 9,526 6,120 

３ 売掛金  1,131,094 1,171,677 1,230,447 

４ たな卸資産  231,177 317,578 142,275 

５ その他の流動資産  115,266 128,629 104,644 

貸倒引当金  △114 △118 △123 

流動資産合計   2,058,235 70.1 2,408,410 72.7  2,109,929 70.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※1,2 208,961 198,237 203,027 

(2) 土地 ※2 435,156 435,156 435,156 

(3) その他の 
有形固定資産 

※1 4,892 4,303 4,256 

有形固定資産合計  649,011 22.1 637,697 19.3 642,440 21.3

２ 無形固定資産  42,486 1.4 47,606 1.4 47,512 1.6

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  41,233 47,518 51,624 

(2) その他の 
投資その他の資産 

 150,994 173,651 163,777 

貸倒引当金  △4,305 △4,305 △4,305 

投資その他の資産 
合計 

 187,922 6.4 216,863 6.6 211,095 7.0

固定資産合計   879,420 29.9 902,167 27.3  901,049 29.9

資産合計   2,937,655 100.0 3,310,578 100.0  3,010,978 100.0
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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  421,595 459,376 437,932 

２ 一年内償還予定の 
社債 

 240,000 40,000 240,000 

３ 短期借入金 ※2 311,121 383,344 198,679 

４ 未払法人税等  54,790 91,511 88,690 

５ 賞与引当金  187,000 201,300 176,000 

６ その他の流動負債 ※3 180,433 228,847 198,521 

流動負債合計   1,394,940 47.5 1,404,379 42.4  1,339,823 44.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  60,000 20,000 40,000 

２ 長期借入金 ※2 113,020 317,345 116,100 

３ 退職給付引当金  68,020 81,180 74,794 

固定負債合計   241,040 8.2 418,525 12.7  230,894 7.7

負債合計   1,635,980 55.7 1,822,905 55.1  1,570,717 52.2

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   477,400 16.3 ― ―  477,400 15.8

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  444,800 ― 444,800 

資本剰余金合計   444,800 15.1 ― ―  444,800 14.8

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  14,305 ― 14,305 

２ 任意積立金  230,000 ― 230,000 

３ 中間(当期) 
未処分利益 

 121,375 ― 253,282 

利益剰余金合計   365,680 12.4 ― ―  497,587 16.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  13,794 0.5 ― ―  20,473 0.7

資本合計   1,301,675 44.3 ― ―  1,440,260 47.8

負債資本合計   2,937,655 100.0 ― ―  3,010,978 100.0
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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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 477,400 14.4  ―

２ 資本剰余金    

資本準備金  ― 444,800 ― 

資本剰余金合計   ― 444,800 13.5  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 14,305 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 330,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 203,133 ― 

利益剰余金合計   ― 547,438 16.5  ―

株主資本合計   ― 1,469,638 44.4  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券 
   評価差額金 

  ― 18,034 0.5  ―

純資産合計   ― 1,487,673 44.9  ―

負債純資産合計   ― 3,310,578 100.0  ―
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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   2,749,330 100.0 2,833,980 100.0  5,647,797 100.0

Ⅱ 売上原価   2,288,759 83.2 2,284,047 80.6  4,631,386 82.0

売上総利益   460,571 16.8 549,933 19.4  1,016,411 18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   341,388 12.4 375,192 13.2  667,512 11.8

営業利益   119,182 4.4 174,740 6.2  348,899 6.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  807 0.0 808 0.0  3,270 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※2  25,023 0.9 6,096 0.2  31,376 0.6

経常利益   94,966 3.5 169,452 6.0  320,792 5.7

Ⅵ 特別利益   20 0.0 5 0.0  558 0.0

Ⅶ 特別損失   ― ― ― ―  995 0.0

税引前中間 
(当期)純利益 

  94,986 3.5 169,457 6.0  320,355 5.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 49,199 85,296 143,829 

法人税等調整額  △8,354 40,844 1.5 △14,189 71,106 2.5 △9,523 134,306 2.4

中間(当期)純利益   54,142 2.0 98,351 3.5  186,049 3.3

前期繰越利益   67,233 ―  67,233

中間(当期) 
未処分利益 

  121,375 ―  253,282
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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 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 230,000 253,282

