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１．平成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 営業損益 経常損益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年９月中間期 3,762 3.8 △326 － △316 －
17年９月中間期 3,623 △1.0 51 △76.1 57 △72.2

18年３月期 7,917 111 125

中間(当期)純損益
１株当たり中間
(当期)純損益

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 △208 － △41 83 － －
17年９月中間期 △4 － △0 90 － －

18年３月期 605 121 58 120 80

（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 (連結) 18年９月中間期 4,981,402株 17年９月中間期 4,966,932株 18年３月期 4,968,718株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業損益、経常損益、中間(当期)純損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。

⑤前中間会計期間及び当中間会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株

式は存在するものの、１株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。

(2）連結財政状態 （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 6,887 3,257 46.9 648 19
17年９月中間期 5,148 2,909 56.5 585 65

18年３月期 5,588 3,536 63.3 709 67

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 4,981,402株 17年９月中間期 4,967,102株 18年３月期 4,981,402株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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 138 △357 901 971
17年９月中間期 △34 △350 △126 433

18年３月期 △67 △252 △340 288

(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 ３社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 ０社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

 連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社 

２．平成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

百万円 百万円 百万円
通　期 9,700 410 245

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　49円　31銭

※　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６ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　当中間連結会計期間においては、平成18年８月28日付でアルファコンピュータ株式会社の発行済み全株式を取得した

ことにより、同社が新たに当社の連結子会社となりました。この結果、平成18年９月30日現在では、当社グループは当

社及び連結子会社３社で構成されることとなり、顧客の個別ニーズに合せたオーダーメイド方式によるソフトウェアの

受託開発等を行うソフトウェア事業、主として教育機関向けの業務パッケージの開発・販売等を行うパッケージ事業並

びにハードウェア、ソフトウェアの販売等を行うシステム販売事業の３事業を営んでおります。

　当社グループの事業の内容は次のとおりであります。

　なお、次の事業区分は「４．中間連結財務諸表等　注記事項④セグメント情報」に掲げる事業の種類別セグメント情

報の事業区分と同一であります。

事業 分野 内容 会社名

ソフトウェ

ア事業

ビジネスアプリケーション分野

（事務処理系システム）

・生産管理、物流管理、受発注管理等製造業向けシステム

・店舗情報、仕入、出荷管理、バーチャルショッピングモー

ル、ショッピングマイレージサービス等流通業、サービス

業向けシステム

・勘定系、情報系、国際業務等銀行向けシステム

・株式売買、投資信託、ディーリング、インターネット証券

取引等証券業向けシステム

・契約管理、損保新積立等保険業向けシステム

・電話料金、税収管理、住民情報、郵便貯金等公共システム

・入試、学籍、教務、就職情報Ｗｅｂサイト構築等学校及び

学生向けシステム

・会計、人事、統合パッケージ（ＥＲＰ）導入サポート、電

子商取引（ＥＤＩ）システム、データウェアハウス構築等

その他事務処理システム

当社

JAST TECHNIQUES PTE. LTD.

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.

エンジニアリングアプリケーショ

ン分野

（通信・制御・技術系システム）

・携帯電話・デジタルＡＶ機器組込みソフトウェア、地上波

デジタル放送、移動体通信、カーナビゲーション、光ファ

イバー通信網、シミュレータ等情報通信関連システム

・道路交通情報、道路交通管制、列車運行管理、リニアモー

ターカー駆動制御等交通関連システム

・電力系統集中管理、発電所運転管理等電力関連システム

・自動倉庫制御、自動搬送機制御、自動包装値付機制御等物

流関連システム

・自動車デザイン、ビル・橋梁等建設・建築設計支援、構造

解析、射出成型曲面加工等科学技術系システム

イベントアプリケーション分野

（スポーツ・文化イベント関連シ

ステム）

・プロ野球公式記録（ＢＩＳ）、マラソン等競技記録集計シ

ステム

・陸上競技大会（国際陸上・国体等）、ゴルフトーナメント、

身体障害者スポーツ競技会、バレエコンクール等競技大会

運営システム

・株主総会運営支援、来場者管理、会員管理、製品キャン

ペーン等会議・イベント運営システム

・電光掲示板、映像表示装置制御、ＬＡＮコーディネーショ

ン等競技場・会場内インフラ制御システム

アウトソーシングサービス ・基幹システムの一括運営管理

・コンピュータルームの運営、システム保守、コールセン

ター運営等
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事業 分野 内容 会社名

パッケージ

事業

戦略的大学経営システム ・大規模大学版ＥＲＰ「ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」シリーズの

開発、販売、保守、導入支援及び関連システムの受託開発

等

・学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ」シリーズの開

発、販売、保守、導入支援及び関連システムの受託開発等

・大学向け統合型Ｗｅｂサービスシステム「ＵＮＩＶＥＲＳ

ＡＬ ＰＡＳＳＰＯＲＴ　ＥＸ」の開発、販売、保守、導

入支援及び関連システムの受託開発等

・学校業務のシステム化に関するコンサルテーション、ＥＵ

Ｃ（End User Computing）支援、ＢＰＲ（Business 

Process Reengineering）支援

当社

システム販

売事業

情報システム関連機器等の販売 ・コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェアパッケー

ジ等の販売及び保守等

・大学向けシステムソリューションの提供

・ネットワークインフラの構築

アルファコンピュータ株式会社

　当社グループの事業に関する各社の位置付け及び系統図は以下のとおりであります。

 

ソフトウェア開発 

及び 

パッケージ販売 

ソフトウェア開発 ソフトウェア開発 

ソフトウェア開発 
パッケージ等販売 

 

当 

 

 

 

社 

商品等販売 

連結子会社 

JAST TECHNIQUES PTE. LTD. 

