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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 4,505 11.9 214 2.8 228 4.7

17年９月中間期 4,025 13.7 208 9.2 218 11.1

18年３月期 8,400 658 674

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 127 16.7 50 84

17年９月中間期 108 △8.1 43 56

18年３月期 381 152 60

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 2,500,000株 17年９月中間期 2,500,000株 18年３月期 2,500,000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 4,779 2,441 51.1 976 78

17年９月中間期 4,294 2,088 48.6 835 57

18年３月期 4,665 2,368 50.8 947 52

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 2,500,000株 17年９月中間期 2,500,000株 18年３月期 2,500,000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

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 9,490 645 345

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　69円00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により算出しております。

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 ─ ─ ─ 20.00 ─ 20.00

19年３月期（実績） ─ ─ ─ ─ ─ ─

19年３月期（予想） ─ ─ ─ 12.50 ─ 12.50

※　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８ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 1,735,389   1,029,624    1,268,019   

２．売掛金  1,106,596   1,221,808    1,187,238   

３．たな卸資産  8,295   5,998    7,227   

４．繰延税金資産  227,002   256,007    236,281   

５．その他  74,574   103,972    51,403   

貸倒引当金  △441   △369    △355   

流動資産合計   3,151,417 73.4  2,617,041 54.8 △534,375  2,748,803 58.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※1,2 298,497   533,607    502,505   

(2）土地 ※２ 366,899   502,773    502,773   

(3）その他 ※1,2 40,516   61,466    51,403   

有形固定資産
合計

 705,914   1,097,847   391,933 1,056,682   

２．無形固定資産  25,585   18,536   △7,048 22,461   

３．投資その他の
資産

           

(1）関係会社株
式

 ─   535,471    342,116   

(2）繰延税金資
産

 246,365   280,264    260,909   

(3）その他  167,604   232,292    237,122   

貸倒引当金  △2,795   △2,395    △2,395   

投資その他の
資産合計

 411,174   1,045,633   634,458 837,753   

固定資産合計   1,142,674 26.6  2,162,017 45.2 1,019,343  1,916,896 41.1

資産合計   4,294,092 100.0  4,779,059 100.0 484,967  4,665,699 100.0
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  25,631   27,482    23,286   

２．１年以内償還
予定社債

 60,000   60,000    60,000   

３．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 59,559   10,190    37,271   

４．未払費用  462,663   497,561    471,610   

５．賞与引当金  472,965   531,825    479,040   

６．その他 ※４ 345,251   418,561    441,686   

流動負債合計   1,426,072 33.2  1,545,620 32.3   1,512,895 32.4

Ⅱ　固定負債            

１．社債  150,000   90,000    120,000   

２．長期借入金 ※２ 10,190   ─    ─    

３．退職給付引当
金

 496,586   564,462    534,019   

４．役員退職慰労
引当金

 122,306   137,026    129,996   

固定負債合計   779,083 18.2  791,488 16.6   784,016 16.8

負債合計   2,205,155 51.4  2,337,109 48.9   2,296,911 49.2
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

 (資本の部）            

Ⅰ　資本金   715,790 16.7  ─ ─ ─  715,790 15.4

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  677,651   ─    677,651   

資本剰余金合計   677,651 15.8  ─ ─ ─  677,651 14.5

Ⅲ　利益剰余金            

　１．利益準備金  21,530   ─    21,530   

 ２．任意積立金  200,000   ─    200,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 468,499   ─    741,115   

利益剰余金合計   690,029 16.0  ─ ─ ─  962,645 20.6

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  5,465 0.1  ─ ─ ─  12,701 0.3

    資本合計   2,088,936 48.6  ─ ─ ─  2,368,788 50.8

 負債資本合計   4,294,092 100.0  ─ ─ ─  4,665,699 100.0

            

 (純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   ─ ─  715,790 15.0 ─  ─ ─

２．資本剰余金            

　　(1) 資本準備金  ─   677,651    ─   

資本剰余金合
計

  ─ ─  677,651 14.2 ─  ─ ─

 　３．利益剰余金            

 　(1) 利益準備金  ─   21,530    ─   

 (2) その他利益
剰余金

           

別途積立金  ─   400,000    ─   

繰越利益剰
余金

 ─   618,221    ─   

　　利益剰余金合
計

  ─ ─  1,039,751 21.7 ─  ─  ─

株主資本合
計

  ─ ─  2,433,192 50.9 ─  ─ ─

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  ─ ─  8,758 0.2 ─  ─ ─

評価・換算差額
等合計

  ─  ─  8,758 0.2 ─  ─ ─

純資産合計   ─  ─  2,441,950 51.1 ─  ─  ─

負債純資産合計   ─ ─  4,779,059 100.0 ─  ─ ─

 
 

