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１ 18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日) 

(1)経営成績                              （百万円未満切り捨て） 

 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   ％

2,520     ( 118.7) 

  1,152     (  53.2) 

百万円   ％

114  （△11.9）

129  （ － ）

百万円   ％

101  （△44.4）

 183  （ － ）

18年3月期      2,705   (  54.9) 260  （ 81.6） 368  （ 22.1）
 

 中間(当期)純利益 
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   ％

112    （△15.1）

131    （ － ）

円   銭

1,092   67 

1,386   03 

18年3月期 237    （△18.9） 2,449   76 
(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 102,515株 17年9月中間期 95,181株 18年3月期 96,921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 

 

 (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 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

百万円 

15,359      

   9,554      

百万円

8,001     

7,065     

％ 

52.1   

73.9   

円   銭

77,411    06  

73,208    53  

18年3月期 12,417      7,990     64.3   78,795    70  

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 103,367株 17年9月中間期 96,508株 18年3月期 101,407株   

②期末自己株式数  18年9月中間期   21.78株 17年9月中間期  19.32株 18年3月期   21.78株   

 

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） 

当社は単体の業績予想は開示しない方針であります。 

 

３ 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 － － －

19 年 3 月期（実績） － －

19 年 3 月期（予想） － －
－
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6【個別中間財務諸表等】 
  (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  1,920,364 618,843 733,861 

２．売掛金  562,927 2,073,067 816,051 

３．たな卸資産  34,821 39,080 56,766 

４．短期貸付金  366,573 481,000 191,000 

５．その他 ※４ 364,015 483,068 286,934 

流動資産合計   3,248,702 34.0 3,695,060 24.1  2,084,614 16.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 69,861 0.7 112,874 0.7 76,022 0.6

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  326,791 524,260 489,105 

(2) ソフトウェア仮
勘定 

 299,719 1,448,326 686,691 

(3) その他  76,004 286,850 327,816 

無形固定資産合計  702,515 7.4 2,259,437 14.7 1,503,612 12.1

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,859,831 2,442,069 2,709,208 

(2) 関係会社株式  2,711,523 6,245,123 5,256,023 

(3) 長期貸付金  858,059 467,024 688,198 

(4) その他  91,936 133,351 92,417 

投資その他の資産
合計 

 5,521,351 57.8 9,287,569 60.5 8,745,847 70.4

固定資産合計   6,293,728 65.9 11,659,881 75.9  10,325,482 83.1

Ⅲ 繰延資産    

１．新株発行費  6,344 3,686 5,065 

２．社債発行費  5,538 479 2,025 

繰延資産合計   11,882 0.1 4,165 0.0  7,091 0.1

資産合計   9,554,313 100.0 15,359,107 100.0  12,417,188 100.0
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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  87,948 318,429 63,594 

２．短期借入金 
※２ 
※３ 

1,500,000 2,200,000 1,000,000 

３．１年以内返済予定 
  の長期借入金 

※２ 
※３ 

－ 333,333 333,333 

４．未払法人税等  70,675 73,400 77,194 

５. 製品保証引当金  － 14,063 － 

６．その他  224,455 105,932 147,041 

流動負債合計   1,883,079 19.7 3,045,158 19.8  1,621,164 13.1

Ⅱ 固定負債    

１．社債  300,000 300,357 300,000 

２．新株予約権付社債  270,000 － － 

３．長期借入金 
※２ 
※３ 

－ 3,766,666 2,166,666 

４．その他  36,025 245,174 338,921 

固定負債合計   606,025 6.4 4,312,199 28.1  2,805,587 22.6

負債合計   2,489,104 26.1 7,357,357 47.9  4,426,752 35.7
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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   4,039,596 42.3 － －  4,226,797 34.0

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  2,999,428 － 3,140,015 

資本剰余金合計   2,999,428 31.4 － －  3,140,015 25.3

Ⅲ 利益剰余金    

中間（当期）未処分
利益 

 32,381 － 137,890 

利益剰余金合計   32,381 0.3 － －  137,890 1.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,417 0.0 － －  495,048 4.0