(所在地：シンガポール) 

連結子会社 

JASTEC (THAILAND) CO., LTD. 

(所在地：タイ国 バンコク) 

連結子会社 

アルファコンピュータ株式会社 

(所在地：東京都) 

お 客 様 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は創業以来「情報化の創造・提供による社会貢献」をモットーとして、いかなる企業系列にも属さない完全独

立系の特徴を活かし、業種、技術分野、メーカー等を問わず、常に最新の技術に挑戦しつつ自由な立場で幅広い分野

の開発業務に取組むことを経営の基本方針としております。この基本方針に則り、当社では、現代の経済環境に則し

たあるべき経営を目指して企業活動を進め、お客様、株主、社員、社会がそれぞれwin-win（双方有益）の関係を築く

べく、「四方良し」の理念を掲げ、それぞれの価値を最大化し、全体としての企業価値を高めることにより安定的成

長を実現することを目標としております。また、こうした成長の原動力となるのは従業員ひとりひとりの情報システ

ム開発に対する情熱と顧客への誠心誠意のサービスであり、そのためには人間力の研鑚が何よりも先行すべきである、

との信念に基づいた「人づくり」経営に徹することとしております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　まず、配当につきましては、業績に応じた安定的な配当を基本方針とし、配当性向の向上に配慮しつつ、各期の業

績動向、財務状況及び各種環境を勘案して具体的方針を検討しております。また、留保利益につきましては、新製品

等の研究開発並びに事業活動に係る開発設備の増強等に有効活用したく考えております。

　なお、平成18年３月期に係る配当金につきましては、株主・投資家の皆様のご支援にお応えするため、普通配当20

円とさせて頂きました。

　また、平成18年５月１日の会社法施行後における配当につきましては、毎年３月31日及び９月30日を基準日とする

従来どおりの方針を基本とするほか、別途基準日を決めて配当を行うことができるものとしております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　幅広い投資家の方々に参加して頂けるための施策として、平成13年８月に単位株（現単元株）を500株と設定し、続

いて平成14年９月には、投資単位当たりの価格を50万円未満とするため単元株数の100株への引き下げを実施いたしま

した。今後も市場の要請に応え、より幅広い投資家層に参画頂けるよう常に意識しつつ資本政策の検討を続ける所存

であります。

(4）目標とする経営指標

　中長期的な主要目標指標としましては、高付加価値を追求しつつ長期安定成長を図る観点より、経常利益率２桁

（10％以上）の早期回復及び売上高100億円の早期達成を掲げております。株主資本に対するリターンの追求による企

業価値向上の観点からは、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）についても、一過性の要因によらず、事業自体の収益増

により早期に100円以上に回復させ、これを継続したく考えております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　幅広い分野に展開すると同時に個々の分野には深く特化し、かつ最新技術にはいち早く取組みを図る事業戦略によ

り、特定産業の好・不況の波や技術トレンドの変遷といった環境変化に左右されない安定性を保ちつつ、同時に長期

的成長を狙うことができる点が、当社の特徴であり強みであると考えております。今後もこの強みを更に強化し、業

績変動の激しい情報サービス業界のなかにあって長期的成長路線をたどり続けるため、高品質なサービスの提供を基

本とした顧客との強い信頼関係の構築を基本に、新製品の研究開発、人材育成投資の積極化、他社との提携推進等の

戦術も織り交ぜ、今後の事業活動を進めたく考えております。

(6）会社の対処すべき課題

　前述の経営戦略を踏まえた、安定的成長を実現するための課題としましては、年度施策として当初掲げた下記の項

目について、引き続き取組んでまいります。

①　パッケージ事業の投資を継続し、製品力を充実・強化する。

②　プロジェクト管理、品質の強化により赤字プロジェクトをゼロとする。

③　人材育成・高品質・コスト意識を徹底追究する。

④　成果主義を重視し人事諸制度を改訂する。

⑤　金融分野で長期大規模プロジェクトを推進する。

⑥　ビジネスパートナーとの関係を強化し、開発組織の動員力増強を図る。

⑦　既存顧客の深耕を図る。

⑧　職場生活を通じて人生の素晴らしさ、楽しさ、面白さを追求する。

(7）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、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

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、内閣府の月例経済報告において企業収益、雇用情勢及び設備投資等の

