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米国会計基準採用の有無  無 
 

１．18 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 

(1) 連結経営成績              （注）記載金額は百万円未満を切
 売  上  高 営 業 利 益 

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円   ％

4,992    （  6.2）

4,699    （  2.4）

百万円   ％

121    （  1.2）

119    （ 86.9）

18 年 3 月期 10,673              253              
 

 
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   ％

△210    （ ― ）

134    （ ― ）

円  銭

△22  98 

14  68 

18 年 3 月期 266              26  78 

(注)1．持分法投資損益    18 年 9 月中間期 △308 百万円 17 年 9 月中間期 △15 百万

  2．期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期  9,160,643 株  17 年 9 月中間期 9,195,20

  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

 

(2) 連結財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円 

11,996    

12,436    

百万円

5,017   

5,247   

41

42

18 年 3 月期 12,613    5,414   42

(注) 期末発行済株式数（連結）18 年 9 月中間期 9,095,200 株 17 年 9 月中間期 9,195,2
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 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

キャッシュ・

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円 

265    

△17    

百万円

△18   

△101   

△410

△474

18 年 3 月期 995    △169   △619

(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  ― 社  持分法
 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

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

２．19 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 
 売  上  高 経 常 利 益 

通   期 

百万円

11,400   

百万円

△160   

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）   △32 円 98 銭 
 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実

ける仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性が

及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の 5ページ（3.経営成績及び財政
 

平成 18 年 11 月 17 日 

JASDAQ 

東京都 

1－7777 

社の株式保有比率 ― ％ 

30 日） 

り捨てて表示しております。 
経 常 利 益 

百万円   ％

△202    （ ― ）

73    （ ― ）

209              

潜 在 株 式 調 整 後

1株当たり中間(当期)純利益

円  銭

―    

―    

―    

円 18 年 3 月期  14 百万円 

0 株 18 年 3 月期 9,195,200 株 

中間期増減率 

 1 株 当 た り 純 資 産

％ 

.8   

.2   

円  銭

551  67 

570  69 

.9   586  69 

00 株 18 年 3 月期 9,195,200 株 

よ る 

フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

百万円 

    

    

百万円

1,704   

1,068   

    1,868   

適用関連会社数  4 社 

  (除外) ― 社 

31 日） 
当 期 純 利 益 

百万円

△300   

な要因に係る本資料発表日現在にお

あります。業績予想の前提となる仮定

状態）を参照してください。 



１．企業集団の状況 
 

当企業グループは、㈱フォーカスシステムズ（当社）と連結子会社 3 社、㈱ビスタ、オープンテク

ノロジー㈱、㈱フォーカスピクチャーズ、及び持分法適用関連会社４社、㈱シーフォーテクノロジー、

㈱イノス、㈱ＩＴＭ、㈱ソキエにより構成されております。事業はソフトウェアの受託開発、システ

ム・メンテナンス、セキュリティ製品の開発、販売、及び映像の販売を行っております。 

グループ各社は、経営の３本柱（システムインテグレーション、ＩＴサービス事業、及び情報セキ

ュリティ事業）のもと、ＩＴ産業における有力企業グループとして社会に貢献し続けることを目指し

ております。 

また、技術革新のめまぐるしい今日、出資先企業の子会社化等も含めた投資により、最先端技術の

効果的な吸収・蓄積に努めております。 

当企業グループを図示しますと次のとおりとなります。 

 
 

㈱フォーカスシステムズ（当社） 

受注 

受注  

外注委託・製品仕入・販売

（持分法

㈱シーフォーテクノ

 情報セキュリティ

 暗号エンジン開発

 

㈱イノス 
ソフトウェア開発

 

㈱ＩＴＭ 
 医療、福祉ＩＴシ

医療セキュリティ

コンサルティング

 

㈱ソキエ 
 セキュリティ及び

コンサルティング

及びシステムの構

（連結子会社） 

㈱ビスタ 

協力会社管理 

人材育成・教育に関する 

受託業務 

 

 

オープンテクノロジー㈱ 

ＤＶＤ等新規メディアの 

コアソフト開発 

 

 

㈱フォーカスピクチャーズ 

映画・映像等コンテンツ 

制作・販売・輸入 

 

得意先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）㈱ソキエは、連結財務諸表に及ぼす影響が増したため、当中間連結会計

会社から、持分法適用関連会社となりました。 

 

 
 
 
 
 

2 
納品
適用関連会社） 
ロジー 
事業 
 

 

ステム及び 
技術の開発及び 
 

情報通信システム

業務及び開発、製

築、運用 

期間より持分法
納品
の 
造 

非適用の関連



 
２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当企業グループは、「公器としての企業の成長を通じ社会に貢献する」を経営理念とし、時代の

最先端を走る安全で効率的なソフトウェアの供給を通して、顧客満足を追及し、社員およびビジネ

スパートナーと共に成長し、株主への責任を果たしていくことを基本方針としております。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当企業グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しております。安定的

な配当の継続に留意するとともに、将来にわたり競争力の維持拡大に努め、企業価値の増大を図り、

業績の進捗状況によっては、配当性向を中心に考慮し、株主への利益配分政策を実行していく考え

であります。 

 

