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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 1,239 15.6 123 － 125 －

17年９月中間期 1,072 △6.6 △102 － △102 －

(参考)18年３月期 2,379 △109 △109

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 59 － 17 12 － －

17年９月中間期 △69 － △19 83 － －

(参考)18年３月期 △78 △22 59
－
 

－
 

（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    3,487,400株 17年９月中間期 3,487,400株 18年３月期  3,487,400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 3,001 2,086 69.5 598 16

17年９月中間期 3,071 2,070 67.4 593 80

(参考)18年３月期 2,906 2,061 70.9 591 04

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期    3,487,400株 17年９月中間期 3,487,400株 18年３月期  3,487,400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 （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 332 △14 △46 1,734

17年９月中間期 △49 △21 △62 1,445

(参考)18年３月期 44 △76 △83 1,464

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 2,600 175 96
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　27円 53銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 その他 年間

18年3月期 － 10 － 10

19年3月期（実績） － － － －

19年3月期（予想） － 10 － 10

 

※　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5ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社は、関係会社がないため、該当事項はありません。

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社は、「医薬品の開発や調査がより促進されるよう、医療機関が実施する臨床試験などをサポートし、ひとび

とにより良い医療が提供されることに貢献し、もって日本のライフサイエンスの発展に寄与する。」を経営理念と

しております。

　この経営理念のもと、高品質サービスの提供により、医療機関および製薬企業の双方から選ばれるＳＭＯ（Site 

Management Organization／治験施設支援機関）のリーディングカンパニーとして成長し、ステークスホルダーの

皆様のご期待に応えることを経営の基本としております。  

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、「常に顧客、株主、従業員との共存共栄」を念頭に利益配分を行うこととし、株主の皆様には、積極的

かつ継続的に利益配分を行わせていただくことを基本としております。なお、経営基盤をより強固にする観点から、

拡大を続けておりますＳＭＯ事業のより一層の強化及び新規事業への積極的な投資が行えるよう、内部留保を充実

すること等を勘案し、配当を決定する方針です。

（３）目標とする経営指標

　当社における経営指標としては、株主資本当期純利益率（ROE）を重視して参りたいと考えており、中長期的に

はROE15％以上を目標としております。目標値を継続して達成できますよう全社を挙げて経営努力を重ねて参りま

す。

（４）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、ＳＭＯ事業をコアビジネスとして、順調に事業の拡大を図って参りました。今後は、これまでの経験及

び基盤を活かし、新しい成長ステージに向けて、次の経営戦略をもって事業を展開して参ります。

①コアビジネスの拡大

  ＳＭＯのリーディングカンパニーとして確固たる地位を確立することを目指して、受注の拡大とサービスの向上

に努め、以下の施策を推進して参ります。

　　ⅰ.病診（病院・診療所）連携を核とする各地域における治験ネットワーク構築への参画を通じた

　　　 優良な医療機関との提携及びそれによる効率的な症例の確保

　　ⅱ.大規模病院に対する継続的支援により、多数プロトコールの効率的実施支援の拡大

　　ⅲ.地方に基盤を有するＳＭＯとの提携及びＭ＆Ａをも含めた効率的な全国展開の推進

②業務の効率化

  環境変化へ適応し、業務効率と収益性の向上を図るため、ＩＴ化の推進及び雇用の多様化を実行して参りま

す。

③新規事業の開発と育成

　当社はサイトサポートとの社名が示しますように、「サイト=医療機関」の支援を使命とする企業であります。

今後の医療業界では大きな変革が予想されていますが、医療機関に新たな収益機会を提供する企業として、臨床試

験支援以外の新規事業への進出を図って参ります。

　また、新薬開発のゲノム創薬へのシフト等を見据えた、テーラーメイド医療関連ビジネス等、その他の新規事業

につきましても、積極的に取り組んで参ります。
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（５）会社の対処すべき課題