改善基調の持続が感じられる報告内容が続いており、景気の拡大期間が戦後最長の「いざなぎ景気」をも超える見通

しとなっております。しかしながら一方では、民間調査機関の意識調査において、景気拡大の実感がないと回答する

企業が70％以上を占めるといった結果も出ており、景気に関する評価において、必ずしも統一的感触が得られていな

い複雑な状況であると認識しております。

　ソフトウェア関連の投資においても、総じて増加基調の各種報告がなされておりますが、一方で、価格水準は依然

厳しい状況が続いており、加えて、昨今の情報漏洩や品質不良に係るリスク意識の高まりから、品質、コスト及び納

期はもとより社内管理体制に至るまで、ＩＴ業界各社に対する要求水準は日増しに高まっているとの感触を持ってお

ります。

　このような状況のもと、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」といいます。）における事業の種類別セグメ

ントの業績は次のとおりとなりました。

　まず、ソフトウェア事業につきましては、一部案件において収益化の下期へのずれ込みが発生したものの、主力の

ビジネスアプリケーション（事務処理系）分野が金融業向けシステムを中心として順調に売上を延ばし、売上高は33

億99百万円（前中間連結会計期間比8.7％増）となりましたが、Ｍ＆Ａ等に係る費用増及び昨年度からの継続プロジェ

クトにおけるコスト増が発生したため、営業利益は3億30百万円（同8.8％減）となりました。

　次に、パッケージ事業につきましては、新製品の開発投資に重点を置いた事業運営としたことと、ＥＵＣ（パッケー

ジの周辺システムの受託開発）において前期で終了した大型開発案件があったため、売上高は3億62百万円（同26.9％

減）となり、当期中に順次リリース予定の新製品の開発投資に大きく注力したため、営業損失は6億56百万円（前中間

連結会計期間の営業損失3億10百万円）となりました。

　なお、平成18年８月28日付でアルファコンピュータ株式会社を連結子会社としておりますが、支配権のみなし取得

日を当中間連結会計期間末として貸借対照表のみ連結しているため、損益計算書に与える影響はありません。

　上記の結果、当中間連結会計期間の売上高は37億62百万円（前中間連結会計期間比3.8％増）、売上総利益は7億56

百万円（同5.9％減）、経常損失は3億16百万円（前中間連結会計期間の経常利益57百万円）、中間純損失は2億8百万

円（前中間連結会計期間の純損失4百万円）の増収・減益となりました。

(2）財政状態

①　資産、負債及び純資産の状況

　まず、当中間連結会計期間末における流動資産の残高は45億75百万円（前中間連結会計期間末比26.1％増）とな

りました。これは主としてアルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴う同社資産の連結によるものであり

ます。また、固定資産の残高は23億11百万円（同52.0％増）となりました。これは主として上記連結子会社化及び

欠損金等に係る繰延税金資産の増加によるものであります。

　次に、当中間連結会計期間末における流動負債の残高は21億61百万円（同40.5％増）となりました。これも主と

して上記連結子会社化によるものであります。また、固定負債の残高は14億68百万円（同116.7％増）となりました。

これは主として、上記連結子会社化に係るＭ＆Ａ資金の調達によるものであります。

　最後に、当中間連結会計期間末における純資産の合計残高は32億57百万円（同11.1％増）となりました。これは

主として上記連結子会社化に伴う剰余金の増加によるものであります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末よ

り16.4ポイント低下し、46.9％となりました。
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②　キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首

の資金残高2億88百万円より6億82百万円増加し9億71百万円となりました。

　なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　まず、営業活動の結果得た資金は1億38百万円（前中間連結会計期間は34百万円の支出）となりました。これは主

として法人税等の還付に係る収入によるものであります。

　次に、投資活動の結果使用した資金は3億57百万円（同3億50百万円の支出）となりました。これは主としてアル

ファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴う株式取得によるものであります。

　最後に、財務活動の結果得た資金は9億1百万円（同1億26百万円の支出）となりました。これは主としてアルファ

コンピュータ株式会社の連結子会社化に係るＭ＆Ａ関連資金の調達によるものであります。

③　連結キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成17年３月期 平成17年９月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 54.1 56.5 63.3 46.9

時価ベースの株主資本比率（％） 60.6 89.2 76.2 63.3

債務償還年数（年） 12.7 － － 9.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.1 － － 57.4

　（注）１．各指標の算出式は下記のとおりであります。

自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／総資産

時価ベースの株主資本比率：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（自己株式控除）により算出しております。

・有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている借入金の合計額を使用しております。

・利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払利息額を使用しております。

２．営業キャッシュ・フローがマイナスの期に関する債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつ

きましては、記載しておりません。

(3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、アルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴うシステム販売事業の発足によ

り、平成18年10月25日付で連結業績について売上高97億円、経常利益4億10百万円、当期純利益2億45百万円への上方

修正を発表しております。また、既存事業の業績については、ソフトウェア事業における金融業、通信業向けを中心

とした大型案件の収益拡大、パッケージ事業における新製品開発投資の収束に伴う費用負担軽減及び新製品のリリー

スに伴う利益確保といった、当初見込んだ計画の当面の推移状況に大きな変動はないと考えておりますので、本開示

資料の発表日現在において上記の業績見通しに変更はありません。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状況及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のものがあります。なお、