（３）目標とする経営指標 

当企業グループは、独立系技術者集団による先端技術提供会社であり続けるために、長期的な収

益力の強化を目指し、株主の視点から見た収益性を重視する観点から「ＲＯＥ（株主資本利益率）」

を目標数値とし、企業経営に取り組んでまいります。 

 

（４）中期的な会社の経営戦略 

情報ネットワークインフラの急速な整備・技術の進歩によるブロードバンドの普及に伴い、情報

漏洩等に起因するセキュリティ問題がクローズアップされており、社会問題に発展する事件が連日

のように起きております。 

そのような社会情勢下にあって、当企業グループでは、平成 13 年３月末、「情報セキュリティ事

業」の確立を重要テーマとして掲げ、Ｃ４暗号を中心として情報セキュリティ分野のニーズの掘り

起こしをしてまいりました。Ｃ４暗号の認知と製品開発・販売に重点を置きつつ、近年では、Ｃ４

暗号のみではなく、他の暗号及び技術との融合も図りつつ、情報セキュリティ分野に対する開発提

案を積み重ねております。さらに情報セキュリティの事後対策として、自社の情報管理体制を記録

として残せるデジタル・フォレンジック専用機器とソフトの取扱についても注力しております。 

また、主力のシステムインテグレーション事業におきましては、蓄積された豊富な業務知識と技

術力を武器に安定的受注を確保している組込みソフト分野に注力する一方、公共分野においては、

競争激化に備えるべく、新たな安定的優良顧客の獲得を図ってまいります。 

ＩＴサービス事業においては、景況感の好転に伴い「ネットワーク」を巡る民間設備投資がここ

数年は堅調に推移すると判断しており、その間に IP ネットワークのインフラ構築及びミドルウエ

アの技術習得に着目し、高度化・多様化する顧客ニーズを踏まえた事業展開を図ってまいります。 

また、ここ数年全社的な構造改革に取り組んできた結果、その効果が着実に現れております。今

後数年間はその手綱を緩めることなく、安定的成長軌道に回帰させてまいります。既に取得した

ISO9001:2000 の適用範囲拡大、平成 17 年に取得したプライバシーマーク、さらに今年度は ISMS 認

証の取得も視野に入れ、マネジメントレベルの向上を継続し、お客様からの信頼と満足度向上を図

ってまいります。 
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（５）会社の対処すべき課題 
   民間における景況感の好転は需要の回復という面で追い風になる一方、価格面での競争は回避で

きない状況にあります。また主力である開発部門、特に公共分野での競争激化は、将来的に当企業

グループの安定的経営基盤を揺るがすことにもなりかねません。 
このような状況をふまえ、当企業グループはより一層の利益管理の徹底と、グループに蓄積され

た資源（技術者・ノウハウ・製品等）の有効活用を軸に、新規事業戦略、パートナー戦略及び人材

戦略が不可欠と考えております。 
グループの総合力をこれまで以上に発揮するため、当企業グループとして以下のことに取り組ん

でまいります。 
①技術者情報の（統一基準による）一元管理の実現 

社員が長年に亘り培ってきたノウハウの管理及び情報の蓄積を全社的に管理し、優秀な社員の

流失、急な案件に対する取りこぼし等を防ぐために、技術者情報の再調査及び要員管理（特に活

用）の効率化に取り組んでまいります。 
②当企業グループのノウハウを武器とした、開発提案の拡大と上流工程への参画 

営業マインドの向上と営業要員の確保・教育に取り組んでまいります。従来、当企業グループ

の主要ビジネスモデルである「受託開発」において、技術者が培ったノウハウや人脈が、新規顧

客の獲得・新規事業への展開といった場合に、その機能を満足に発揮でないという課題がありま

した。技術者への営業マインドの注入、及び経営意識の醸成が成長路線回帰への必要条件と考え

取り組んでまいります。 
③事業部間を越えた新規事業への取り組み 

これまで社員のローテーション及び新規事業開拓は、各部門単位で実施されてきたため、その

枠組みを越え、全社的に横断的な取り組みをしてまいります。 
 

（６）親会社に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（７）内部管理体制の整備・運用状況 

当社の内部管理体制については、開発部門、管理部門がそれぞれ各部門内の組織相互間で内部

牽制制度の充実に努めるとともに、内部監査室を設置し、日常業務の適法性、適正性の監査を実

施し、各部門に対して業務改善に関する指摘、助言を行い、業務の効率化及び改善を図っており

ます。また、総務経理部、人事管理部、経営システム部を統括する管理本部において他の部門を

会計的、法務的観点から業務執行状況を逐一確認し、日常的に問題点を明確にし、早期に対応で

きる体制を構築しております。 

社内規程に関しましては、ISO9001 及びプライバシーマークの定期的な維持監査による運用確

認のほか、職務権限規程により責任と権限を明確にするとともに、組織改正、関連法令の改正に

おいても速やかに対応しております。 

内部管理体制における各部門の配置は以下のとおりです。 
 
 

 
監査役会 

  
取締役会 

  
代表取締役 

 
    報告 
 

 
内部監査室 

                                       報告 
            監査 
 

 
開発部門 

  
管理部門 

                     業務執行確認 
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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我が国経済は、業界間格差や企業間格差が見られるものの、企業収

