
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,069円24銭 

３．配当状況 

※ 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。 

(財)財務会計基準機構会員

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月15日

上場会社名 株式会社Ｊストリーム 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 ４３０８ 本社所在都道府県  東京都 

(URL http://www.stream.co.jp) 

代  表  者 役職名 
代表取締役会長

兼社長 
氏名 白石 清 

問合せ先責任者 役職名 
執行役員 

広報ＩＲ室長 
氏名 保住博史 ＴＥＬ  （03）4363－7100 

決算取締役会開催日 平成18年11月15日 配当支払開始日 － 

単元株制度採用の有無 無     

(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 1,571 45.4 106 195.6 125 147.6 

17年９月中間期 1,080 17.6 36 ─ 50 ─

18年３月期 2,481  93  129  

 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 107 115.6 770 42

17年９月中間期 50 ─ 359 01

18年３月期 122  879 63

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 139,975株 17年９月中間期 139,293株 18年３月期 139,486 株

②会計処理の方法の変更 有 

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 3,537 3,144 88.9 22,413 70

17年９月中間期 3,138 2,926 93.2 20,966 26

18年３月期 3,388 3,010 88.8 21,535 10

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 140,287株 17年９月中間期 139,584株 18年３月期  139,781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 3,000  200  150  

・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 0 0 0

19年３月期（実績） 0 － 0

19年３月期（予想） － 0 0
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７．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   1,802,943 496,849 1,537,152 

２．受取手形 ※3  9,168 11,248 11,667 

３．売掛金   291,465 445,005 455,607 

４．たな卸資産   9,374 8,181 5,053 

５．預け金   500,000 1,550,000 500,000 

６．その他   54,884 155,471 92,087 

貸倒引当金   △120 △365 △202 

流動資産合計     2,667,715 85.0 2,666,390 75.4   2,601,366 76.8

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）器具備品   99,000 106,528 100,366 

(2）その他   47,584 49,161 42,015 

計   146,584 155,690 142,382 

２．無形固定資産       

(1）ソフトウェア   175,616 209,345 202,051 

(2）その他   12,174 27,620 12,568 

計   187,790 236,965 214,619 

３．投資その他の資
産 

      

(1）投資有価証券   49,000 102,273 104,000 

(2）関係会社株式   85,325 345,006 316,006 

(3）その他   1,808 31,086 9,876 

 計   136,133 478,365 429,883 

固定資産合計     470,508 15.0 871,021 24.6   786,885 23.2

資産合計     3,138,224 100.0 3,537,412 100.0   3,388,251 100.0 
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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．未払金   173,137 308,424 334,525 

２．未払法人税等   6,442 31,535 8,001 

３．賞与引当金   5,775 6,011 2,983 

４．その他 ※２ 26,314 47,091 32,543 

流動負債合計     211,670 6.8 393,062 11.1   378,053 11.2

負債合計     211,670 6.8 393,062 11.1   378,053 11.2

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     2,163,745 68.9 － －   2,169,223 64.0

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金   1,412,008 －   1,417,485 

資本剰余金合計     1,412,008 45.0 － －   1,417,485 41.8

Ⅲ 利益剰余金         

１．中間（当期）未
処理損失 

  649,200 －   576,511 

利益剰余金合計     △649,200 △20.7 － －   △576,511 △17.0

資本合計     2,926,554 93.2 － －   3,010,197 88.8

負債・資本合計     3,138,224 100.0 － －   3,388,251 100.0 

        

 (純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１.資本金     － －   2,182,379 61.7   － － 

２.資本剰余金                      

(1)資本準備金   －     1,430,642     －     

資本剰余金合計     － －   1,430,642 40.4   － － 

３.利益剰余金                      

（1）その他利益剰余
金 

                    

繰越利益剰余金   －     △468,672     －     

利益剰余金合計     － －   △468,672 △13.2   － － 

株主資本合計      － －   3,144,350 88.9   － － 

純資産合計     － －   3,144,350 88.9   － － 

負債純資産合計     － －   3,537,412 100.0   － － 
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(2) 中間損益計算書 

(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) 

  
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     1,080,513 100.0 1,571,110 100.0   2,481,640 100.0 

Ⅱ 売上原価     646,174 59.8 960,967 61.2   1,500,772 60.5

売上総利益     434,339 40.2 610,142 38.8   980,868 39.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    398,300 36.9 503,602 32.0   887,068 35.7

営業利益     36,039 3.3 106,540 6.8   93,800 3.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   15,582 1.4 22,299 1.4   36,508 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２   822 0.1 3,049 0.2   1,291 0.1

経常利益     50,799 4.6 125,790 8.0   129,017 5.2

Ⅵ 特別利益 ※３   353 0.1 － －   738 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   － － － －   4,769 0.2

税引前中間（当
期）純利益 

    51,152 4.7 125,790 8.0   124,986 5.0

法人税、住民税及
び事業税 

  1,145 25,411 2,290 

法人税等調整額    － 1,145 0.1 △7,459 17,951 1.1 － 2,290 0.1

中間（当期）純利
益 

    50,007 4.6 107,839 6.9   122,696 4.9

前期繰越損失     699,207 －   699,207

中間（当期）未処
理損失 

    649,200 －   576,511

        