　当社のコアビジネスでありますＳＭＯ事業は、これまで順調に拡大して参りましたが、中小ＳＭＯを中心とする

低価格攻勢による受注競争が激しさを増す一方で、ＳＭＯ業界は、かつての乱立の時代から、大手を中心とした再

編淘汰の時代に入りつつあります。また、製薬業界においては、ＳＭＯが提供するサービスの質、量、スピード、

価格等について、従来以上の高い水準を要求する傾向にあり、より高度な医療に対する新薬の臨床試験のアウト

ソーシングを増加させる一方で、その効率化を目指し、委託するＳＭＯの選定を強化する傾向が顕著となってまい

りました。このことから、今後は従来の延長線ではなく、こちらサイドから新しい提案のできるＳＭＯが選別され

る時代に入ると考えられます。

　こうした経営環境のなかで、当社といたしましては、継続的に企業価値を高めていくために、コンプライアンス

遵守の経営を基本に、安定的に業績を拡大できるよう市場のニーズに迅速かつ適確に対応できる体制作りが重要で

あると認識しております。

　具体的には、教育訓練の充実によるサービスレベルの向上をはじめとして、営業力の強化策及び症例獲得とその

スピードの向上を通じた売上の拡大策、コスト削減策、業務効率の改善などにより、事業の拡大を図って参りま

す。

　また、新規事業におきましては、将来性の観点から逐次見直しを行いつつ、事業展開を図って参ります。

　これらの課題全体に取り組むためのインフラとなるべきＩＴを活用した総合的なシステム化により、サービスの

質・速さ・効率の向上に努めて参ります。　

（６）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　該当事項はありません。

 (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

　当社は、現在ＳＭＯ（Site Management Organization 治験施設支援機関）事業をコアビジネスとしております。同事

業は、新医薬品開発のプロセスにおいて、製薬企業の依頼を受けて臨床試験を実施する医療機関から、その業務の一部

を受託するものであります。

　ＳＭＯ業界は、製薬業界における「新薬開発の期間短縮のためには臨床試験の迅速化・効率化ならびに質の向上が不

可欠」との認識の高まりや、医療業界全般における診療報酬以外の新たな収益源の確保に対する期待などを背景として、

受注案件の増加による拡大が続いております。

　その一方で、製薬業界においては増え続ける研究開発費に対して歯止めを掛けるべく、ＳＭＯが提供するサービスの

質、量、スピード、価格等について、従来以上の高い水準でのバランスを要求する傾向が強まっており、業界内におい

て激しい受注競争が続いております。

　こうした環境のもと、当社は、当中間会計期間におきまして、早期の黒字回復を確実なものとするため、プロジェク

ト管理を行う専任チームを新設するなど早期の症例獲得と100％の症例達成率に主眼を置いたプロジェクト管理体制を構

築し、コスト削減による価格競争力の強化を柱とする事業の建て直しに注力いたしました。

　また、積極的な受注活動を行った結果、当中間会計期間における受注高は18億74百万円（前年同期比7.8％増）となり、

当期目標の38億円に向け概ね計画通りに推移しております。当中間会計期間末における受注残高は29億50百万円（前年

同期末比16.5％増）となりました。

　さらに、受注力の強化のため、臨床試験を実施する提携医療機関数を今期末までに700に拡充することを目標に掲げ、

その獲得にも注力したしました。その結果、当中間会計期間末における提携医療機関数は、564（前年同期末比88増加）

となり、そのうち病院数は214（前年同期末比39増加）、診療所数は350（前年同期末比49増加）となりました。

　受注案件の増加に対しても、シフト管理や業務プロセスなどの改善を通じた既存従業員の生産性の向上による対応を

図り、当中間会計期間末における臨時雇用者を含めた従業員数は227名（前年同期末比29名減少）となりました。　

　以上の結果、当中間会計期間における売上高は12億39百万円（前年同期期比15.6％増）、営業利益は1億23百万円（前

年同期は1億2百万円の営業損失）、経常利益は1億25百万円（前年同期は1億2百万円の経常損失）、中間純利益は59百万

円（前年同期は69百万円の純損失）となりました。

　売上高につきましては、プロジェクト管理の強化などの効果によって順調に計上できた他、一部の案件が予定より早

く終了して前倒しで計上されたことなどから、当初計画の10億85百万円を1億54百万円上回りました。営業利益につきま

しては、上述のとおり売上高が予想を上回った一方で、組織体制や業務プロセスの見直しなどによる総製造費用の削減

に努めた結果、売上総利益が3億74百万円と前年同期比で1億49百万円増加したことに加え、販売管理費及び一般管理費

を2億51百万円と前年同期比で76百万円削減した結果、前年同期比で大幅に改善いたしました。
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（２）財政状態

  　 当中間会計期間のキャッシュ・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２億70百万円増加（前年同期は１億33百

万円の減少）し、当中間会計期間末には17億34百万円となりました。　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　 営業活動の結果得られた資金は3億32百万円（前年同期は49百万円の使用）となりました。これは主に税引前中