益の改善、設備投資の拡大、雇用・所得環境の改善に伴う個人消費の増加基調が続き、景気は底堅

く推移しつつあります。企業のＩＴ投資需要につきましても、比較的堅調に推移しておりますが、

情報処理サービスやシステムインテグレーションの需要においては、エンドユーザーによる選別の

動きに伴う単価引き下げ要求、投資効果に対する厳しい要求が強まっていることなどから、収益性

確保に向けた環境は厳しい状況にあります。 

このような状況下、当企業グループは、ここ数年に亘り、収益力の回復に向けた施策に一貫して

取り組んでまいりました。 

部門別の状況を見ると、システムインテグレーション部門・ＩＴサービス部門においては、プロ

ジェクト管理手法の見直し、原価管理の徹底、及び受注判定の精度アップに一貫して取り組み、確

実に収益を出せる体制が整い、当中間連結会計期間におきましては、売上高、利益額とも計画通り

推移いたしました。 

情報セキュリティ部門におきましては、Ｃ４暗号の用途の広さに有力企業からの各種提案及び採

用、また情報セキュリティの事後対策として、自社の情報管理体制を記録として残せるデジタル・

フォレンジック製品の販売が軌道に乗りつつある一方で、当社の持分法適用関連会社である株式会

社シーフォーテクノロジーにおいて、受注した案件につき、「ソフトウェア取引の収益の会計処理

に関する実務上の取扱い」に基づく収益計上の見送り、上期に予定していた製品の発売時期の下期

へのずれ込みが発生いたしました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 4,992 百万円（前年同期比 6.2％増）、経常損

失 202 百万円（前中間連結会計期間は 73 百万円の経常利益）、中間純損失 210 百万円（前中間連結

会計期間は 134 百万円の中間純利益）となりました。 

 
 （２）財政状態 

現金及び現金同等物は、手元現金及び随時引き出し可能な預金からなっており、当中間連結会計

期間におきましては 163 百万円減少し、1,704 百万円であります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の税金等調整前中間純損失は 144 百万円となりました。売上債権の減少

537 百万円、棚卸資産の増加 485 百万円、持分法による投資損失 308 百万円等により、営業活動

の結果得られた資金は、265 百万円となりました。なお、前年同期に同活動により使用した資金

は 17 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主として貸付金の貸付による支出 36 百万円、貸付金の回収 67 百万円、有形固定資産の取得

による支出 44 百万円により、投資活動の結果使用した資金は、18 百万円となりました。なお、

前年同期に同活動により使用した資金は 101 百万円であります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

主として社債の償還による支出 377 百万円により、財務活動の結果使用した資金は、410 百万

円となっています。なお、前年同期に同活動により使用した資金は 474 百万円であります。 
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 （３）通期の見通し 

今後の我が国の経済につきましては、企業収益の改善による設備投資の増加、雇用・所得環境の

改善等による個人消費の拡大も予想されることから今後とも緩やかに景気は拡大すると考えられ

ます。一方で、情報サービス業界におきましては、受注競争の激化、情報化投資の選別の動きに伴

う単価引き下げ要求等により、厳しい環境が続くものの、業務効率化や情報漏洩対策など、各企業

のＩＴシステムに対するニーズは多様なものとなってきており、これらに対する開発・サービスの

需要は堅調に推移するものと見込まれます。当社の持分法適用関連会社である株式会社シーフォー

テクノロジーにおきましても、グループ会社の再編を視野に入れたグループ戦略の見直しを行い、

収益基盤を早急に確立できる営業体制を図ってまいります。 

このような状況のもと、通期の連結業績として、売上高 11,400 百万円（前連結会計年度比 6.8％

増）、経常損失 160 百万円（前連結会計年度は、209 百万円の経常利益）、当期純損失 300 百万円（前

連結会計年度は、266 百万円の当期純利益）を見込んでおります。 

 

 （注）業績予想につきましては、本資料作成日時点で入手可能な情報に基づいて当社で判断したもの

であり、実際の業績がこれらの予定数値と異なる場合がありますので、ご承知おきください 
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４．中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表 

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   1,242,117 1,886,876  2,046,962

２ 受取手形及び売掛金 ※２  1,862,522 1,913,286  2,450,520

３ たな卸資産   1,660,819 1,340,153  854,450

４ 繰延税金資産   283,138 348,895  319,247

５ その他   741,452 429,813  519,064

６ 貸倒引当金   △71,631 △10,586  △52,023

流動資産合計   5,718,419 46.0 5,908,439 49.3  6,138,222 48.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※1,2  566,141 542,388  550,189

(2) 土地 ※２  3,304,710 3,304,710  3,304,710

(3) その他 ※１  112,526 99,256  97,939

 有形固定資産合計   3,983,379 32.0 3,946,355 32.9  3,952,839 31.3

２ 無形固定資産    

 (1) ソフトウェア   264,269 188,904  232,449

 (2) その他   126,951 85,710  95,694

   無形固定資産合計   391,220 3.2 274,615 2.3  328,143 2.6

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２  962,616 752,835  1,057,223

(2) 投資その他の資産   845,588 785,205  736,865

(3) 繰延税金資産   580,235 392,982  465,240

(4) 貸倒引当金   △45,150 △64,000  △64,550

 投資その他の 
 資産合計 

  2,343,290 18.8 1,867,024 15.5  2,194,780 17.4

固定資産合計   6,717,891 54.0 6,087,995 50.7  6,475,763 51.3

資産合計   12,436,310 100.0 11,996,435 100.0  12,613,986 100.0
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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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   659,544 777,477  762,945