文中における将来に関する事項は本開示書類の発表日現在において当社グループが判断したものであります。

①　主要顧客への依存度に係るリスク

　当社グループにおいては、上位販売先への売上が占める割合は比較的高水準であり、当中間連結会計期間におい

ては上位３社の連結売上に占めるシェアが合計29.1％、同じく上位５社では40.6％となっております。従って、主

要顧客の受注状況によっては業績が大きく変動する可能性が考えられます。

②　製品及びサービスの瑕疵等に係るリスク

　製品やサービスの品質や欠陥等に対する社会的関心並びに社会的影響の高まりから、品質保証に関するお客様の

要求水準は年々高くなっております。当社グループでは、ソフトウェアの品質の向上及び安定化につきましては従

業員の教育徹底、見積技法の活用、プロジェクト管理手法の充実等を含め細心の注意を払っております。しかしな

がら、これらによっても瑕疵等の発生を完全に排除できない可能性があり、瑕疵等が発生した場合、お客様への補

償、製品の補修等が発生することが考えられます。

③　情報管理に係るリスク

　お客様や従業員等に係る機密情報及び個人情報の取扱いについては、社内規程の制定、従業員の教育、専門委員

会による定期的検査等によって徹底を図っておりますが、これらによっても情報漏洩の可能性はゼロとは言い切れ

ず、万一、情報漏洩が発生した場合、当社グループの信用低下あるいは賠償責任等が発生する可能性が考えられま

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）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 ※2  1,000,665   1,491,775   807,800  

２．受取手形及び売掛金   1,645,082   1,936,225   2,037,547  

３．たな卸資産   561,927   699,773   327,680  

４．未収還付法人税等   －   28,729   401,779  

５．その他   420,845   420,675   292,257  

貸倒引当金   △1,615   △1,845   △1,984  

流動資産合計   3,626,905 70.5  4,575,333 66.4  3,865,081 69.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2  304,510   303,544   295,326  

２．無形固定資産           

(1）のれん  －   328,664   －   

(2）その他  13,988 13,988  20,476 349,140  16,313 16,313  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  331,901   340,986   339,697   

(2）繰延税金資産  396,615   721,979   591,518   

(3）その他 ※1,2 524,741   648,871   530,081   

貸倒引当金  △50,561 1,202,696  △52,761 1,659,077  △49,961 1,411,336  

固定資産合計   1,521,196 29.5  2,311,761 33.6  1,722,976 30.8

資産合計   5,148,101 100.0  6,887,095 100.0  5,588,057 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   359,945   660,590   389,034  

２．短期借入金 ※2  503,144   382,883   281,754  

３．１年以内返済予定の
長期借入金

  －   180,000   －  

４．賞与引当金   260,835   338,620   319,788  

５．役員賞与引当金   －   7,500   －  

６．その他   414,775   591,697   317,592  

流動負債合計   1,538,701 29.9  2,161,292 31.4  1,308,169 23.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   －   720,000   －  

２．退職給付引当金   567,516   614,023   600,514  

３．役員退職慰労引当金   107,649   132,109   113,597  

４．その他   2,460   2,400   2,460  

固定負債合計   677,626 13.2  1,468,533 21.3  716,572 12.8

負債合計   2,216,327 43.1  3,629,825 52.7  2,024,742 36.2
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   22,768 0.4  － －  26,531 0.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   917,687 17.8  － －  917,687 16.4

Ⅱ　資本剰余金   879,325 17.1  － －  879,325 15.7

Ⅲ　利益剰余金   1,244,081 24.1  － －  1,849,708 33.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  9,236 0.2  － －  13,689 0.3

Ⅴ　為替換算調整勘定   △10,450 △0.2  － －  △6,494 △0.1

Ⅵ　自己株式   △130,873 △2.5  － －  △117,131 △2.1

資本合計   2,909,006 56.5  － －  3,536,784 63.3

負債、少数株主持分及
び資本合計

  5,148,101 100.0  － －  5,588,057 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  917,687 13.3  － －

２．資本剰余金   － －  879,325 12.8  － －

３．利益剰余金   － －  1,540,075 22.4  － －

４．自己株式   － －  △117,131 △1.7  － －

株主資本合計   － －  3,219,957 46.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  14,238 0.2  － －

２．為替換算調整勘定   － －  △5,291 △0.1  － －

評価・換算差額等合計   － －  8,947 0.1  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  28,365 0.4  － －

純資産合計   － －  3,257,269 47.3  － －

負債純資産合計   － －  6,887,095 100.0  － －
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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）

前連結会計年度の
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）

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   3,623,997 100.0  3,762,099 100.0  7,917,639 100.0

Ⅱ　売上原価   2,819,653 77.8  3,005,407 79.9  6,146,474 77.6

売上総利益   804,344 22.2  756,691 20.1  1,771,165 22.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  752,579 20.8  1,083,445 28.8  1,659,533 21.0

営業利益又は
営業損失(△)

  51,765 1.4  △326,753 △8.7  111,631 1.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  402   2,790   832   

２．賃貸収入  8,215   7,204   13,615   

３．その他  6,561 15,178 0.4 7,692 17,687 0.5 16,477 30,925 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  2,982   2,407   5,514   

２．賃貸費用  5,117   4,212   8,706   

３．その他  1,180 9,279 0.2 998 7,618 0.2 2,380 16,601 0.2

経常利益又は
経常損失(△)

  57,664 1.6  △316,684 △8.4  125,955 1.6

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  935 935 0.0 881 881 0.0 1,166 1,166 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※2 12,631   －   12,631   