間純利益で１億24百万円、売上債権の減少で58百万円、未成前受金の増加で47百万円、法人税等の還付額で67百万

円得られたことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

    投資活動の結果使用した資金は14百万円（前年同期は21百万円の使用）となりました。これは主に有価証券の

償還による収入で3億円得られた一方、投資有価証券の取得で2億99百万円、無形固定資産の取得で14百万円使用し

たことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　  財務活動の結果使用した資金は46百万円（前年同期は62百万円の使用）となりました。これは長期借入金の返

済で12百万円、配当金支払額で34百万円使用したことによるものです。

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りです。

決算期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 69.3 69.0 67.4 70.9 69.5

時価ベースの自己資本比率（％） 221.7 209.7 186.2 112.8 80.2

債務償還年数（年） 6.6 － － 0.7 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.6 － － 64.8 2,409.4

(注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　 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、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数により算出しております。なお、平

成17年3月期期末発行済株式数は平成17年5月20日の株式分割後の発行済株式数にて算出しております。

※ 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。

※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業キャッシュ・フロー及び

利息支払額を用いております。

※ 平成17年3月期末及び平成18年３月期中間会計期間末の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、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。

（３）通期の見通し

　  当中間会計期間の業績状況を踏まえ、平成18年11月7日に修正いたしました前記数値に、現在のところ変更ござ

いません。

  ＳＭＯ業界は、受注案件の増加による拡大が続くものの、中小ＳＭＯの低価格攻勢による厳しい受注競争が続く

ことも予想されます。

  このような経営環境のもと、当社といたしましては、通期計画の確実な達成に向け、提携医療機関の拡充を含む

積極的な受注活動を展開するとともに症例獲得率と症例獲得スピードの向上を通じた売上の着実な積み上げを図る

一方、より確度の高い受注予測および売上予測に基づいたコスト管理の強化を図って参ります。

  また、ＳＭＯ業界でのリーディングカンパニーとしての地歩を占めるため、強みである高い品質を確保しつつ、

採算性の向上を図る施策を着実に実施し、経営環境の変化にも柔軟に対応し得る企業体質造りに向けて、諸活動を

展開して参ります。
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（４）事業等のリスク 

　　当社の業績は、今後起こりうる様々な要因によりその影響を受ける可能性があります。このため、当社の事業展

開のリスク要因となる可能性があると思われる主な事項について、以下のとおり記載しております。

　さらに、当社としては必ずしも重要なリスクとは認識していない事項についても、当社の事業活動の理解上、あ

るいは投資判断上重要であると思われる事項についても、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点より記