２ 短期借入金 ※２  614,700 526,800  382,800

３ 一年以内償還社債   658,000 954,000  754,000

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２  779,968 885,068  820,318

５ 賞与引当金   343,794 315,440  280,596

６ その他   310,884 440,769  408,529

流動負債合計   3,366,892 27.1 3,859,555 32.2  3,409,189 27.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   2,077,000 1,475,000  2,052,000

２ 長期借入金 ※２  1,372,332 1,244,920  1,349,764

３ 退職給付引当金   363,463 395,639  379,889

４ その他   4,756 3,737  4,247

固定負債合計   3,817,552 30.7 3,119,297 26.0  3,785,900 30.0

負債合計   7,184,444 57.8 6,978,852 58.2  7,195,090 57.1

(少数株主持分)    

少数株主持分   4,236 0.0 ― ―  4,204 0.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,905,422 23.4 ― ―  2,905,422 23.0

Ⅱ 資本剰余金   1,949,999 15.7 ― ―  1,949,999 15.4

Ⅲ 利益剰余金   343,403 2.8 ― ―  474,711 3.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金   48,937 0.4 ― ―  84,689 0.7

Ⅴ 自己株式   △132 △0.0 ― ―  △132 △0.0

   資本合計   5,247,630 42.2 ― ―  5,414,691 42.9

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  12,436,310 100.0 ― ―  12,613,986 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 2,905,422  ―

２ 資本剰余金   ― 1,949,999  ―

３ 利益剰余金   ― 142,438  ―

４ 自己株式   ― △46,819  ―

株主資本合計   ― ― 4,951,041 41.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
差額金 

  ― 61,926  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 61,926 0.5  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 4,614 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 5,017,582 41.8  ― ―

負債、純資産合計   ― ― 11,996,435 100.0  ― ―
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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 ※１  4,699,393 100.0 4,992,895 100.0  10,673,250 100.0

Ⅱ 売上原価   4,023,428 85.6 4,260,480 85.4  9,333,118 87.4

売上総利益   675,965 14.4 732,414 14.6  1,340,131 12.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  555,968 11.8 610,911 12.2  1,086,197 10.2

営業利益   119,997 2.6 121,503 2.4  253,934 2.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び配当金  12,834 11,679 23,728 

２ 家賃収入  10,890 10,948 21,838 

３ 保険還付金  2,661 ― ― 

４ 持分法による 
投資利益 

 ― ― 14,392 

５ その他  13,826 40,212 0.9 23,659 46,286 0.9 24,863 84,822 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  28,505 25,886 52,428 

２ 社債利息  16,183 15,796 34,726 

３ 社債発行費償却  10,980 ― 16,354 

４ 持分法による 
  投資損失 

 15,734 308,274 ― 

５ その他  15,215 86,619 1.8 20,621 370,579 7.4 25,269 128,779 1.2

経常利益(△損失)   73,590 1.6 △202,788 △4.1  209,977 2.0

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  32,283 ― 32,283 

２ 持分変動益  14,051 58,121 13,452 

３ 保険積立金解約益  180,062 ― 180,062 

４ 外注費和解金  ― ― 207,810 

５ その他  777 227,174 4.8 ― 58,121 1.2 6,727 440,336 4.1

Ⅶ 特別損失    

１ 投資有価証券評価損  9,999 ― 9,999 

２ 貸倒引当金繰入額  20,000 ― 19,400 

３ 固定資産除却損  25,891 ― 46,425 

４ 未収入金等貸倒償却  ― ― 41,127 

５ たな卸資産評価損  ― 55,891 1.2 ― ― ― 103,954 220,906 2.1

税金等調整前中間 
(当期)純利益(△損失)

  244,872 5.2 △144,667 △2.9  429,407 4.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 13,990 7,080 12,899 

法人税等調整額  92,409 106,400 2.3 58,233 65,313 1.3 146,758 159,657 1.5

少数株主利益   3,502 0.1 560 0.0  3,471 0.0

中間(当期) 
純利益(△損失) 

  134,969 2.9 △210,541 △4.2  266,278 2.5
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③ 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  1,949,999 1,949,999

Ⅱ 資本剰余金 
中間期末(期末)残高 

 1,949,999 1,949,999

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  254,409 254,409

Ⅱ 利益剰余金増加高  

1. 中間(当期)純利益  134,969 134,969 266,278 266,278

Ⅲ 利益剰余金減少高  

1. 配当金  45,976 45,976 45,976 45,976

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

 343,403 474,711
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④ 中間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 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金
利益  

剰余金 

その他利

益剰余金

 

資本金 

資本準備金
繰越利益

剰余金 

自己 

株式 

株主資本

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高 

(千円) 
2,905,422 1,949,999 474,711 △132 5,330,000 84,689 4,204 5,418,893

中間連結会計期間中の変動

額（千円） 
  

剰余金の配当（注）  △91,952 △91,952  △91,952

役員賞与（注）  △20,000 △20,000  △20,000

中間純損失  △210,541 △210,541  △210,541

持分法適用会社の 

増加による減少 
 △9,779 △9,779  △9,779

自己株式の取得  △46,686 △46,686  △46,686

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額  

（純額） 

 △22,763 410 △22,353

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
― ― △332,273 △46,686 △378,959 △22,763 410 △401,312