Ⅴ 自己株式   △7,615 △0.1 － －  △9,316 △0.1

資本合計   7,065,208 73.9 － －  7,990,435 64.3

負債資本合計   9,554,313 100.0 － －  12,417,188 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 4,256,230 27.7  － －

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 3,146,072 － 

  資本剰余金合計   － － 3,146,072 20.5  － －

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰余
金 

   

   繰越利益剰余金  － 249,906 － 

  利益剰余金合計   － － 249,906 1.6  － －

４．自己株式   － － △9,316 △0.0  － －

   株主資本合計   － － 7,642,892 49.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評 
価差額金 

  － － 358,856 2.3  － －

 評価・換算差額等合計   － － 358,856 2.3  － －

純資産合計   － － 8,001,749 52.1  － －

負債純資産合計   － － 15,359,107 100.0  － －
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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   1,152,327 100.0 2,520,015 100.0  2,705,447 100.0

Ⅱ 売上原価   805,328 69.9 2,006,256 79.6  1,897,060 70.1

売上総利益   346,998 30.1 513,758 20.4  808,387 29.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  217,178 18.8 399,404 15.9  547,768 20.3

営業利益   129,819 11.3 114,354 4.5  260,618 9.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  63,402 5.5 28,443 1.1  139,443 5.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,827 0.9 40,886 1.6  31,184 1.2

経常利益   183,394 15.9 101,910 4.0  368,877 13.6

Ⅵ 特別利益 ※３  － － 91,362 3.7  － －

Ⅶ 特別損失 ※４  7,713 0.6 2,897 0.1  11,227 0.4

税引前中間（当期）
純利益 

  175,680 15.3 190,375 7.6  357,649 13.2

法人税、住民税及
び事業税 

 61,456 82,648 132,036 

法人税等調整額  △17,700 43,756 3.8 △4,288 78,359 3.1 △11,820 120,216 4.4

中間（当期）純利益   131,923 11.5 112,015 4.5  237,432 8.8

前期繰越損失   99,542  99,542

中間（当期）未処
分利益 

  32,381  137,890
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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

項目 

資本金 

資本準備金
資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余 

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
4,226,797 3,140,015 3,140,015 137,890 137,890 △9,316 7,495,387

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行（新株引受権及び新株

予約権の行使） 
29,432 6,057 6,057   35,489

 中間純利益  － 112,015 112,015  112,015

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計（千円） 29,432 6,057 6,057 112,015 112,015 － 147,505

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
4,256,230 3,146,072 3,146,072 249,906 249,906 △9,316 7,642,892

 

評価・換算差額等 

項目 
その他有価証

券評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
495,048 495,048 7,990,435

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行（新株引受権及び新株

予約権の行使） 
 － 35,489

 中間純利益  － 112,015

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△136,192 △136,192 △136,192

中間会計期間中の変動額計（千円） △136,192 △136,192 11,313

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
358,856 358,856 8,001,749
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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 (1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの  時価のあるもの  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。 

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）を採用し

ております。 

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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

    

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 商品 商品 商品 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 ───── 製品 製品 

   移動平均法による原価法 同左 

 ───── 原材料 原材料 

   移動平均法による原価法 同左 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 同左 

    

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物 ３～18年

 機械及び装置  ８～10年

 器具備品    ３～15年

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物 ３～18年

 機械及び装置  ８～10年

 車両運搬具     ５年

 器具備品    ３～20年

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物  ３～18年

 機械及び装置   ８～10年

 器具備品     ３～15年

    

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2)無形固定資産 

 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 

 ①自社利用目的 ①自社利用目的 ①自社利用目的 

  社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法

同左 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） 

 ②市場販売目的 ②市場販売目的 ②市場販売目的 

  市場における見込販売数

量又は見込販売収益に基づ

く償却額と、残存見積販売

有効期間に基づく償却額と

のいずれか大きい金額を計

上しております。 

 見込販売有効期間はおお

むね２～３年であります。

同左 同左 

    