載しております。

　また、当社はこれらのリスク発生の可能性を十分認識した上で、その発生の予防、回避及び万一発生の際の対応

策の策定等に努める方針です。

①国内臨床試験が空洞化するリスク

　現在、海外の臨床データを国内の審査用に受け入れるとしても、日本人を用いて開発薬剤に対する反応の人種

差が小さいことを証明する試験が求められておりますが、医薬品規制調和国際会議（ICH：International

 Conference on Harmonization)の活動を通じて、日欧米の間で医薬品の開発に必要とされるデータ・情報の相互

有効活用が進められております。この傾向が極端に進み、かつ製薬企業が日本以外の地域で臨床試験を実施する

ことを優先した場合、国内での臨床試験の実施件数が落ち込む可能性があります。

②国内製薬企業の研究開発能力の弱体化により、国内臨床試験が減少するリスク

　近年、製薬企業の合併統合などが行われ、一部の外資系製薬企業が巨大化してきております。これは、企業規

模を大きくすることで、開発に伴うリスク（開発の不成功）に対する体力を維持すること、また開発に要する莫

大な研究・開発経費を確保することが目的です。そのため、国内企業の国際的な地位は相対的に低下すると共に、

競争力の低下も危惧されております。厚生労働省もこうした傾向を危惧して対策案を策定しておりますが、今後

この傾向に拍車がかかって国内企業の体力が著しく低下した場合には、開発能力が低下して国内企業による臨床

試験の件数が減少する可能性があります。　

③医療機関で実施する臨床試験のアウトソーシング減少のリスク

　現在、臨床試験に関して外部からの支援を必要としている医療機関では、人材の不足や経験不足傾向が見られ

ますので、ＳＭＯに委託する医療機関が増加しつつあります。しかしながら、今後こうした医療機関が臨床試験

の実施を通じて経験を積み、かつ人材も自前で確保できるようになれば、外部からの支援を求めることなく臨床

試験を実施するようになる可能性があります。

④ＳＭＯの法令等による規制の強化のリスク

　平成15年7月ＧＣＰ省令が改定され、ＳＭＯが行う業務が法令上正式に認められました。ただし、厚生労働省で

は、ＳＭＯ業務について更に検討も行われつつあります。

　このため、ＳＭＯへのアウトソーシングに関する所轄官庁の方針等の変更如何によっては、当社の事業戦略や

経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤治験行為の社会的評価低下のリスク 

　当社が属するＳＭＯ業界は、製薬企業の新薬開発プロセスの中で、医療機関において実施される臨床試験をサ

ポートする事業を展開しております。そのため、臨床試験に対する社会的な評価が低下して不信感が生じ、被験

者が減少する等の状況が出現した場合には、ＳＭＯ業界は多大な影響を受け、当社もその例外ではありません。

⑥ＳＭＯ業界の競争激化のリスク

　我が国のＳＭＯ業界に関する正確なデータは現状において存在しておりませんが、従業員数が数名の会社まで

含めた場合には100から150社程度が存在していると言われており、昨今においても、ＳＭＯの成長性に着目した

新規参入が見られます。今後、ＳＭＯに関する法令での業務の明確化により淘汰が進み、その一方で多くの業者

が新規参入した場合には、当社においても、提携医療機関の獲得等に支障を来たす可能性や、受託料金が低下す

る可能性があります。
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⑦被験者からの損害賠償請求のリスク

　被験者の傷害や死亡といった事故が生じた場合には、基本的には臨床試験依頼者である製薬企業が補償を行う

こととなりますが、臨床試験実施医療機関と契約関係にある当社に故意もしくは重過失が見られた場合には、製

薬企業や当該被験者より被害に関する損失の賠償請求を受ける可能性があります。

　当社では、治験コーディネーター（ＣＲＣ）に対して、臨床試験実施に際してはＧＣＰ及び治験実施計画書(プ

ロトコール)を遵守する教育を徹底すること、被験者が臨床試験に参加する際に行うインフォームド・コンセント

等により被験者の自己責任において臨床試験を受ける旨の告知を徹底して実施することにより、被験者から賠償

請求される可能性を低減できると考えておりますが、当社の責任の所在を完全に否定できるものではありません。

従いまして、当社が関与する臨床試験において事故が生じた場合には、当社の事業展開や経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。　

⑧人材の大量離職のリスク

　当社の事業展開上、上述のように看護師、臨床検査技師及び薬剤師など医療関係の資格を有する者、かつ、医

療業務への従事経験を有する者が不可欠です。仮に当社から、これらの者が大量に離職した場合には、当社の事

業展開や経営成績などに影響が及ぶ可能性があります。

⑨人材の確保リスク

　当社の事業拡大にあたっては、看護師、臨床検査技師及び薬剤師など医療関係の資格を有する者、かつ、医療

業務への従事経験を有する者の採用が不可欠です。当社のＣＲＣでは、こうした資格を有した経験者を採用し、

東京本社における集合研修後、各拠点(オフィス)でＯＪＴ、ＯＦＦ ＪＴそれぞれ一定時間以上の教育研修を実施

した上で医療現場での業務を担当させていますが、人材採用や教育研修が計画通りに進まない場合には、当社の

事業展開や経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。

⑩製薬企業の新薬開発プロジェクト中止により受注案件がキャンセルされるリスク

　製薬企業等との契約に基づき、受注を行っておりますが、予測が不可能な理由により製薬企業等において新開

発プロジェクトが中止或いは延期される可能性があります。その場合は、受注案件がキャンセルされることとな

り、当社の経営成績に大きな影響を与える可能性があります。　

⑪売上計上時期遅延によるリスク

　当社の展開するＳＭＯ事業には、「症例実績型」（業務終了時に売上を一括計上する方式）と「業務実働型」

（実働に応じ毎月売上を計上する方式）との二つの売上計上方法が存在しております。特に「症例実績型」の売

上計上については、業務終了時に売上を一括計上する完成基準を採用しているため、業務終了の遅延といった事

象が生じた場合には、売上計上のタイミングが遅れ、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑫売上債権管理上のリスク