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △48,500

 別途積立金の積立て 100,000 △100,000

 中間純利益  98,351

 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) 

― ― ― 100,000 △50,148

平成18年９月30日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 330,000 203,133

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金  

利益剰余金合計 
株主資本合計 

その他有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 497,587 1,419,787 20,473 1,440,260

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △48,500 △48,500  △48,500

 別途積立金の積立て ― ―  ―

 中間純利益 98,351 98,351  98,351

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△2,438 △2,438

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

49,851 49,851 △2,438 47,412

平成18年９月30日残高(千円) 547,438 1,469,638 18,034 1,487,673
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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) 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  94,986 169,457 320,355

２ 減価償却費  12,632 14,164 26,434

３ 貸倒引当金の減少額  △       20 △        5 △       11

４ 賞与引当金の増加額  20,000 25,300 9,000

５ 退職給付引当金の増加額  5,228 6,386 12,002

６ 受取利息及び受取配当金  △       95 △      190 △      128

７ 支払利息  5,314 3,767 9,330

８ 固定資産除却損  ― ― 142

９ 投資有価証券売却益  ― ― △      547

10 投資有価証券評価損  ― ― 853

11 売上債権の減少額  201,448 56,415 105,236

12 たな卸資産の増減額(△は増加額)  △   81,701 △   175,303 7,200

13 仕入債務の増減額(△は減少額)  △   93,264 22,089 △   77,319

14 未払消費税等の増減額(△は減少額)  △    2,133 △   18,389 12,853

15 その他の資産の増加額  △   13,967 △   17,719 △   19,401

16 その他の負債の増減額(△は減少額)  △      180 46,225 4,472

小計  148,248 132,199 410,474

17 利息及び配当金の受取額  26 194 23

18 利息の支払額  △    5,079 △    4,084 △    9,008

19 法人税等の支払額  △   62,431 △   82,149 △  124,119

営業活動によるキャッシュ・フロー  80,763 46,160 277,369

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期性預金の預入れによる支出  △        1 △        1 △        1

２ 投資有価証券の売却による収入  ― ― 616

３ 有形固定資産の取得による支出  ― △    1,311 ―

４ 無形固定資産の取得による支出  △    4,152 △    7,706 △   17,032

投資活動によるキャッシュ・フロー  △    4,153 △    9,019 △   16,417
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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) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入れによる収入  560,000 300,000 1,130,000

２ 短期借入金の返済による支出  △  529,000 △  212,000 △1,166,000

３ 長期借入れによる収入  ― 400,000 100,000

４ 長期借入金の返済による支出  △  208,398 △  102,090 △  350,760

５ 社債の償還による支出  △   20,000 △  220,000 △   40,000

６ 株式の発行による収入  279,000 ― 279,000

７ 配当金の支払額  △   21,750 △   48,500 △   21,750

財務活動によるキャッシュ・フロー  59,852 117,410 △   69,510

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  136,461 154,551 191,441

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  410,094 601,536 410,094

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
 546,555 756,087 601,536
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ファイル名:27期中間⑤会計方針注記 更新日時:11/2/2006 5:29 PM 印刷日時:06/11/06 9:11 

中間財務諸表作成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) 

時価のないもの 

移動平均法に基づく

原価法 

 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

個別法に基づく原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法に基づ

く原価法 

 

 

(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) 

時価のないもの 

同左 

 

 

(2) たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法に基づく原価法 

貯蔵品 

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) 

時価のないもの 

同左 

 

 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

個別法に基づく原価法 

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(建物附属設備を除く)

定額法 

建物以外 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物    15～38年 

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウエ

ア 

残存有効期間(見込有効

期間３年)に基づく均等

配分額を下限とした、

見込販売数量に基づく

償却方法 

自社利用のソフトウエア 

社内における見込利用

可能期間（５年）に基

づく定額法 

(1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く)

同左 

建物以外 

同左 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物    15～38年 

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウエ

ア 

同左 

 

 

 

 

自社利用のソフトウエア 

同左 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く)

同左 

建物以外 

同左 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物    15～38年 

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウエ

ア 

同左 

 