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損

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すること

としております。 

同左 同左 

    

 (2) 製品保証引当金 (2) 製品保証引当金 (2) 製品保証引当金 

 ─────  ソフトウェア製品の販売後に

おける技術サービス費用の支出

に備えるため、発生見込額を個

別に見積り、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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

 振当処理を行っておりま

す。 

繰延ヘッジ処理を採用し

ております。但し、為替予約

のうち、振当処理の要件を充

たしてる場合には、振当処理

を採用しております。 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約取引

 ヘッジ対象…外貨建債務

───── ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建債務

 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

 為替予約取引については外

貨建取引の為替相場の変動に

よるリスクをヘッジするため

に行っております。 

 ─────   為替予約取引については外

貨建取引の為替相場の変動に

よるリスクをヘッジするため

に行っております。 
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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） 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ─────  ───── 外貨建予定取引（ヘッジ対

象）とその外貨建予定取引の為

替リスクをヘッジする為替予

約（ヘッジ手段）とは重要な条

件が同一であり、ヘッジに高い

有効性があるため有効性の評

価を省略しております。 

    

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

 

同左 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）      ───── （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針

第６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。 

 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

会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６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。 

     ───── （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）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。

これによる損益に与える影響は

ありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は8,001,749千円で

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財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 
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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） 

 （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１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。 

なお、前中間会計期間において固

定負債「その他」に含めておりまし

た社債発行差金は、当中間会計期間

より社債に加算して表示しており

ます。 

 

なお、当中間会計期間において、

社債に加算した金額は357千円であ

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日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

前事業年度末 
（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 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

44,647千円 68,907千円 54,565千円

※２．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行

（みずほ銀行・ＵＦＪ銀行）と

貸出コミットメント契約を締結

するとともに、１行（ＵＦＪ銀

行）と当座貸越契約を締結して

おります。 

   当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次

のとおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行８行

（みずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ

銀行・あおぞら銀行・りそな銀

行・三井住友銀行・中央三井信

託銀行・百五銀行・群馬銀行）

と貸出コミットメント契約を締

結するとともに、４行（三菱東

京ＵＦＪ銀行・りそな銀行・東

京都民銀行・住友信託銀行）と

当座貸越契約を締結しておりま

す。 

   当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次

のとおりであります。 

なお、これらのコミットメン

ト契約につきましては、財務制

限条項が付されております。 

※２．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行

（みずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ

銀行・あおぞら銀行）と貸出コ

ミットメント契約を締結すると

ともに、３行（三菱東京ＵＦＪ

銀行・りそな銀行・東京都民銀

行）と当座貸越契約を締結して

おります。 

   当事業年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメント

契約に係る借入金残高は次のと

おりであります。 

 
当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額 

1,200,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 500,000千円
  

 
当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

5,900,000千円

借入実行残高 5,900,000千円

差引額 －千円
  

 
当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額 

3,700,000千円

借入実行残高 3,200,000千円

差引額 500,000千円
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

※３．    ───── 

 

※３．財務制限条項 

借入金のうち4,400百万円に

は、以下の財務制限条項が付され

ており、抵触した場合には、当該

債権者に対し借入金を一括返済

することになっております。（カ

ッコ内は、対象金額。） 

なお、複数の返済期限条項が付

されている借入金であるため、下

記①から②までの合計は、4,400

百万円を超えております。 

①純資産維持条項（4,400百万円）

貸借対照表における純資産額が

6,392百万円未満となった場合

（4,400百万円）。 

②利益維持条項（4,100百万円）

損益計算書の営業損益及び経常

損益の累積が赤字になった場合

（3,600百万円）。連結損益計算

書の経常損益の累積が赤字にな

った場合（500百万円）。 

 

※３．    ───── 

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．   ───── 

 仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、流動資

産の「その他」に含めて表示

しております。 

同左  

 ５．受取手形割引高  5,852千円  ５．受取手形割引高  10,008千円  ５．受取手形割引高  6,316千円
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（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
 