２．貸倒引当金繰入額  － 12,631 0.3 2,399 2,399 0.1 － 12,631 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失(△)

  45,968 1.3  △318,202 △8.5  114,489 1.4

法人税、住民税及び
事業税

 3,649   3,150   7,460   

法人税等還付税額  －   －   △401,779   

法人税等調整額  45,263 48,913 1.4 △113,715 △110,564 △3.0 △100,579 △494,898 △6.3

少数株主利益   1,508 0.0  716 0.0  3,639 0.0

当期純利益又は
中間純損失(△)

  △4,453 △0.1  △208,354 △5.5  605,748 7.7
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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）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   879,325  879,325

Ⅱ　資本剰余金増加高   －  －

Ⅲ　資本剰余金中間期末(期
末)残高

  879,325  879,325

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,348,267  1,348,267

Ⅱ　利益剰余金増加高      

当期純利益  － － 605,748 605,748

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  99,316  99,316  

２．自己株式処分差損  416  4,992  

３．中間純損失  4,453 104,185 － 104,308

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期
末)残高

  1,244,081  1,849,708
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
917,687 879,325 1,849,708 △117,131 3,529,589

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △99,628  △99,628

役員賞与   △1,650  △1,650

中間純損失   △208,354  △208,354

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）
－ － △309,632 － △309,632

平成18年９月30日　残高

（千円）
917,687 879,325 1,540,075 △117,131 3,219,957

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成18年３月31日　残高

（千円）
13,689 △6,494 7,194 26,531 3,563,315

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △99,628

役員賞与     △1,650

中間純損失     △208,354

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
549 1,203 1,753 1,834 3,587

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
549 1,203 1,753 1,834 △306,045

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,238 △5,291 8,947 28,365 3,257,269
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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）

前連結会計年度の要約連
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）

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

    

税金等調整前中間
（当期）純損益

 45,968 △318,202 114,489

減価償却費  13,890 14,290 30,184

ソフトウェア償却費  1,056 1,694 2,418

賞与引当金の増減
(△)額

 △110,909 9,099 △51,957

役員賞与引当金増加
額

 － 7,500 －

退職給付引当金の増
加額

 25,909 6,532 58,908

受取利息及び受取配
当金

 △1,776 △4,541 △2,362

支払利息  2,982 2,407 5,514

役員賞与の支払額  － △1,650 －

売上債権の減少額  424,166 244,652 33,707

たな卸資産の増(△)
減額

 △214,786 △224,015 20,158

仕入債務の増減(△)
額

 △105,229 4,201 △76,585

前受金の増加額  2,172 77,920 －

その他  23,694 21,194 △54,986

小計  107,139 △158,917 79,489

利息及び配当金の受
取額

 1,582 4,535 2,395

利息の支払額  △2,403 △1,342 △5,045

法人税等の支払額  △140,852 △3,072 △143,918

法人税等の還付によ
る収入

 － 297,063 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △34,533 138,266 △67,078
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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）

前連結会計年度の要約連
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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の増加額  △121,048 △357 △72,604

有形固定資産の取得
による支出

 △42,291 △19,895 △46,407

ソフトウェアの取得
による支出

 △1,966 △4,310 △5,630

投資有価証券の取得
による支出

 △100,300 △364 △100,599

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出

※2 － △329,062 －

保証金の差入による
支出

 △81,196 － △81,751

保証金の戻入による
収入

 779 1,160 67,097

その他  △4,548 △4,895 △12,261

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △350,571 △357,724 △252,157
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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）

前連結会計年度の要約連
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）

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

    

短期借入金の増減
(△)額

 △26,130 100,729 △248,521

長期借入金の借入に
よる収入

 － 900,000 －

自己株式の処分によ
る収入

 833 － 9,999

配当金の支払額  △99,316 △99,628 △99,316

少数株主への配当金
の支払額

 △2,283 － △2,283

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △126,896 901,101 △340,122

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 297 1,047 3,233

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減(△)額

 △511,703 682,690 △656,124

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 944,815 288,690 944,815

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※1 433,111 971,381 288,690
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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

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．連結の範囲に関する事項 　連結子会社の数　２社

　連結子会社の名称

JAST TECHNIQUES PTE. LTD.

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.

　連結子会社の数　３社

　連結子会社の名称

JAST TECHNIQUES PTE. LTD.

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.

アルファコンピュータ株式会社

　アルファコンピュータ株式会社は

平成18年８月28日の株式取得に伴い、

当中間連結会計期間より連結の範囲

に含めております。なお、みなし取

得日を当中間連結会計期間末とした

ため、貸借対照表のみ連結しており

ます。

　連結子会社の数　２社

　連結子会社の名称

JAST TECHNIQUES PTE. LTD.