 

 

 

自社利用のソフトウエア 

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 

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

懸念債権および破産更生債権

等については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当中間会計期間に負

担すべき支給見込額を計上し

ております。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。 

過去勤務債務は、発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分

した額を費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定

額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしており

ます。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(3) 退職給付引当金 

 同左 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当事業年度に負担す

べき支給見込額を計上してお

ります。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。 

過去勤務債務は、発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分

した額を費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定

額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしており

ます。 
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ファイル名:27期中間⑤会計方針注記 更新日時:11/2/2006 5:29 PM 印刷日時:06/11/06 9:11 

 

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例

処理を採用しております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

金利スワップ 

 

(ヘッジ対象) 

借入金利息 

 

(3) ヘッジ方針 

当社の内部規程である「デ

リバティブ取引取扱規則」に

基づき、金利変動リスクを軽

減することを目的に行ってお

ります。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、ヘッ

ジ有効性評価を省略しており

ます。 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

 

(ヘッジ対象) 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

 

(ヘッジ対象) 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

６ 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 

 

 中間キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金および随

時引き出し可能な預金からなっ

ております。 

 

 

同左  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、手許現金および随時引

き出し可能な預金からなってお

ります。 

 

７ その他中間財務諸表

(財務諸表）作成のた

めの基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜処理を採用しておりま

す。 

 

 

 

消費税等の会計処理方法 

同左 

 

 

 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計方針の変更 

 

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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

および「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。 

なお、従来の「資本の部」に相当

する金額は1,487,673千円でありま

す。 

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。 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

当中間会計期間から「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号）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。 

 

――――――― 

 

 

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） 

前中間会計期間において流動負債の「その他の流動

負債」に含めて表示しておりました「一年内償還予定

の社債」（前中間会計期間は40,000千円）について

は、負債及び資本の合計額の100分の５を超えたため、

当中間会計期間より区分掲記しております。 

 

――――――― 
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ファイル名:27期中間⑤会計方針注記 更新日時:11/2/2006 5:29 PM 印刷日時:06/11/06 9:11 

 
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

額は205,289千円であります。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は215,074千円であります。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は209,019千円であります。 

 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 174,086千円 

土地 371,012千円 

合計 545,098千円 

  

※２ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 164,962千円

土地 371,012千円

合計 535,974千円

  

※２ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 168,979千円

土地 371,012千円

合計 539,991千円

  

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 182,900千円 

長期借入金 12,720千円 

合計 195,620千円 

  

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 169,520千円

長期借入金 157,200千円

合計 326,720千円

  

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 97,120千円

長期借入金 52,400千円

合計 149,520千円

  

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費

税等は、相殺のうえ、流動負債

の「その他の流動負債」に含め

て表示しております。 

 

 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

――――――― 

 
 

(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 

受取利息 5千円 

受取配当金 90千円 

受取家賃 598千円 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 15千円

受取配当金 175千円

受取家賃 494千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 8千円

受取配当金 120千円

受取家賃 1,048千円
  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,314千円 

新株発行費 4,248千円 

株式公開関連費用 13,031千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3,767千円

 

 

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 9,330千円

新株発行費 4,248千円

株式公開関連費用 13,031千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,427千円 

無形固定資産 6,205千円 
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,055千円

無形固定資産 8,109千円

  

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 12,855千円

無形固定資産 13,578千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 970,000 ― ― 970,000 
 
 

２ 配当に関する事項 

   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26日 
定時株主総会 

普通株式 48,500 50.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

 

 

(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) 

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 571,582千円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金 

 

△25,027千円 

現金及び現金同等物 546,555千円 
 

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 781,115千円

預入期間が３か月 

を超える定期預金 △25,028千円

現金及び現金同等物 756,087千円

  

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 626,563千円

預入期間が３か月 

を超える定期預金 △25,027千円

現金及び現金同等物 601,536千円
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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（借主側） 

(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 

 

 

その他の
有形固定
資産 

(工具、 
 器具及び 
備品) 
(千円) 

無形固定
資産 

(ソフト
ウエア)
(千円)

合計 
(千円) 