平成 18 年 9 月 30 日残高 

（千円） 
2,905,422 1,949,999 142,438 △46,819 4,951,041 61,926 4,614 5,017,582

（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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⑤ 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)純利益(△損
失) 

 244,872 △144,667 429,407

減価償却費  45,279 37,025 92,842

ソフトウェア償却額  74,597 60,525 156,881

貸倒引当金の増加額(△
減少額) 

 23,678 △41,987 23,471

退職給付引当金の増加額  19,045 15,750 35,471

賞与引当金の増加額  94,604 34,844 31,406

受取利息及び受取配当金  △12,834 △11,679 △23,728

支払利息  28,505 25,886 52,428

社債利息  16,183 15,796 34,726

棚卸資産評価損  ― ― 103,954

持分法による投資損失又
は利益(△) 

 15,734 308,274 △14,392

投資有価証券売却益  △32,283 ― △32,283

投資有価証券評価損  9,999 ― 9,999

保険積立金解約益  △180,062 ― ―

持分変動益  △14,051 △58,121 △13,452

売上債権の減少額(△増
加額) 

 419,275 537,234 △168,723

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

 △465,298 △485,703 341,070

仕入債務の増加額 
(△減少額) 

 △134,777 14,531 △31,376

未払消費税等の減少額  △94,644 △58,922 △18,730

役員賞与  ― △20,000 ―

その他  △11,105 74,069 87,005

小計  46,719 302,857 1,095,977

利息及び配当金の受取額  12,370 11,697 24,740

利息の支払額  △39,642 △44,127 △89,600

法人税等の支払額  △36,558 △4,959 △35,389

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △17,110 265,467 995,729
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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 

 

定期預金の預入による支出  △4,815 △5,000 △10,400

投資有価証券の取得 
による支出 

 ― ― △14,000

投資有価証券の売却 
による収入 

 95,558 ― 95,558

貸付金の貸付による支出  △171,300 △36,435 △215,800

貸付金の回収による収入  36,968 67,722 103,861

有形固定資産の取得 
による支出 

 △49,695 △44,508 △75,980

ソフトウェアの取得 
による支出 

 △9,699 △12,300 △60,822

投資事業組合分配収入  2,042 10,000 7,825

その他  △213 1,637 △213

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △101,154 △18,884 △169,971

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

短期借入金の純増減額  △338,900 144,000 △570,800

長期借入金による収入  150,000 400,000 580,000

長期借入金の返済 
による支出 

 △495,090 △440,094 △907,308

社債の発行による収入  500,000 ― 900,000

社債の償還による支出  △245,000 △377,000 △574,000

自己株式の取得による支出  ― △46,686 ―

配当金の支払額  △45,452 △90,251 △47,097

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △474,442 △410,032 △619,205

Ⅳ 現金及び現金同等物 
の増加額（△減少額） 

 △592,708 △163,448 206,551

Ⅴ 現金及び現金同等物 
期首残高 

 1,661,704 1,868,256 1,661,704

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,068,996 1,704,807 1,868,256
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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 

(1) 連結の範囲に関する事

項 

 連結子会社の数 ３社 

 連結子会社名 

  ㈱ビスタ、オープンテ

クノロジー㈱、㈱フォ

ーカスピクチャーズ 

   

従来、連結子会社であ

った㈱カネットは、平

成17年9月26日に株式

を売却したため、当中

間連結会計期間より連

結の範囲から除外して

おります。 

(1) 連結の範囲に関する事

項 

 連結子会社の数 ３社 

 連結子会社名 

  ㈱ビスタ、オープンテ

クノロジー㈱、㈱フォ

ーカスピクチャーズ 

   

 

すべての子会社を連結して

おります。 

 連結子会社の数 ３社 

連結子会社名 

  ㈱ビスタ、オープンテ

クノロジー㈱、㈱フォ

ーカスピクチャーズ 

 

従来、連結子会社であ

った㈱カネットは、平

成17年9月26日に株式

を売却したため、当連

結会計年度より連結の

範囲から除外しており

ます。 

 

 (2) 非連結子会社 

㈱ＩＴＭ１社でありま

す。 

連結の範囲から除いた

理由 

非連結子会社㈱ＩＴＭ

は、小規模会社であり、

総資産、売上高、中間

純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため

であります。 

  

   従来、非連結子会社で

あった㈱ＩＴＭは、平

成18年3月27日に株式

の一部売却に伴い関連

会社となったため、当

連結会計年度より非連

結子会社から関連会社

となっております。 
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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) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法を適用している

非連結子会社及び関連

会社 

 子会社の数  １社 

 子会社名 

  ㈱ＩＴＭ 

 

関連会社の数 ２社 

 関連会社名 

  ㈱イノス 

  ㈱シーフォーテクノロ

ジー 

 

(1) 持分法を適用している

非連結子会社及び関連

会社 

 

 

 

 

関連会社の数 ４社 

 関連会社名 

  ㈱イノス 

  ㈱シーフォーテクノロ

ジー 

㈱ＩＴＭ 

㈱ソキエ 

従来、持分法非適用で

あった㈱ソキエは、連

結財務諸表に及ぼす影

響が増したため、当中

間連結会計期間から、

持分法適用関連会社と

なりました。 

(1) 持分法を適用している

非連結子会社及び関連

会社 

 