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用対象会社はありません。 同左 同左

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は平成

17年６月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

平成17年７月１日から中間連結決算

日平成17年９月30日までの期間に発

生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち在外連結子会

社２社の中間決算日は平成18年６

月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

平成18年７月１日から中間連結決算

日平成18年９月30日までの期間に発

生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

　またアルファコンピュータ株式会

社につきましてはみなし取得日を当

中間連結会計期間末としており、中

間連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく貸借対照表を使用しており

ます。

　連結子会社の決算日は平成17年12

月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、平成18年１月１

日から連結決算日平成18年３月31日

までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

４．会計処理基準に関する事

項

イ．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。

イ．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。

イ．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

　連結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

①　商品

　個別法による原価法を採用

しております。

(2）たな卸資産

同左

 

(2）たな卸資産

同左

 

②　製品

　総平均法による原価法を採

用しております。

 

 

 

 

③　仕掛品

　主として個別法による原価

法を採用しております。

 

 

 

 

④　貯蔵品

　最終仕入原価法を採用して

おります。
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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）

ロ．重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　当社は、定率法を採用し、在

外連結子会社は所在地国の会計

基準の規定に基づく定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物　　　　　10年～35年

　その他　　　　４年～10年

ロ．重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は、

定率法を採用し、在外連結子会

社は所在地国の会計基準の規定

に基づく定額法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物　　　　　10年～35年

　その他　　　　４年～10年

ロ．重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　当社は、定率法を採用し、在

外連結子会社は所在地国の会計

基準の規定に基づく定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物　　　　　10年～35年

　その他　　　　４年～10年

(2）無形固定資産

　当社は、定額法を採用し、在

外連結子会社は所在地国の会計

基準の規定に基づく定額法を採

用しております。

　なお、その他（自社利用のソ

フトウェア）については、社内

における利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法を採用して

おります。

(2）無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は、

定額法を採用し、在外連結子会

社は所在地国の会計基準の規定

に基づく定額法を採用しており

ます。

　なお、その他（自社利用のソ

フトウェア）については、社内

における利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法を採用して

おります。

(2）無形固定資産

　当社は、定額法を採用し、在

外連結子会社は所在地国の会計

基準の規定に基づく定額法を採

用しております。

　なお、その他（自社利用のソ

フトウェア）については、社内

における利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法を採用して

おります。

(3）投資その他の資産（その他）

　定率法を採用しております。

　なお、その他（賃貸用不動

産）の耐用年数は47年でありま

す。

(3）投資その他の資産（その他）

同左

(3）投資その他の資産（その他）

同左

ハ．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

見込額を計上しております。

ハ．重要な引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

ハ．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

　当社は従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込額を計上

しております。

(2）賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は従

業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　当社は従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込額を計上

しております。
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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）

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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）による定率法

によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することに

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、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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）による定率法

によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することに

しております。

(4）役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の支

出に充てるため、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

　当社及び国内連結子会社は役

員の退職慰労金の支出に充てる

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

　当社は役員の退職慰労金の支

出に充てるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。

─────

 

(5）役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

─────

 

ニ．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。

ニ．重要なリース取引の処理方法

同左

ニ．重要なリース取引の処理方法

同左

ホ．その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

ホ．その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

ホ．その他連結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

　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。

消費税等の会計処理

同左

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

能な預金及び預入期間が３ヵ月以内

の定期預金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

預金及び預入期間が３ヵ月以内の定

期預金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。

─────  （役員賞与に関する会計基準）

 当中間連結会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しております。

　これにより営業損失、経常損失及び税金等

調整前中間純損失が7,500千円増加しておりま

す。

─────

─────  （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3,228,904千円であります。

  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。

─────

表示方法の変更 

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）

（中間連結貸借対照表）

 「投資有価証券」については、前中間連結会計期間末は、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、当中間連結会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

 　なお、前中間連結会計期間末「投資有価証券」の金額は264,656千

円であります。

──────

 

 

 

──────

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 　投資活動によるキャッシュ・フローの「保証金の差入による支出」

については、当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めております。

 　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「保証金

の差入による支出」の金額は447千円であります。
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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）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

287,389千円であり、投資その他の資産

（その他）の減価償却累計額は、　

153,157千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

302,624千円であり、投資その他の資産

（その他）の減価償却累計額は、158,132

千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

300,856千円であり、投資その他の資産

（その他）の減価償却累計額は、155,717

千円であります。

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産と担保付債務は、

次のとおりであります。

　担保に供している資産と担保付債務は、

次のとおりであります。

　担保に供している資産と担保付債務は、

次のとおりであります。

現金及び預金

（定期預金）
19,208千円

有形固定資産 218,628千円

投資その他の資産

（その他）
164,791千円

計 402,629千円

担保付債務  

短期借入金 269,144千円

現金及び預金

（定期預金）
      19,212千円

有形固定資産      230,764千円

投資その他の資産

（その他）
     159,816千円

計      409,792千円

担保付債務  

短期借入金     120,883千円

１年以内返済予定の

長期借入金

    80,000千円

長期借入金     320,000千円

現金及び預金

（定期預金）
      19,210千円

建物及び構築物       73,589千円

土地      142,361千円

投資その他の資産

（その他）
     162,231千円

計     397,393千円

担保付債務  

短期借入金      170,954千円

　３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

　３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

　３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント

の総額
700,000千円

借入実行残高 120,000千円

差引額 580,000千円

貸出コミットメント

の総額
     600,000千円

借入実行残高      100,000千円

差引額     500,000千円

貸出コミットメント

の総額
    700,000千円

借入実行残高     100,000千円

差引額      600,000千円
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（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費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