取得価額 

相当額 
74,749 51,032 125,781 

減価償却累 

計額相当額 
49,035 8,350 57,385 

中間期末 

残高相当額 
25,713 42,682 68,395 

  

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（借主側） 

(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 

 

 

その他の
有形固定
資産 

(工具、
 器具及び
備品)
(千円)

無形固定
資産 

(ソフト
ウエア)
(千円)

合計
(千円)

取得価額 

相当額 
65,721 51,032 116,754

減価償却累

計額相当額
36,346 20,467 56,814

中間期末 

残高相当額
29,374 30,565 59,939

  

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（借主側） 

(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 

 

 

その他の
有形固定
資産 

(工具、 
 器具及び 
備品) 
(千円) 

無形固定
資産 

(ソフト 
ウエア) 
(千円) 

合計
(千円)

取得価額 

相当額 
74,749 51,032 125,781

減価償却累 

計額相当額 
58,379 14,408 72,788

期末残高 

相当額 
16,369 36,623 52,993

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 27,155千円 

１年超 41,789千円 

合計 68,944千円 

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 25,627千円

１年超 34,825千円

合計 60,453千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 23,347千円

１年超 30,085千円

合計 53,433千円
 

(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 16,653千円 

減価償却費相当額 16,192千円 

支払利息相当額 406千円 

  

(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 14,960千円

減価償却費相当額 14,583千円

支払利息相当額 442千円
 

(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 32,478千円

減価償却費相当額 31,595千円

支払利息相当額 720千円
 

(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 

同左 

 

(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

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分は、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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年9月30日現在） 

有価証券 

 

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 

(2) 債券 

(3) その他 

12,056 

― 

― 

35,280 

― 

― 

23,223 

― 

― 

合計 12,056 35,280 23,223 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,953 

 

 

当中間会計期間末(平成18年9月30日現在） 

有価証券 

 

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 

(2) 債券 

(3) その他 

12,056 

― 

― 

42,418 

― 

― 

30,361 

― 

― 

合計 12,056 42,418 30,361 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,100 
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前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

有価証券 

 
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 

(2) 債券 

(3) その他 

12,056 

― 

― 

46,524 

― 

― 

34,467 

― 

― 

合計 12,056 46,524 34,467 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,100 

(注) 当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損853千円を計上しております。 

 

 

(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)、当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成

18年９月30日)および前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)ともに該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

 

(ストック・オプション等関係) 

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) 

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)、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)および前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)ともに持分法を適用すべき会社が

ないため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 1,341円93銭 
 

１株当たり純資産額 1,533円68銭
 

１株当たり純資産額 1,484円80銭
 

１株当たり中間純利益 58円39銭 
 

１株当たり中間純利益 101円39銭
 

１株当たり当期純利益 196円47銭
 

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

ないため記載しておりません。 

 

当社は、平成17年２月18日付で普

通株式１株に対し２株の割合で株式

分割を行っております。 

当該株式分割が、前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間会計期間

における（１株当たり情報）の各数

値は、以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額  1,020円73銭 

１株当たり中間純利益  51円１銭 

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

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

ないため記載しておりません。 

 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） ― 1,487,673 ― 

普通株式に係る純資産額（千円） ― 1,487,673 ― 

普通株式の発行済株式数（株） ― 970,000 ― 

 

２ １株当たり中間（当期）純利益 

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)

中間損益計算書上の 

中間（当期）純利益（千円） 
54,142 98,351 186,049 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 54,142 98,351 189,049 

普通株式の期中平均株式数（株） 927,142 970,000 946,923 
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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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――― １ 株式分割 

当社は、平成18年８月４日開催

の取締役会において、株式分割に

よる新株式の発行を行う旨の決議

をしております。当社の株式分割

の内容は下記のとおりでありま

す。 

(1) 分割の方法 

平成18年9月30日最終の株主名

簿および実質株主名簿に記載また

は記録された株主の所有株式数

を、普通株式１株につき２株をも

って分割します。 

(2) 分割により増加する株式数 

普通株式 970,000株 

(3) 効力発生日 

平成18年10月１日 

 