 

 

 

関連会社の数 ３社 

 関連会社名 

  ㈱イノス 

  ㈱シーフォーテクノロ

ジー 

㈱ＩＴＭ 

 

 (2) 持分法非適用の関連会

社 

 関連会社の数 １社 

 関連会社名 

  ㈱ソキエ 

  持分法を適用していな

い関連会社（㈱ソキエ）

は、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体として

も重要性がないため持

分法の適用範囲から除

外しております。 

 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ㈱シーフォーテクノロ

ジーに対する持分法の

適用にあたっては、同

社の中間連結財務諸表

を基礎としておりま

す。 

(2) 持分法非適用の関連会

社 

 関連会社の数 １社 

 関連会社名 

  ㈱ソキエ 

  持分法を適用していな

い関連会社（㈱ソキエ）

は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要

性がないため持分法の

適用範囲から除外して

おります。 

(3) ㈱シーフォーテクノロ

ジーに対する持分法の

適用にあたっては、同

社の連結財務諸表を基

礎としております。 

 
３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

全ての連結子会社の中間期

の末日は、中間連結決算日

と一致しております。 

同左 全ての連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と

一致しております。 
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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) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

   

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

 イ その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は、

全部資本直入法に

より処理し、売却原

価は、移動平均法に

より算定) 

   時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

 イ その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

   時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

 イ その他有価証券 

   時価のあるもの 

期末日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は、全部資本

直入法により処理

し、売却原価は、移

動平均法により算

定) 

時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 イ 製品……移動平均法

による低価

法 

 ロ 仕掛品…個別法によ

る原価法 

(2) たな卸資産 

 イ 製品 

同左 

 

 ロ 仕掛品 

同左 

 

ハ 貯蔵品…最終仕入

原価法 

 

(2) たな卸資産 

 イ 製品 

同左 

 

 ロ 仕掛品 

同左 

 

 ハ 貯蔵品 

同左 

 

 (3) デリバティブ 

   時価法 

(3) デリバティブ 

同左 

(3) デリバティブ 

同左 

 (2) 重要な減価償却

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。ただし、平成10年４

月１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。なお、取得

価額100千円以上200千円

未満の有形固定資産につ

いては、３年間で均等償

却する方法を採用してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

   主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

  建物   ８～50年 

  器具備品 ３～20年 

      

 

(2) 無形固定資産 

  定額法 

  ただし、市場販売目的

のソフトウェアについて

は、販売見込期間(３年)、

また、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

利用可能期間(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 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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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) 重要な繰延資産

の処理方法 

社債発行費 

  支出時に全額費用とし

て処理しております。 

 社債発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

    

 (4) 重要な引当金の

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、連

結会社間の債権債務

を相殺消去した後の

債権を基準として、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。 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給

に充てるため、賞与支

給見込額のうち当中

間連結会計期間対応

分の金額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込

額のうち当期対応分の

金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。 

   数理計算上の差異に

ついては、各連結会計

年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(５年)による按分額

をそれぞれ発生した

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

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。 

   数理計算上の差異に

ついては、各連結会計

年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(５年)による按分額

をそれぞれ発生した

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。 

   過去勤務債務につい

ては、その発生時の従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年

数（5年）による按分

額を費用処理してお

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、当連結会計年度末

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。 

   数理計算上の差異に

ついては、各連結会計

年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(５年)による按分額

をそれぞれ発生した

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 
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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) 

 (5) 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。 

同左 同左 

 (6) 重要なヘッジ会

計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。ただし、

特例処理の要件を満た

す金利スワップについ

ては、特例処理を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段は金利スワ

ップ取引であります。

ヘッジ対象は変動金利

借入金利息でありま

す。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  金利変動リスクを回避

する目的で金利スワッ

プ取引を利用すること

としており、投機的な

取引及び短期的な売買

損益を得るための取引

は行わない方針であり

ます。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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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) 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  デリバティブ取引のリ

スク管理は、経理部内

の相互牽制機能とチ

ェックにより行って

おり、取引の実行に際

しては、経理部長及び

経理担当役員が取引

高及び内容を確認し、

取引を決定し、取締役

会に随時報告を行っ

ております。ヘッジ手

段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要

な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及

びその後も継続して

相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を相

殺するものと想定で

きるため、ヘッジの有

効性の判定は省略し

ています。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  デリバティブ取引のリ

スク管理は、管理本部

内の相互牽制機能と

チェックにより行っ

ており、取引の実行に

際しては、管理本部長

及び財務担当役員が

取引高及び内容を確

認し、取引を決定し、

取締役会に随時報告

を行っております。ヘ

ッジ手段の想定元本

とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一

であり、かつヘッジ開

始時及びその後も継

続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変

動を相殺するものと

想定できるため、ヘッ

ジの有効性の判定は

省略しています。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

デリバティブ取引のリ

スク管理は、経理部内

の相互牽制機能とチ

ェックにより行って

おり、取引の実行に際

しては、経理部長及び

経理担当役員が取引

高及び内容を確認し、

取引を決定し、取締役

会に随時報告を行っ

ております。ヘッジ手

段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要

な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及

びその後も継続して

相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を相

殺するものと想定で

きるため、ヘッジの有

効性の判定は省略し

ています。 

 (7) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

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、

手許現金及び随時引き出し

可能な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

金及び随時引き出し可能な

預金からなっております。
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会計処理の変更 
 

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。 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「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。 