 

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

その他利益剰余
金 

利益剰余金合計 
繰越利益剰余金

平成18年３月31日 残高 

       （千円） 
2,169,223 1,417,485 1,417,485 △576,511 △576,511 3,010,197 3,010,197 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 13,156 13,156 13,156   26,312 26,312 

中間純利益    107,839 107,839 107,839 107,839 

中間会計期間中の変動額 

合計     （千円） 
13,156 13,156 13,156 107,839 107,839 134,151 134,151 

平成18年９月30日 残高 

       （千円） 
2,182,379 1,430,642 1,430,642 △468,672 △468,672 3,144,350 3,144,350 
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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）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 同左 

  

  (2）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 

(2）その他有価証券 

同左 

  

  

(2）その他有価証券 

同左 

 ２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

仕掛品  

 個別法による原価法 

  

仕掛品 

同左 

  

 仕掛品 

 同左 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 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 

  その他（建物）  ３～15年 

その他（機械装置）  ６年 

器具備品     ４～20年 

    

  (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（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 

４．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 

 従業員への賞与支給に備え

るため、支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上

しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員への賞与支給に備え

るため、支給見込額のうち当

期の負担額を計上しておりま

す。 

５．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 

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。 

──── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事年度より、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。 

──── （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 3,144,350千円であります。

 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。 

──── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

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 ※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 

       281,969千円 276,869千円 251,464千円 

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２     ───── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的に重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めており

ます。 

同左   

※３      ───── ※３ 中間期末日満期手形  

 中間期末日満期手形の会計処理は、手形

交換日をもって決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれております。 

 受取手形 3,912千円 

※３      ───── 

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    7,274千円

有価証券利息    4,995千円

業務受託手数料収入    2,550千円

受取利息 8,161千円

業務受託手数料収入 13,063千円

受取利息 16,732千円

業務受託手数料 14,160千円

※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 

新株発行費    822千円 新株発行費 1,216千円 新株発行費 1,291千円

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

償却債権取立益 285千円    償却債権戻入益 738千円

 

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

      固定資産除却損 4,769千円 

 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     22,934千円

無形固定資産     24,732千円

有形固定資産 25,405千円

無形固定資産 34,735千円

有形固定資産 50,712千円

無形固定資産 56,136千円
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① リース取引 

② 有価証券 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 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。 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 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） 

 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、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） 

機械装置 18,200 6,673 11,526 

器具備品 150,124 72,382 77,742 

ソフトウェア 22,627 15,327 7,299 

合計 190,952 94,382 96,569 

  

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）

機械装置 18,200 10,313 7,886

器具備品 159,155 68,854 90,300

ソフトウェア 25,992 11,399 14,592

合計 203,347 90,568 112,779

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）

機械装置 18,200 8,493 9,706

器具備品 165,243 66,621 98,622

ソフトウェア 18,268 7,774 10,493

合計 201,712 82,889 118,823

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       44,596千円

１年超       53,570千円

合計        98,167千円

１年内 45,319千円

１年超 69,612千円

合計 114,931千円

１年内 48,331千円

１年超 72,690千円

合計 121,022千円

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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 

支払リース料       28,769千円

減価償却費相当額       27,361千円

支払利息相当額      1,363千円

支払リース料 28,784千円

減価償却費相当額 27,377千円

支払利息相当額 1,359千円

支払リース料 58,299千円

減価償却費相当額 56,163千円

支払利息相当額 2,690千円

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 
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（１株当たり情報） 

 （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株当たり純資産額 20,966円26銭

１株当たり中間純利益

金額 
  359円01銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
  355円92銭

１株当たり純資産額 22,413円70銭

１株当たり中間純利益

金額 
770円42銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
768円57銭

１株当たり純資産額 21,535円10銭

１株当たり当期純利益

金額 
879円63銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
873円01銭

      

  
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） 50,007 107,839 122,696 

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） 
50,007 107,839 122,696 

期中平均株式数（株） 139,293 139,975 139,486 

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） 1,208 337 1,058 

 （うち新株予約権） (1,208) (337) (1,058) 

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 

─── 

  

  

 新株予約権３種類

（新株予約権の数

1,277個） 

 新株予約権１種類

（新株予約権の数567

個） 
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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） 

───── ───── 平成18年３月22日開催の当社取締役会におい

て、子会社を設立することを決議し、平成18

年４月12日付で以下の通り子会社を設立いた

しました。 

（1）インターネットを利用した各種情報

提供サービス業 

（2）コンピュータシステムの企画、調

査、開発、販売、保守及びコンサル

ティング 

（3）コンピュータソフトウェアの企画、

分析、開発及び販売 

（4）コンピュータによるインターネット

への接続サービス 

 １．商号  株式会社BASIS PLANET 

 ２．本店所在地  東京都渋谷区渋谷三丁

目25番18号 

 ３．代表取締役社長  石松 俊雄（当社取締

役副社長） 

 ４．設立年月日  平成18年４月12日 

 ５．資本金  3,000万円（当社出資比

率96.7％、出資額2,900

万円） 

 ６．決算期  ３月末日 

 ７．主な事業内容   
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