当該株式分割が、前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計

期間および前事業年度における１

株当たり情報並びに当期首に行わ

れたと仮定した場合の当中間会計

期間における１株当たり情報の各

数値は、以下のとおりでありま

す。 

前中間会計

期間 

当中間会計

期間 
前事業年度

１株当たり

純資産額 

670円96銭

１株当たり

中間純利益

金額 

27円90銭

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

式がないた

め記載して

お り ま せ

ん。 

１株当たり

純資産額 

766円84銭

１株当たり

中間純利益

金額 

50円69銭

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

式がないた

め記載して

お り ま せ

ん。 

１株当たり

純資産額 

742円40銭

１株当たり

当期純利益

金額 

95円90銭

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

式がないた

め記載して

お り ま せ

ん。 

  

――――――― 
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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 イリイ株式会社の子会社化につ

いて 

  当社は、平成18年８月28日開催

の取締役会において、松下電器産

業株式会社が所有するイリイ株式

会社の株式を譲受けて子会社化す

る方針を決議し、同日、松下電器

産業株式会社との間で基本合意書

を締結いたしました。 

(1) 取得の理由 

イリイ株式会社は当社の事業を

補完するパッケージ関連事業、Ｃ

ＴＩ技術のノウハウを多数保有

し、全国各地域での納入実績があ

るなど、営業・サービス体制の拡

充による迅速な顧客対応が実現さ

れるとともに、業務の効率化など

のシナジー効果が期待できること

によります。 

(2) 事業内容：パッケージソフトの

開発・販売 

(3) 資本金の額：119,589千円 

(4) 直近事業年度における業績 

（平成18年３月期） 

売上高   880,832千円 

経常利益   21,739千円 

当期純利益  17,063千円 

総資産   414,541千円 

純資産   328,090千円 

(5) 株式取得日：平成18年10月２日

(6) 取得株式数と取得後の持分比率

64,000株（持分比率70.8％） 

 

――――――― 

 

(2) 【その他】 

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 当中間会計期間 前事業年度 

(自  平成17年4月 1日
至 平成17年9月30日) (自  平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日) (自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日)区   分 

生産高(千円) 生産高(千円) 生産高(千円) 

ソフトウエア開発業務 1,149,043 1,102,450 2,323,769 

ＳＩサービス業務 1,657,674 1,900,274 3,284,793 

その他 2,528 2,552 4,707 

合   計 2,809,245 3,005,277 5,613,270 

（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) 外注実績 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自  平成17年4月 1日
至 平成17年9月30日) (自  平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日) (自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日)区   分 

外注高(千円) 外注高(千円) 外注高(千円) 

ソフトウエア開発業務 467,772 457,026 962,436 

ＳＩサービス業務 701,783 728,428 1,337,743 

その他 ― 81 20 

合   計 1,169,556 1,185,536 2,300,200 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(3) 仕入実績 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自  平成17年4月 1日
至 平成17年9月30日) (自  平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日) (自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日)区   分 

仕入高(千円) 仕入高(千円) 仕入高(千円) 

商品販売 19,968 30,789 25,516 

（注）１ 金額は、仕入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。 
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(4) 受注実績 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自  平成17年4月 1日
至 平成17年9月30日) (自  平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日) (自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日)区   分 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

ソフトウエア開発業務 1,228,393 314,522 1,216,633 283,600 2,258,013 169,417

ＳＩサービス業務 1,632,602 677,797 1,939,189 812,365 3,243,951 577,176

合   計 2,860,995 992,319 3,155,823 1,095,966 5,501,965 746,593

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(5) 販売実績 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自  平成17年4月 1日
至 平成17年9月30日) (自  平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日) (自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日)区   分 

販売高(千円) 販売高(千円) 販売高(千円) 

ソフトウエア開発業務 1,149,043 1,102,450 2,323,769 

ＳＩサービス業務 1,572,754 1,704,000 3,284,724 

商品販売 25,004 24,977 34,596 

その他 2,528 2,552 4,707 

合   計 2,749,330 2,833,980 5,647,797 

（注）１ 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 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自  平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日) (
自  平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日) (
自  平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日)相  手  先 

販売高 割合 販売高 割合 販売高 割合 

(千円) (％) (千円) (％) (千円) (％) 

㈱富士通中部システムズ 377,884 13.7 304,133 10.7 674,303 11.9

２ 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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