受取利息割引料 17,851千円

為替差益 45,053千円
  

 
受取利息割引料 7,435千円

収入事務費 16,003千円

為替差益 3,852千円
  

 
受取利息及び配
当金 

29,693千円

投資有価証券売
却益 

30,948千円

為替差益 72,399千円
 

※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 4,192千円

社債発行費償却 3,512千円
  

 
支払利息 37,384千円

  

 
支払利息 20,736千円

  

※３．   ───── ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．   ───── 
    

投資有価証券売

却益 
91,362千円

  

  

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

レイアウト変更

工事費用 
7,713千円

  

 
レイアウト変更

工事費用 
2,897千円

  

 
レイアウト変更

工事費用 
10,096千円

 
５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

 
有形固定資産 7,717千円

無形固定資産 19,062千円
  

 
有形固定資産 14,342千円

無形固定資産 150,310千円
  

 
有形固定資産 20,323千円

無形固定資産 166,845千円
  

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

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（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株）

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

 普通株式 21.78 － － 21.78

    合計 21.78 － － 21.78
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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 

 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 

 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 
（器具備品） 

16,133 3,038 13,094 

ソフトウェア 11,000 5,859 5,140 

合 計 27,133 8,898 18,234 

  

 

 
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
（器具備品）

16,133 8,416 7,716

ソフトウェア 11,000 8,059 2,940

合 計 27,133 16,476 10,656

  

 

 
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 
（器具備品） 

16,133 5,727 10,405

ソフトウェア 11,000 6,959 4,040

合 計 27,133 12,687 14,445

  

(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年以内 7,566千円

１年超 11,270千円

合計 18,837千円

  

 
１年以内 7,824千円

１年超 3,446千円

合計 11,270千円

  

 
１年以内 7,694千円

１年超 7,391千円

合計 15,085千円
  

(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 4,041千円

減価償却費相当額 3,788千円

支払利息相当額 351千円

  

 
支払リース料 4,041千円

減価償却費相当額 3,788千円

支払利息相当額 226千円

  

 
支払リース料 8,082千円

減価償却費相当額 7,577千円

支払利息相当額 640千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

 
 

（有価証券関係） 
 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。 
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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株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

73,208円53銭 77,411円06銭 78,795円70銭

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株当たり当期純利益金額 

1,386円03銭 1,092円67銭 2,449円76銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

1,215円59銭 1,008円20銭 2,166円64銭

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後 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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 131,923 112,015 237,432 

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） 
131,923 112,015 237,432 

期中平均株式数（株） 95,181 102,515 96,921 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

  （うち転換社債） (  －) (  －) (  －) 

 普通株式増加額（株） 13,345 8,589 12,665 

  （うち転換社債） (  －) (  －) (  －) 

  （うちストックオプション） (13,345) ( 8,589) (12,665) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

①新株予約権１種類 

（新株予約権の目的と

なる株式の数50株） 

②新株予約権付社債（券

面総額270百万円） 

───── 新株予約権付社債１種

類 
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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） 

（重要な子会社の設立） ───── ───── 

 平成17年８月26日開催の取締役会

において、当社を取り巻く市場が急

速に拡大する中において、多面的に

捕捉する戦略として、「積極的な事

業提携や出資及び買収等の展開によ

る、事業の拡大と技術力の一層の強

化」を目的として、子会社設立を決

議し、平成17年10月５日に設立いた

しました。会社の概要は以下のとお

りであります。 

１．商号 

ゼンテック・インベストメン

ト・プライベート・リミテッ

ド 

２．所在地 

75 SCIENCE PARK DRIVE 

#02-05 

CINTECH II BUILDING 

SINGAPORE(118255) 

３．代表者 

吉村 一男 

４．事業目的 

当社事業関連における事業提

携、出資、買収による事業拡

大と技術力強化 

５．資本金 

S$ 15,000,000.00 

６．発行済株式数 

1,000,000株 

７．株主構成 

株式会社ゼンテック・テクノ

ロジー・ジャパン（出資比率：

100％） 

８．設立日 

平成17年10月５日 

９．営業開始日 

平成17年12月16日 

  

 
(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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