賃金給料及び諸手当 169,591千円

賞与引当金繰入額 29,581千円

役員退職慰労引当金

繰入額
5,442千円

退職給付費用 13,537千円

研究開発費 310,421千円

賃金給料及び諸手当   204,827千円

賞与引当金繰入額       47,610千円

役員退職慰労引当金

繰入額
     6,012千円

退職給付費用       12,131千円

研究開発費    593,832千円

賃金給料及び諸手当      345,326千円

賞与引当金繰入額       43,752千円

役員退職慰労引当金

繰入額
      11,390千円

退職給付費用       24,860千円

研究開発費      842,031千円

※２　固定資産除却損の内訳は建物11,293千

円、工具、器具及び備品1,338千円であり

ます。

────── ※２　固定資産除却損の内訳は建物11,293千

円、工具、器具及び備品1,338千円であり

ます。

（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

目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。

※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

目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係は、次のとおりであります。

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,000,665千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△567,553千円

現金及び現金同等物 433,111千円

現金及び預金勘定    1,491,775千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
  △520,394千円

現金及び現金同等物    971,381千円

現金及び預金勘定      807,800千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
   △519,109千円

現金及び現金同等物      288,690千円

────── ※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

──────

　株式の取得により新たにアルファコン

ピュータ株式会社を連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

株式の取得価額と取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。

流動資産   886,249千円

固定資産    122,933千円

のれん    328,664千円

流動負債  △448,371千円

固定負債 △19,476千円

株式の取得価額  870,000千円

現金及び現金同等物  △540,937千円

差引：株式取得による支出    329,062千円
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 5,103,230 － － 5,103,230

合計 5,103,230 － － 5,103,230

自己株式

普通株式 121,828 － － 121,828

合計 121,828 － － 121,828

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとしての

新株予約権
普通株式 111,500 － － 111,500 －

合計 － 111,500 － － 111,500 －

３．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23日

定時株主総会
普通株式 99,628 20 平成18年３月31日 平成18年６月26日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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①　リース取引

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

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 14,706 11,165 3,541

合計 14,706 11,165 3,541

 

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 3,666 2,566 1,099

合計 3,666 2,566 1,099

 

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 11,586 9,775 1,810

合計 11,586 9,775 1,810

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法によっております。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法によっております。

(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 2,441千円

１年超 1,099千円

合計 3,541千円

１年内 733千円

１年超      366千円

合計      1,099千円

１年内      1,077千円

１年超 733千円

合計 1,810千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,470千円

減価償却費相当額 1,470千円

支払リース料      710千円

減価償却費相当額      710千円

支払リース料      2,629千円

減価償却費相当額      2,629千円

(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
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 24,351 35,901 11,549

(2)債券    

社債 195,000 199,000 4,000

合計 219,351 234,901 15,549

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 77,000

新株予約権付社債 20,000

合計 97,000

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 25,015 44,978 19,963

(2)債券    

社債 195,000 199,008 4,008

合計 220,015 243,986 23,971

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 93,000

新株予約権付社債 4,000

合計 97,000

－ 23 －



前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 24,651 44,697 20,045

(2)債券    

社債 195,000 198,000 3,000

合計 219,651 242,697 23,045

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 93,000

新株予約権付社債 4,000

合計 97,000

③　デリバティブ取引

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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．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）

 
ソフトウェア
事業（千円）

パッケージ事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,127,516 496,481 3,623,997 － 3,623,997

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,127,516 496,481 3,623,997 － 3,623,997

営業費用 2,765,514 806,717 3,572,232 － 3,572,232

営業利益又は営業損失（△） 362,001 △310,236 51,765 － 51,765

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）

 
ソフトウェア
事業（千円）

パッケージ事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,399,313 362,785 3,762,099 － 3,762,099

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,399,313 362,785 3,762,099 － 3,762,099

営業費用 3,069,231 1,019,622 4,088,853 － 4,088,853

営業利益又は営業損失（△） 330,082 △656,836 △326,753 － △326,753

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）

 
ソフトウェア
事業（千円）

パッケージ事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,013,463 904,176 7,917,639 － 7,917,639

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 7,013,463 904,176 7,917,639 － 7,917,639

営業費用 6,123,083 1,682,924 7,806,008 － 7,806,008

営業利益又は営業損失（△） 890,379 △778,747 111,631 － 111,631

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　２．当中間連結会計期間においては、平成18年８月28日付のアルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴

い、新たに「システム販売事業」を営むこととなりましたが、みなし取得日を当中間連結会計期間末としてお

り損益計算書を連結していないため、セグメント情報に与える影響はありません。
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３．各区分に属する主要な製品は次のとおりであります。

事業区分 主要製品

ソフトウェア事業 ①ビジネスアプリケーション分野

生産管理、販売管理、会計、金融、証券、物流等の事務処理系システム開発

②エンジニアリングアプリケーション分野

移動体通信、自動車設計、構造解析、自動倉庫等の通信・制御・技術系システム

開発

③イベントアプリケーション分野

スポーツ競技記録計測、プロ野球公式記録集計(ＢＩＳ)、株主総会運営支援、製

品キャンペーン等のスポーツ・文化イベント関連システム開発 

④アウトソーシングサービス

コンピュータルームの運営、基幹システムの一括運営管理及びシステム保守等の

サービス

パッケージ事業 　大規模大学版ＥＲＰ「ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」シリーズ、学校事務支援統合シス