           

－ 36 －



(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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,025,309 100.0  4,505,928 100.0 480,618  8,400,178 100.0

Ⅱ　売上原価   3,257,117 80.9  3,589,163 79.7 332,046  6,663,157 79.3

売上総利益   768,192 19.1  916,764 20.3 148,572  1,737,020 20.7

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  559,623 13.9  702,369 15.5 142,746  1,078,506 12.8

営業利益   208,569 5.2  214,394 4.8 5,825  658,513 7.9

Ⅳ　営業外収益   11,683 0.2  15,429 0.3 3,746  18,947 0.2

Ⅴ　営業外費用   1,659 0.0  1,008 0.0 △651  3,031 0.1

経常利益   218,593 5.4  228,816 5.1 10,222  674,429 8.0

Ⅵ　特別利益   ─ ─  ─ ─ ─  481 0.0

Ⅶ　特別損失   1,224 0.0  1,103 0.0 △120  3,602 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  217,369 5.4  227,713 5.1 10,343  671,303 8.0

法人税、住民税
及び事業税

 127,520   135,546    333,951   

過年度法人税等  9,259   ─    12,919   

法人税等調整額  △28,301 108,477 2.7 △34,939 100,607 2.3 △7,870 △57,070 289,800 3.5

中間（当期）純
利益

  108,891 2.7  127,105 2.8 18,213  381,508 4.5

前期繰越利益   359,607   ─    359,607  

中間（当期）未
処分利益

  468,499   ─    741,115  
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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18年 9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年 3月 31日　残高

                   （千円）
715,790 677,651 677,651 21,530 200,000 741,115 962,645 2,356,087

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立て（注）

                 （千円）
200,000 △200,000 ─ ─ 

剰余金の配当（注）(千円）      △50,000 △50,000 △50,000

中間純利益       （千円）      127,105 127,105 127,105

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

                 （千円）

        

中間会計期間中の変動額合計

                   （千円）
    200,000 △122,894 77,105 77,105

平成18年 9月 30日　残高

                   （千円）
715,790 677,651 677,651 21,530 400,000 618,221 1,039,751 2,433,192

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年 3月 31日　残高

                   （千円）
12,701 12,701 2,368,788

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立て（注）

                 （千円）
─ 

剰余金の配当（注）(千円）   △50,000

中間純利益       （千円）   127,105

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

                 （千円）

△3,942 △3,942 △3,942

中間会計期間中の変動額合計

                   （千円）
△3,942 △3,942 73,162

平成18年 9月 30日　残高

                   （千円）
8,758 8,758 2,441,950

（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。 

－ 38 －



(4）中間キャッシュ・フロー計算書

　前事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間に係る「キャッシュ・フロー計算書」

は作成しておりません。なお、当中間連結会計年度における「連結キャッシュ・フロー計算書」につきましては、中間

連結財務諸表に記載しております。

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

１．税引前中間純利益  217,369

２．減価償却費  18,453

３．賞与引当金の増減額（△減少
額）

 37,859

４．退職給付引当金の増減額（△
減少額）

 32,713

５．役員退職慰労引当金の増減額
（△減少額）

 7,315

６．貸倒引当金の増減額（△減少
額）

 4

７．受取利息及び受取配当金  △143

８．支払利息及び社債利息  1,210

９．売上債権の増減額（△増加額）  △14,381

10．たな卸資産の増減額（△増加
額）

 291

11．その他流動資産の増減額（△
増加額）

 △29,617

12．仕入債務の増減額（△減少額）  △5,156

13．未払消費税等の増減額（△減
少額）

 7,260

14．その他流動負債の増減額（△
減少額）

 42,234

15．その他  7,394

小計  322,807

16．利息及び配当金の受取額  143

17．利息の支払額  △1,233

18．法人税等の支払額  △216,268

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 105,448
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 △150,174

２．投資有価証券の取得による支
出

 △8,719

３．投資有価証券の売却による収
入

 50,098

４．保証金の差入による支出  △934

５．保証金の回収による収入  2,330

６．その他  △3,329

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △110,729

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

１．長期借入金の返済による支出  △32,478

２．社債の償還による支出  △30,000

３．配当金の支払額  △49,123

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △111,601

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△
減少額）

 △116,881

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,852,271

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
残高

※ 1,735,389
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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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

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）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部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）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

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

　定率法

　ただし、建物（建物附属設備を

除く）については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物 ７～47年

その他 ３～20年

 (2）無形固定資産

　定額法

　自社利用のソフトウェアについ

ては、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）　　　─────

 

(3）長期前払費用

定額法 

(3）長期前払費用

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別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当中間