　当社は医療機関との間で業務委受託契約を締結し、ＳＭＯ事業に関するサービスの提供を行っていますが、別

途、医療機関への臨床試験依頼者である製薬企業を含めた三当事者による覚書を締結しております。この覚書に

よって、当社が医療機関へ提供したサービスの対価については、殆どの取引において製薬企業より直接当社へ支

払われる（当社にとって、サービスの提供先はあくまでも医療機関となりますが、売上債権先は製薬企業となり

ます。）こととなります。

　当社では、請求書発行後２ヶ月以内に回収しておりますが、従来は大手製薬企業が当社の提携医療施設へ依頼

した臨床試験に関し、当社がＳＭＯ事業者として関与するケースが大半でしたので、債権管理において特段の問

題は生じておりません。

　しかしながら、今後は、臨床試験が長期化する間に製薬企業の経営状況が変化する場合も考えられます。また、

今後、ゲノムベンチャー企業等の経営基盤の弱い新興企業の臨床試験案件への関与が増加する可能性もありま

す。

　当社では、今後、債権管理をより一層強化していく方針ですが、予測不能な事態が生じた場合には、売上債権

の回収に支障を来たす可能性があります。

－ 7 －



 (注意事項）

　本資料における業績予想や将来の予測等に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に

基づいて作成しております。これらの予測等には、様々な不確定要素が内在しており、結果的に実際の業績が見通

しと異なる可能性があります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,445,664   1,734,645   1,464,121   

２．営業未収入金  381,089   227,717   286,019   

３．有価証券  299,850   －   299,925   

４．未成プロジェクト支
出金

 580,663   401,084   421,911   

５．その他  96,426   70,574   152,355   

流動資産合計   2,803,693 91.3  2,434,022 81.1  2,624,333 90.3

Ⅱ　固定資産           

１. 有形固定資産 ※１          

（１）建物  27,216   22,998   24,897   

（２）器具備品  32,202   20,285   25,174   

有形固定資産合計  59,418   43,283   50,071   

２. 無形固定資産  114,861   133,424   140,671   

３. 投資その他の資産           

（１）投資有価証券  －   299,160   －   

（２）その他  93,136   92,077   91,520   

投資その他の資産合
計

 93,136   391,237   91,520   

固定資産合計   267,416 8.7  567,945 18.9  282,264 9.7

資産合計   3,071,110 100.0  3,001,967 100.0  2,906,598 100.0
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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．営業未払金  1,249   1,631   11,499   

２．１年以内返済予定長
期借入金

 33,340   18,750   25,000   

３．未払法人税等  －   43,751   －   

４．未成前受金  723,636   630,054   582,647   

５．賞与引当金  73,412   72,211   65,162   

６. 未成プロジェクト損
失引当金

 －   25,000   26,000   

７．その他 ※２ 125,828   92,438   102,282   

流動負債合計   957,466 31.2  883,838 29.4  812,592 28.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  18,750   －   6,250   

２．退職給付引当金  24,072   32,092   26,556   

固定負債合計   42,822 1.4  32,092 1.1  32,806 1.1

負債合計   1,000,288 32.6  915,931 30.5  845,398 29.1

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   673,427 21.9  － －  673,427 23.2

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,058,227   －   1,058,227   

資本剰余金合計   1,058,227 34.5  － －  1,058,227 36.4

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  500   －   500   

２．任意積立金  649   －   649   

３．中間（当期）未処分
利益

 338,018   －   328,396   

利益剰余金合計   339,168 11.0  － －  329,545 11.3

資本合計   2,070,822 67.4  － －  2,061,199 70.9

負債・資本合計   3,071,110 100.0  － －  2,906,598 100.0

 (純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

 １.資本金   － －  673,427 22.4  － －

 ２.資本剰余金           

 (１) 資本準備金  －   1,058,227   －   

 資本剰余金合計   － －  1,058,227 35.3  － －

 ３.利益剰余金           

  (１) 利益準備金　  －   500   －   

  (２) その他利益剰余金  －   －   －   

     繰越利益剰余金  －   353,882   －   

 利益剰余金合計   － －  354,382 11.8  － －

   株主資本合計   － －  2,086,036 69.5  － －

   純資産合計   － －  2,086,036 69.5  － －

 　負債純資産合計   － －  3,001,967 100.0  － －
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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   1,072,517 100.0  1,239,371 100.0  2,379,115 100.0