 （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。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は5,012,968千円であります。

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、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、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) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日

より適用となり、「金融商品会計に関する実務指針」（会計

制度委員会報告第14号）が平成17年2月15日付で改正され

たことに伴い、当中間連結会計期間から投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証券とし

て表示する方法に変更いたしました。 

なお、当中間連結会計期間の投資有価証券に含まれる当

該出資の額は51,619千円であります。 
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注記事項 
(中間連結貸借対照表関係) 

 

項目 
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 有価固定資産の

減価償却累計額 

872,521千円 913,521千円 908,154千円

※２ 担保に供してい

る資産及びこれ

に対する債務 

担保に供している資産 

受 取 手 形 

及び売掛金 
232,000

千

円

建物及び 
構築物 

424,333  

土地 3,110,792  

投資 
有価証券 

18,140  

計 3,785,266  

  

上記に対応する債務 

短期 
借入金 

161,320千円
 
長期 
借入金 

1,834,300 

計 1,995,620 
 

担保に供している資産 

受 取 手 形

及び売掛金
226,000

千

円

建物及び 
構築物 

519,036  

土地 3,287,792  

投資 
有価証券 

21,600  

計 4,054,430  

 

上記に対応する債務 

短期 
借入金 

461,240 
千
円

 
長期 
借入金 

1,699,992 

計 2,161,232 
 

担保に供している資産 

受 取 手 形 

及び売掛金 
292,000

千

円

建物及び 
構築物 

533,433  

土地 3,287,792  

投資 
有価証券 

24,000  

計 4,137,226  

 

上記に対応する債務 

短期 
借入金 

280,200 千円
 
長期 
借入金 

1,925,716 

計 2,205,916 
 

 (注)長期借入金には、１年

以内返済予定額が含ま

れております。 

(注) 同左 (注) 同左 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

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 売上高の季節的

変動 

 当社グループの売上高は

受注プロジェクトの納期が

下期に片寄っていることに

より、連結会計年度の上期

と下期との間に著しい相違

があります。 

 なお、当中間連結会計期

間末に至る一年間の売上高

は次のとおりであります。

前連結会計 
年度の下期 
の売上高 

6,047,027千円

 
当中間連結 
会計期間の 
売上高 

4,699,393  

計 
10,746,42

0
 

 当社グループの売上高は

受注プロジェクトの納期が

下期に片寄っていることに

より、連結会計年度の上期

と下期との間に著しい相違

があります。 

 なお、当中間連結会計期

間末に至る一年間の売上高

は次のとおりであります。

前連結会計
年度の下期
の売上高 

5,973,857 千円

 
当中間連結
会計期間の
売上高 

4,992,895  

計 
10,966,75

2
 

 

※２ 販売費及び一般

管理費の主要な

費目及び金額 

役員報酬 130,172千円

減価償却費 23,474 

接待交際費 22,049 

給料手当 128,921 

賞与引当金 
繰入額 

28,712 

  
 

役員報酬 131,817千円

減価償却費 17,436 

接待交際費 16,038 

給料手当 135,515 

賞与引当金 
繰入額 

18,079 

  
 

役員報酬 258,686千円

減価償却費 42,695 

接待交際費 40,682 

給料手当 247,872 

賞与引当金 

繰入額 
52,792 

貸倒引当金 
繰入額 

673 
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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.発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 9,195,365 ― ― 9,195,365 

 
2.自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株）（注） 165 100,000 ― 100,165 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、定款に基づく取締役会決議による買取りによるものであります。 

 
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29日  

定時株主総会 
普通株式 91,952 10 平成18年3月31日 平成18年6月30日 
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(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) 

(平成17年９月30日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

1,242,117 千円

定期預金 △166,001 

定期積金 △3,000 

別段預金 △4,118 

現金及び 
現金同等物 

1,068,996 

 

(平成18年９月30日)

 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載され

ている科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

1,886,876 千円

定期預金 △166,003

定期積金 △14,000

別段預金 △2,065

現金及び 
現金同等物

1,704,807

  

(平成18年３月31日)

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

2,046,962 千円

定期預金 △166,002

定期積金 △9,000

別段預金 △3,703

現金及び 
現金同等物 

1,868,256
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(リース取引関係) 
 

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) 

 

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 

 
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) 

その他 
(工具器 
具及び 
備品) 

27,188 11,865 15,322 

合計 27,188 11,865 15,322 

(2) 未経過リース料中間期末残
高相当額 
１年内 6,466千円 
１年超 9,765 

合計 16,231 
 

(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 

 
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)

その他
(工具器
具及び
備品) 

27,188 18,287 8,901

合計 27,188 18,287 8,901

(2) 未経過リース料中間期末残
高相当額 
１年内 6,699千円
１年超 3,065 

合計 9,765 
 

(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) 

期末残高
相当額
(千円)

その他
(工具器
具及び
備品) 