会計期間に負担すべき金額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当期に

負担すべき金額を計上しておりま

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）

３．引当金の計上基準 (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。

　過去勤務債務については、その

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（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

した額をそれぞれ翌事業年度から

費用処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　過去勤務債務については、その

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（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

した額をそれぞれ翌事業年度から

費用処理しております。

 (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、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

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．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

───── ─────

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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）

（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。

─────

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は2,441,950千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

（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。

─────

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） 

　「関係会社株式」は前中間期まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末に

おいて資産総額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額は、20,088

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

116,134 千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

150,361 千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

125,883 千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであり

ます。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであり

ます。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであり

ます。

建物 206,720 千円

土地 167,907 千円

その他 9,041 千円

合計 383,669 千円

現金及び預金

（定期預金）

110,000 千円

建物 195,320 千円

土地 167,907 千円

その他 7,699 千円

合計 480,927 千円

現金及び預金

（定期預金）

110,000 千円

建物 200,650 千円

土地 167,907 千円

その他 8,308 千円

合計 486,865 千円

担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定

長期借入金
22,929 千円

 合計 22,929 千円

  

  

  

１年以内返済予定

長期借入金
10,431 千円

合計 10,431 千円

　上記の担保資産は、担保付債務の他に当社

が発行した第１回無担保社債（残高210,000

千円）の支払保証に対する担保に供しており

ます。

　上記の担保資産は、担保付債務の他に当社

が発行した第１回無担保社債（残高150,000

千円）の支払保証に対する担保に供しており

ます。また、上記債務のほか、関係会社の借

入金75,000千円について上記資産を担保に供

しております。

　上記の担保資産は、担保付債務の他に当社

が発行した第１回無担保社債（残高180,000

千円）の支払保証に対する担保に供しており

ます。また、上記債務のほか、関係会社の借

入金75,000千円について上記資産を担保に供

しております。

※３　　　　　　───── ※３　偶発債務

①　債務保証 

　次の関係会社について、金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

 ㈱ジャスネット 75,000 借入保証 

 計 75,000 ─ 

※３　偶発債務

①　債務保証 

　次の関係会社について、金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

 ㈱ジャスネット 75,000 借入保証 

 計 75,000 ─ 

※４　消費税等の取扱い

　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。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　　　　　─────

 

（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）

　　減価償却実施額 　　減価償却実施額 　　減価償却実施額 

有形固定資産 14,343 千円

無形固定資産 4,109

有形固定資産 26,599 千円

無形固定資産 3,924 

有形固定資産 30,485 千円

無形固定資産 8,197 
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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）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 ─ ─ ─ ─

合計 ─ ─ ─ ─

（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）

※　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

（平成17年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,735,389

現金及び現金同等物 1,735,389

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）

　当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「中間キャッシュ・フロー計算書関係」の注記に

ついては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

 

前事業年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

　前事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書関係」の注記については、連

結財務諸表における注記事項として記載しております。
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①　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）

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）

有形固定
資産のそ
の他
（工具器
具備品）

228,538 96,454 132,083

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

45,342 7,524 37,818

合計 273,880 103,978 169,901

 

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）

有形固定
資産のそ
の他
（工具器
具備品）

220,678 134,002 86,676

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

212,524 32,616 179,908

合計 433,203 166,619 266,584

 

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）

有形固定
資産のそ
の他
（工具器
具備品）

228,538 119,158 109,379

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

90,837 13,781 77,055

合計 319,375 132,940 186,435

(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 54,848 千円

１年超 116,918 千円

合計 171,767 千円

１年内 81,982 千円

１年超 186,279 千円

合計 268,261 千円

１年内 63,376 千円

１年超 124,836 千円

合計 188,212 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 27,536 千円

減価償却費相当額 26,570 千円

支払利息相当額 1,058 千円

支払リース料 42,800 千円

減価償却費相当額 41,538 千円

支払利息相当額 1,162 千円

支払リース料 57,413 千円

減価償却費相当額 55,465 千円

支払利息相当額 1,955 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

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

１年内 710 千円

１年超 59 千円

合計 769 千円

１年内 59 千円

１年超 ─ 千円

合計 59 千円

１年内 414 千円

１年超 ─ 千円

合計 414 千円

（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）

同左

（減損損失について）

同左
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②　有価証券関係

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

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）

株式 14,399 23,600 9,201

合計 14,399 23,600 9,201

（注）減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。

なお、当中間会計期間において、上記の基準により減損処理を行ったものはありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当中間会計期間末については、中間連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」の注記については、

中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　前事業年度末については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」の注記については、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。

③　デリバティブ取引関係

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）

 　　　　　当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記につ　

　　　いては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

 