Ⅱ　売上原価   847,054 79.0  864,445 69.7  1,875,622 78.8

売上総利益   225,463 21.0  374,925 30.3  503,493 21.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   328,415 30.6  251,862 20.3  613,455 25.8

営業利益又は営業損
失（△）

  △102,952 △9.6  123,062 10.0  △109,962 △4.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  618 0.0  2,224 0.1  921 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  546 0.0  156 0.0  811 0.0

経常利益又は経常損
失（△）

  △102,880 △9.6  125,130 10.1  △109,852 △4.6

Ⅵ  特別利益   － －  － －  5,000 0.2

Ⅶ　特別損失 ※３  2,625 0.2  404 0.0  5,187 0.2

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△）

  △105,505 △9.8  124,725 10.1  △110,040 △4.6

法人税、住民税及び
事業税

 3,620   38,128   8,223   

法人税等調整額  △39,962 △36,341 △3.4 26,887 65,015 5.3 △39,477 △31,254 △1.3

中間純利益又は中間
（当期）純損失
（△）

  △69,163 △6.4  59,710 4.8  △78,785 △3.3

前期繰越利益   407,182   －   407,182  

中間(当期)未処分利
益

  338,018   －   328,396  
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(3）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 

純資産合計
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 
任意積立金

繰越利益

剰余金

 平成18年３月31日　残高（千円） 673,427 1,058,227 1,058,227 500 649 328,396 329,545 2,061,199 2,061,199

中間会計期間中の変動額

 　特別償却準備金の取崩し（注）     △649 649 － － －

 　剰余金の配当（注）      △34,874 △34,874 △34,874 △34,874

 　中間純利益      59,710 59,710 59,710 59,710

中間会計期間中の変動額合計（千

円）
－ － － － △649 25,485 24,836 24,836 24,836

 平成18年９月30日　残高（千円） 673,427 1,058,227 1,058,227 500 － 353,882 354,382 2,086,036 2,086,036

（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。
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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

    

税引前中間純利益又は
税引前中間(当期）純
損失（△）

 △105,505 124,725 △110,040

減価償却費  18,025 26,025 36,433

賞与引当金の増減額
（△は減少額）

 2,181 7,049 △6,067

退職給付引当金の増減
額（△は減少額）

 7,834 5,536 10,318

 未成プロジェクト損
失引当金の増減額（△
は減少額）

 － △1,000 26,000

受取利息及び受取配当
金

 △115 △395 △197

支払利息  425 156 687

オフィス移転費用  － － 315

売上債権の増減額
（△は増加額）

 60,213 58,302 155,282

たな卸資産の増減額
（△は増加額）

 △15,215 20,827 143,535

仕入債務の増減額
（△は減少額）

 439 △9,868 10,689

未成前受金の増減額
（△は減少額）

 153,326 47,407 12,337

未払消費税等の増減額
（△は減少額）

 △24,189 △5,853 △14,202

固定資産除却損  － 337 －

役員賞与支払額  △18,000 － △18,000

その他  △19,838 △7,894 △10,194

小計  59,580 265,355 236,898

利息及び配当金の受取
額

 190 211 197

利息の支払額  △372 △137 △600

法人税等の還付額  － 67,208 －

法人税等の支払額  △108,989 △515 △191,958

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △49,590 332,122 44,537
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

投資有価証券の取得に
よる支出

 － △299,160 －

有価証券の償還による
収入

 － 300,000 －

有形固定資産の取得に
よる支出

 △9,700 △176 △9,979

無形固定資産の取得に
よる支出

 △8,615 △14,782 △63,438

長期前払費用の取得に
よる支出

 △2,303 △566 △2,160

保証金等の預入による
支出

 △860 △51 △664

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △21,479 △14,735 △76,243

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

長期借入金の返済によ
る支出

 △28,332 △12,500 △49,172

配当金の支払額  △34,506 △34,362 △34,573

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △62,838 △46,862 △83,745

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（△は減少額）

 △133,908 270,524 △115,451

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,579,572 1,464,121 1,579,572

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 1,445,664 1,734,645 1,464,121

     

－ 14 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１. 資産の評価基準及び評価

方法

 (1) 有価証券

　　 その他有価証券 　　　

 (1) 有価証券

　　 その他有価証券 　　　

(1) 有価証券

　　その他有価証券 　　　

   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。

    同左

 

    同左

 