テム「ＧＡＫＵＥＮ」シリーズ、大学向け統合型Ｗｅｂサービスシステム「ＵＮＩ

ＶＥＲＳＡＬ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ　ＥＸ」の開発、販売等

システム販売事業 　コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェアパッケージ等の販売及び保守、

大学向けシステムソリューションの提供、ネットワークインフラの構築等

ｂ．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）、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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｃ．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）、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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　連結売上高に占める海外売上高の割合が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）

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 585円65銭

１株当たり中間純損失

金額
0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、潜在株式は存

在するものの、１株当たり中間純損

失が計上されているため記載してお

りません。

１株当たり純資産額    648円19銭

１株当たり中間純損失

金額
 41円83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、潜在株式は存

在するものの、１株当たり中間純損

失が計上されているため記載してお

りません。

１株当たり純資産額    709円67銭

１株当たり当期純利益

金額
  121円58銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
  120円80銭

　（注）　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

 
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)

純資産の部の合計額（千円） － 3,257,269 －

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 28,365 －

（うち少数株主持分） (　　－) (28,365) (　　－)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円）
－ 3,228,904 －

１株当たりの純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の数

（株）

－ 4,981,402 －

２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び１株当たり中間純損失金額、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額

 
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株当たり中間（当期）純利益金額    

当期純利益（千円） － － 605,748

中間純損失（千円） 4,453 208,354 －

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 1,650

（うち利益処分による役員賞与金

（千円））
(　　－) (　　－) (1,650)

普通株式に係る当期純利益（千円） － － 604,098

普通株式に係る中間純損失（千円） 4,453 208,354 －

期中平均株式数（株） 4,966,932 4,981,402 4,968,718

    

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） － － －

普通株式増加数（株） － － 32,194

（うち新株予約権（株）） (　　－) (　　－) (32,194)
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（重要な後発事象）

　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

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

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

構成比 構成比 前年同期比 構成比

ソフトウェア事業 2,416,930 85.7％ 2,704,368 90.0％ 111.9％ 5,499,217 89.5％

パッケージ事業 402,723 14.3％ 301,039 10.0％ 74.8％ 647,256 10.5％

合計 2,819,653 100.0％ 3,005,407 100.0％ 106.6％ 6,146,474 100.0％

　（注）１．金額は売上原価によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．当中間連結会計期間においては、平成18年８月28日付のアルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴

い、新たに「システム販売事業」を営むこととなりましたが、みなし取得日を当中間連結会計期間末として貸

借対照表のみ連結しているため、その他の項目については記載しておりません。

３．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

　当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（受注高） （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

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

構成比 構成比 前年同期比 構成比

ソフトウェア事業 2,787,409 87.0％ 3,252,642 91.1％ 116.7％ 6,397,448 90.5％

パッケージ事業 417,209 13.0％ 317,655 8.9％ 76.1％ 668,957 9.5％

合計 3,204,618 100.0％ 3,570,298 100.0％ 111.4％ 7,066,406 100.0％

（受注残高） （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

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

構成比 構成比 前年同期比 構成比

ソフトウェア事業 1,643,774 83.5％ 1,221,196 90.8％ 74.3％ 1,367,868 89.0％

パッケージ事業 325,324 16.5％ 124,247 9.2％ 38.2％ 169,377 11.0％

合計 1,969,099 100.0％ 1,345,443 100.0％ 68.3％ 1,537,245 100.0％

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．当中間連結会計期間においては、平成18年８月28日付のアルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴

い、新たに「システム販売事業」を営むこととなりましたが、みなし取得日を当中間連結会計期間末として貸

借対照表のみ連結しているため、その他の項目については記載しておりません。

３．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

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

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

構成比 構成比 前年同期比 構成比

ソフトウェア事業 3,127,516 86.3％ 3,399,313 90.4％ 108.7％ 7,013,463 88.6％

パッケージ事業 496,481 13.7％ 362,785 9.6％ 73.1％ 904,176 11.4％

合計 3,623,997 100.0％ 3,762,099 100.0％ 103.8％ 7,917,639 100.0％

　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．当中間連結会計期間においては、平成18年８月28日付のアルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴

い、新たに「システム販売事業」を営むこととなりましたが、みなし取得日を当中間連結会計期間末として貸

借対照表のみ連結しているため、その他の項目については記載しておりません。

３．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。

　 （単位：千円）

相手先

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 相手先

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 相手先

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

金額 割合 金額 割合 金額 割合

日本アイ・ビー・エ

ム㈱
376,378 10.4％

パナソニックＭＳＥ

㈱
416,750 11.1％

パナソニックＭＳＥ

㈱
810,409 10.2％

パナソニックＭＳＥ

㈱
348,246 9.6％

日本アイ・ビー・エ

ム㈱
395,204 10.5％

日本アイ・ビー・エ

ム㈱
758,940 9.6％

富士通㈱ 328,310 9.1％
ドコモ・システムズ

㈱
282,261 7.5％ 富士通㈱ 602,795 7.6％

４．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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