27,188 15,076 12,112

合計 27,188 15,076 12,112

(2) 未経過リース料期末残高相
当額 
１年内 6,581千円
１年超 6,445 

合計 13,027 
 

 (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 3,467千円 
  
減価償却費 
相当額 

3,210 
  
支払利息 
相当額 

319 
 

(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 3,467千円
 
減価償却費 
相当額 

3,210 
  
支払利息 
相当額 

205 
 

(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 6,934千円
 
減価償却費 
相当額 

6,421 
  
支払利息 
相当額 

582 
 

 (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 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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 35,282 128,411 93,129 

 （2）その他 168,739 145,811 △22,927 

合計 204,021 274,223 70,201 

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもので、減損処理を行ったものはありません。 

 
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) 

(1) その他有価証券  

   非上場株式 25,251 

転換社債 40,000 

   投資事業有限責任組合への出資 （注） 51,619 

（注）「投資事業有限責任組合への出資」については、時価評価に係る差額金（税効果相当額控除後）を連結貸借対照表

の「その他有価証券評価差額金」に計上しております。 

 
 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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 35,282 142,985 107,703 

 （2）その他 168,499 148,443 △20,055 

合計 203,781 291,429 87,647 

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもので、減損処理を行ったものはありません。 

 
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) 

(1) その他有価証券  

   非上場株式 39,251 

転換社債 40,000 

   投資事業有限責任組合への出資 （注） 42,032 

（注）「投資事業有限責任組合への出資」については、時価評価に係る差額金（税効果相当額控除後）を連結貸借対照表

の「その他有価証券評価差額金」に計上しております。 
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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 35,282 177,818 142,535 

 (2) その他 168,739 145,449 △23,289 

合計 204,021 323,268 119,246 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるもので減損処理を行ったものはありません。 

 
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) 

(1) その他有価証券  

   非上場株式 75,251 

転換社債 40,000 

   投資事業有限責任組合への出資 （注） 54,649 

（注）「投資事業有限責任組合への出資」については、時価評価に係る差額金（税効果相当額控除後）を連結貸借対照表

の「その他有価証券評価差額金」に計上しております。 
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(デリバティブ取引関係) 
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)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) 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

デリバティブ取引(金利スワップ取引)については、すべてヘッジ会計を適用しております。 
 
(セグメント情報) 

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)、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、営業利益の金額の合計額に占めるソフトウェアの開発・販売事業の割

合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

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) 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

 
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) 
海外売上高がないため、該当事項はありません。  
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(１株当たり情報) 
 

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株当たり純資産額 570円69銭 551円67銭 586円69銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益(△損失) 

14円68銭 △22円98銭 26円78銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

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
中間純損失が生じている
ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につ
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(当期)純利益(△損失)金額の算定上の基礎は以下の通りであります。 

 

 
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(△損失)金額(円) 

中間(当期)純利益(△損失)(千円) 134,969 △210,541 266,278

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 20,000

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(△損失)(千円) 

134,969 △210,541 246,278

期中平均株式数(千株) 普通株式    9,195 普通株式    9,160 普通株式    9,195

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（新株予約
権の数816,500個） 

新株予約権（新株予約
権の数791,500個） 

新株予約権（新株予約
権の数801,500個） 

 
(重要な後発事象) 
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) 
 

該当事項はありません。 
 

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) 
 
該当事項はありません。 

 
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) 
 
 該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
 
(1) 生産実績 

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)事業の種類別の名称 

金額（千円）構成比（％）金額（千円）構成比（％）金額（千円） 構成比（％）

システムインテグレーション 3,653,764 70.9 3,184,905 66.7 6,245,126 68.8

ＩＴサービス 1,139,890 22.1 1,232,319 25.8 2,175,192 23.9

セキュリティ 160,286 3.1 167,729 3.5 350,459 3.9

その他 201,577 3.9 190,724 4.0 309,401 3.4

合計 5,155,518 100.0 4,775,678 100.0 9,080,179 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

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)事業の種類別の名称 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

システムインテグレーション 6,789,203 4,597,181 6,839,120 4,391,601 7,093,038 934,419

ＩＴサービス 2,283,412 1,374,905 1,778,846 579,477 2,338,412 170,313

セキュリティ 384,870 427,144 323,000 511,772 254,870 287,411

その他 255,536 53,958 305,787 163,151 483,384 ―

合計 9,713,022 6,453,191 9,246,754 5,646,002 10,169,705 1,392,143

(注) 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 

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)事業の種類別の名称 

金額（千円）構成比（％）金額（千円）構成比（％）金額（千円） 構成比（％）

システムインテグレーション 3,366,915 71.6 3,381,938 67.7 7,620,362 71.4

ＩＴサービス 1,096,244 23.3 1,369,681 27.4 2,399,482 22.5

セキュリティ 64,415 1.4 98,638 2.0 170,021 1.6

その他 171,819 3.7 142,636 2.9 483,384 4.5

合計 4,699,393 100.0 4,992,895 100.0 10,673,250 100.0

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません 

  

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合 

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） 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱エヌ・ティ・ティ・

データ 
948,089 20.2 860,748 17.2

日本アイ・ビー・エ

ム㈱ 
486,152 10.3 488,711 9.7

 

 

（売上高の季節的変動について） 

  当社グループの売上高は受注プロジェクトの納期が下期に片寄っていることにより、連結会計年度の上

期と下期との間に相違があります。 
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