 (2）たな卸資産

未成プロジェクト支出金

　個別法による原価法によって

おります。

(2）たな卸資産

未成プロジェクト支出金

    同左

(2）たな卸資産

未成プロジェクト支出金

    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。

建物　　　３～15年

器具備品　３～15年

(1）有形固定資産

　      同左

　

 

 

(1）有形固定資産

      同左

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、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（５年）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

      　同左

　

(2）無形固定資産

      同左

 (3）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

　     同左

(3）長期前払費用

     同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権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

性を検討し、回収不能見込額を計

上することとしております。

　なお、当中間会計期間末の貸倒

引当金残高はありません。

(1）貸倒引当金

     　同左

 

 

 

 

 

(1）貸倒引当金

　売上債権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

性を検討し、回収不能見込額を計

上することとしております。

　なお、当期末の貸倒引当金残高

はありません。

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

　     同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えて、

賞与支給見込額の当期負担額を計

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。

　なお、退職給付債務の算定にあ

たっては、簡便法を採用しており

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、

当期末における退職給付債務に基

づき計上しております。

　なお、退職給付債務の算定にあ

たっては、簡便法を採用しており

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）

  (4) 未成プロジェクト損失引当金

 

──────

 

 (4) 未成プロジェクト損失引当金

  　 当中間会計期間末の仕掛プロ

　ジ ェクトのうち、当中間会計期

　間以降損失が発生すると見込ま

　れ、かつ、当中間会計期間末時

　点で当該損失額を合理的に見積る

  ことが可能なプロジェクトにつ

  いては、当該見積額を計上して

  おります。

　 (追加情報）

　  前事業年度末より、受注環境

　の変化により、受注プロジェク

　トの損失発生に備え財務の健全

　化を図るため、上記引当金を計

　上しております。この結果、当

　中間会計期間における営業利益、

　経常利益及び税引前中間純利

　益がそれぞれ25,000千円減少し

　ております。 

 (4) 未成プロジェクト損失引当金

　当事業年度末の仕掛プロジェク

トのうち、当事業年度以降損失が

発生すると見込まれ、かつ当事業

年度末時点で当該損失額を合理的

に見積もることが可能なプロジェ

クトについては、当該見積額を計

上しております。

（追加情報）

　当事業年度より、受注環境の変

化により、受注プロジェクトの損

失発生に備え財務の健全化を図る

ため、上記引当金を計上しており

ます。この結果、営業損失、経常

損失、及び税引前当期純損失がそ

れぞれ26,000千円増加しておりま

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（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か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　　      同左       同左

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

か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2,086,036千円であります。

　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）

──────  未払法人税等は負債及び純資産の合計額の1/100を超えた

ため、区分掲記することとしました。なお、前中間会計期

間は流動負債のその他に7,671千円含まれております。

　追加情報

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）

　　 ──────────── 　　 ──────────── 　　 ────────────
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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

71,098千円

※２. 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

の上、当該金額6,925千円を流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

※１. 有形固定資産の減価償却累計額

      56,987千円

※２. 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

の上、当該金額 11,058千円を流動負債

の「その他」に含めて表示しております。

※１. 有形固定資産の減価償却累計額

 75,633     千円

　　 ────────────

（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 115千円 法人税等還付加算金 1,828千円

有価証券利息 259千円

雑収入 723千円

※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 425千円 支払利息    156千円 支払利息     687 千円

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

オフィス移転に伴う損失 2,625千円 固定資産除却損    337千円 オフィス移転費用 2,360千円

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産 9,006千円

無形固定資産 8,267千円

有形固定資産 6,960千円

無形固定資産 17,857千円

有形固定資産   18,214千円

無形固定資産  16,643千円
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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  

　　 株式の種類 前事業年度末株式数
当中間会計期間増加　

株式数
当中間会計期間減少　

株式数
当中間会計期間末株式数

発行済株式     

普通株式（株） 3,487,400 － － 3,487,400

合計 3,487,400 － － 3,487,400

自己株式     

普通株式（株） － － － －

合計  － － － －

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

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）

当中間会計期間
末残高(千円）前事業年度末

当中間会計期
間増加

当中間会計期
間減少 

当中間会計期
間末

平成16年６月29日定時株主

総会決議　第１回
 普通株式 76,800 － － 76,800 －

平成16年６月29日定時株主

総会決議　第２回
 普通株式 23,200 － － 23,200 －

 合計  普通株式 100,000 － － 100,000 －

３.配当に関する事項  

決議  株式の種類
 配当金の総額
  （千円）

１株当たりの
配当額（円）

基準日  　効力発生日

平成18年6月27日

定時株主総会
 普通株式 34,874 10  平成18年3月31日  平成18年6月28日
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（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