　　　　前事業年度（自　平成17年４月1日　至　平成18年３月31日）

 　　　　　前事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記については連結

財務諸表における注記事項として記載しております。
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④　持分法損益等

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

関連会社に対する投資の金額

                       （千円）
20,088

持分法を適用した場合の投資の

金額                   （千円）
5,709

持分法を適用した場合の投資損失の

金額　　　　　　　　 （千円）
9,129

（注）持分法を適用した場合の投資の金額には、為替換算調整勘

　定等が含まれております。

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）

 　　　　　当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記については記載

しておりません。

 

　　　　前事業年度（自　平成17年４月1日　至　平成18年３月31日）

 　　　　　前事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記については記載しており

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 835.57 円

１株当たり中間純利益

金額
43.56 円

１株当たり純資産額 976.78 円

１株当たり中間純利益

金額
50.84 円

１株当たり純資産額 947.52 円

１株当たり当期純利益

金額
152.60 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益          （千円） 108,891 127,105 381,508

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）
108,891 127,105 381,508

普通株式の期中平均株式数     （株） 2,500,000 2,500,000 2,500,000
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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．株式分割の件

　平成18年９月６日開催の当社取締

役の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行しておりま

す。

 １．平成18年10月１日をもって普通株

式１株につき２株に分割します。

 　(1）分割により増加する株式数

 　　　普通株式　　　2,500,000株

 　(2）分割方法

 　平成18年９月30日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載された

株主の所有株式数を、１株につき

２株の割合をもって分割します。

 ２．配当起算日

 　　平成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及

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

株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

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

１株当たり

純資産額

１株当たり

純資産額

417.79 円 488.39 円 473.76 円 

１株当たり

中間純利益

金額 

１株当たり

中間純利益

金額 

１株当たり

中間純利益

金額 

21.78 円 25.42 円 76.30 円 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

中間純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

しないため

記載してお

りません。

 

同左 なお、潜在

株式調整後

１株当たり

当期純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

しないため

記載してお

りません。

 

───── 
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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．株式会社イージーネットに関する

第三者割当増資の引受の件 

 　当社は、平成18年９月６日開催の取締役

会において、株式会社イージーネットが行

う第三者割当増資により発行する株式を引

受けることにより、同社の発行済普通株式

の過半数を保有すると共に、同社は当社の

連結子会社となる予定です。

 　１．第三者割当増資引受の理由

 　株式会社イージーネットは、セキュリ

ティ、ネットワーク関連の製品企画、開

発および販売を行うとともに、先端Web

システムを提供しているシステム・イン

テグレータであります。同社を、当社グ

ループに迎え入れることで、当社グルー

プのソフトウェア開発分野の強化および

関西地区の強化をはかることを目的とし

ております。

 　２．株式会社イージーネットの概要

 (1）商号

 　株式会社イージーネット

 (2）代表者

 　代表取締役　長部俊弘

 (3）所在地

  大阪市淀川区宮原４－６－18

  新大阪和幸ビル８階

 (4）設立年月日

  平成５年10月13日

 (5）主な事業の内容

　セキュリティ、ネットワーク関連

の製品企画、販売等

 (6）事業年度の末日

 12月31日

 (7）従業員数

 18名

 (8）主な事業所

 東京オフィス

 (9）資本金の額

 61,000千円

（平成17年12月31日現在）

 (10）発行済株式総数

 1,220 株

─────
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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）

  (11）株主構成

（平成17年12月31日現在）

 長部俊弘　　　　510株　41.8％

 長部二郎　　　　300株　24.5％

 ロート製薬㈱　　200株　16.3％

 佐藤宏　　　　　110株　 9.0％

 山田邦夫　　　　100株　 8.1％

 (12）最近事業年度における業績の動

向

 平成16年12月 平成17年12月

 売上高 420,524千円 323,031千円 

 営業利益 5,508千円 12,843千円 

 経常利益 1,344千円 8,066千円 

 当期純利益 △22,084千円 2,152千円 

 総資産 167,610千円 148,666千円 

 純資産 △74,549千円 △72,396千円 

 　３．引受予定の普通株式の概要

 (1）普通株式

 引受価格　　１株につき500円

 引受株式数　普通株式200,000株

 引受総額　　100,000,000円

 (2）引受予定株式数、引受予定金額

及び引受前後の所有株式の状況

（予定）

 異動前の所有株式数　　　　0株

　　　　　　　（所有割合0.0％）

 引受予定株式数　　　200,000株

 　　 （引受予定金額100百万円）

 異動後の所有株式数　200,000株

　　　　　　 （所有割合79.6％）

 (3）日程

 平成18年９月６日　取締役会決議

 平成18年11月８日　払込日
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