（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）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,445,664

現金及び現金同等物 1,445,664

 （千円）

現金及び預金勘定 1,734,645

現金及び現金同等物 1,734,645

 （千円）

現金及び預金勘定 1,464,121

現金及び現金同等物 1,464,121

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及び

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）

器具備品 29,586 10,898 18,687

ソフト

ウェア
18,592 2,880 15,712

合計 48,178 13,778 34,400

 

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）

器具備品 25,593 8,454 17,139

ソフト

ウェア
25,563 7,997 17,565

合計 51,157 16,452 34,704

 

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）

器具備品 36,983 15,489 21,493

ソフト

ウェア
26,690 6,013 20,676

合計 63,673 21,503 42,169

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　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等

　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等

 　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,018千円

１年超 22,676千円

合計 34,694千円

１年内   11,383千円

１年超 23,834千円

合計 35,218千円

１年内 13,274千円

１年超 29,347千円

合計 42,621千円

(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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 3,267千円

減価償却費相当額 3,046千円

支払利息相当額 205千円

支払リース料  7,941千円

減価償却費相当額   7,464千円

支払利息相当額 538千円

支払リース料      11,491千円

減価償却費相当額  10,771千円

支払利息相当額    860千円

(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

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

割引金融債（ワリショー） 299,850

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

割引金融債（ワリショー） 299,160

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

割引金融債（ワリショー） 299,925

③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

 前事業年度末（平成18年３月31日現在）

当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

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。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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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 593.80円

１株当たり中間純損失金額 19.83円

１株当たり純資産額 598.16 円

１株当たり中間純利益金額  17.12円

１株当たり純資産額 591.04円

１株当たり当期純損失金額  22.59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

存在するものの１株当たり中間純損失

である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

間純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、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

報については、以下のとおりとなりま

す。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産

額

１株当たり純資産

額

592.49円 623.63円

１株当たり中間純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

13.83円 44.98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。　　　　　

　　　　　

　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、希薄化

効果を有している

潜在株式が存在し

ないため記載して

おりません。

 

 

 当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度におけ

る１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額

623.63円

１株当たり当期純利益金額

44.98円

　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、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失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）

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（千円）
△69,163 59,710 △78,785

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間純利益又は普通株

式に係る中間（当期）純損失（△）

（千円）

△69,163 59,710 △78,785

期中平均株式数（千株） 3,487 3,487 3,487

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

　平成16年６月29日定

時株主総会による新株

予約権方式のストック

オプション（株式の数

100千株）

　平成16年６月29日定

時株主総会による新株

予約権方式のストック

オプション（株式の数

100千株）

   平成16年６月29日定

時株主総会による新株

予約権方式のストック

オプション

（株式の数100千株）
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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）

　　──────────── 　　──────────── 　　────────────
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５．生産、受注及び販売の状況

（１） 生産実績

該当事項はありません。

（２） 受注状況

当中間会計期間の受注状況を事業別に示すと、次のとおりでありあます。

  （単位：千円）

事業別

前中間会計期間 

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

 

当中間会計期間 

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

 

前事業年度 

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

SMO事業 1,716,883 2,517,245 1,841,647 2,929,615 3,448,619 2,538,306

その他の事業 22,215 15,652 32,584 21,346 74,073 31,837

合　　　計 1,739,099 2,532,898 1,874,232 2,950,962 3,522,692 2,570,143

(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。

３．当中間会計期間から品目別から事業別に変更したため、前中間会計期間及び前事業年度分を変更後

　　の区分に組み替えて表示しております。

 

（３）販売実績

当中間会計期間における販売実績を事業別に示すと次のとおりであります。

    （単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

事業別

（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）

 

 金  額 構成比（％） 金  額 構成比（％） 金　額 構成比（％）

SMO事業 1,063,445 99.2 1,198,811 96.7 2,339,265 98.3

その他の事業 9,072 0.8 40,560 3.3 39,849 1.7

合　　　計 1,072,517 100.0 1,239,371 100.0 2,379,115 100.0

(注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当中間会計期間から品目別から事業別に変更したため、前中間会計期間及び前事業年度分を変更後

　　の区分に組み替えて表示しております。
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