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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 1,898 25.7 335 △18.7 360 △14.1

17年９月中間期 1,511 － 412 － 419 －

18年３月期 3,506 900 881

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 200 △13.6 125 79

17年９月中間期 231 － 172 68

18年３月期 477 342 16

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 1,592,420株 17年９月中間期 1,342,500株 18年３月期 1,328,664株

②会計処理の方法の変更 　無

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(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 3,430 2,054 59.9 1,290 37

17年９月中間期 2,161 834 38.6 621 35

18年３月期 3,456 2,009 58.1 1,247 20

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 1,592,420株 17年９月中間期 1,342,500株 18年３月期 1,592,420株

②期末自己株式数 18年９月中間期 80株 17年９月中間期 － 株 18年３月期 80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 3,721 700 350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　219円79銭

３．配当状況

・現金配当  　　　　　　　１株当たり配当金（円）

 　　　　基準日 中間期末 期末 年間

18年３月期 － 80.00 80.00

19年３月期（実績） － －
50.00

20年３月期（予想） － 50.00

（注）19年３月期末配当金の内訳　普通配当　50円00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。
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６．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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  1,055,037   1,651,052    1,688,522   

２．受取手形  ※5 18,924   28,228    25,083   

３．売掛金 ※4 436,721   363,345    704,012   

４．たな卸資産  8,373   12,251    13,526   

５．前払費用  42,637   14,426    18,552   

６．繰延税金資産  36,512   67,295    67,295   

７．その他  1,666   2,845    16,838   

貸倒引当金  △915   △259    △484   

流動資産合計   1,598,958 74.0  2,139,186 62.4 540,228  2,533,348 73.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産  ※1           

(1）建物及び構
築物

※2 95,030   91,266    94,757   

(2）車両運搬具  3,780   2,373    2,890   

(3）工具器具及
び備品

 9,465   11,501    9,266   

(4）土地 ※2 94,867   96,692    96,692   

有形固定資産
合計

  203,144   201,835  △1,308  203,607  

２．無形固定資産            

(1）ソフトウエ
ア

 16,887   21,557    18,798   

(2）その他  2,375   3,222    3,329   

無形固定資産
合計

  19,262   24,780  5,517  22,128  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 88,555   682,046    387,919   

(2）関係会社株
式

 40,000   96,500    40,000   

(3）保険積立金  54,660   54,660    54,660   

(4）繰延税金資
産

 115,714   169,744    166,915   

(5）敷金保証金  25,456   39,448    31,425   

(6）その他  15,582   21,905    16,770   

投資その他の
資産合計

  339,968   1,064,304  724,335  697,689  

固定資産合計   562,375 26.0  1,290,920 37.6 728,544  923,428 26.7

資産合計   2,161,333 100.0  3,430,106 100.0 1,268,773  3,456,776 100.0

            

－ 34 －



  
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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  41,331   19,632    40,746   

２．一年以内返済
予定長期借入
金

※2 13,830   －    －   

３．一年以内償還
予定の社債

 100,000   －    －   

４．未払金  120,769   181,588    228,516   

５．未払費用  11,381   14,116    19,428   

６．未払法人税等  198,446   170,093    369,378   

７．未払消費税等   28,854   18,261    56,469   

８．前受収益  374,072   521,502    376,048   

９．賞与引当金  63,744   113,277    93,027   

10. 役員賞与引当
金 

 －   12,000    －   

11．その他  6,358   17,844    10,627   

流動負債合計   958,788 44.4  1,068,316 31.1 109,527  1,194,240 34.6

Ⅱ　固定負債            

１．社債  100,000   －    －   

２．長期借入金 ※2 63,590   －    －   

３．退職給付引当
金

 789   11,697    －   

４．役員退職慰労
引当金

 71,607   83,393    75,213   

５．長期前受収益  132,392   211,891    178,254   

固定負債合計   368,380 17.0  306,982 9.0 △61,397  253,468 7.3

負債合計   1,327,168 61.4  1,375,299 40.1 48,130  1,447,709 41.9

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   288,500 13.3  － － △288,500  660,500 19.1

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  60,000   －    618,000   

資本剰余金合計   60,000 2.8  － － △60,000  618,000 17.9

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  19,625   －    19,625   

２．任意積立金  6,000   －    6,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 454,004   －    699,802   

利益剰余金合計   479,629 22.2  － － △479,629  725,427 21.0

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  6,035 0.3  － － △6,035  5,656 0.1

Ⅴ　自己株式   －   － － －  △516 △0.0

資本合計   834,164 38.6  － － △834,164  2,009,067 58.1

負債・資本合計   2,161,333 100.0  － － △2,161,333  3,456,776 100.0
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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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 660,500 19.3 660,500 － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 618,000  －

資本剰余金合
計

 － － 618,000 18.0 618,000 － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 19,625  －

(2）その他利益
剰余金

     

　　 　　別途積立金  － 6,000  －

繰越利益剰
余金

 － 749,715  －

利益剰余金合
計

 － － 775,340 22.6 755,715 － －

４　自己株式  － － △516 △0.0 △516 － －

株主資本合計  － － 2,053,323 59.9 2,053,323 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 1,483 0.0 1,483 － －

評価・換算差額
等合計

 － － 1,483 0.0 1,483 － －

純資産合計  － － 2,054,807 59.9 2,054,807 － －

負債純資産合計  － － 3,430,106 100.0 3,430,106 － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,511,078 100.0  1,898,837 100.0 387,758  3,506,056 100.0

Ⅱ　売上原価   591,805 39.2  879,908 46.3 288,103  1,431,609 40.8

売上総利益   919,273 60.8  1,018,928 53.7 99,655  2,074,447 59.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  506,381 33.5  683,374 36.0 176,993  1,173,854 33.5

営業利益   412,892 27.3  335,553 17.7 △77,338  900,593 25.7

Ⅳ　営業外収益 ※1  12,857 0.8  29,555 1.5 16,698  17,619 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  6,125 0.4  4,593 0.2 △1,532  36,769 1.0

経常利益   419,623 27.7  360,515 19.0 △59,108  881,443 25.2

Ⅵ　特別利益 ※3  5,345 0.4  225 0.0 △5,120  5,776 0.2

Ⅶ　特別損失 ※4  650 0.0  2,986 0.2 2,336  1,738 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  424,318 28.1  357,753 18.8 △66,564  885,480 25.3

法人税、住民
税及び事業税

※7 192,489   157,447    472,472   

過年度法人税
等

 －   －    17,108   

法人税等調整
額

※7 － 192,489 12.7 － 157,477 8.3 △35,041 △81,727 407,853 11.6

中間（当期）
純利益

  231,829 15.4  200,306 10.5 △31,522  477,627 13.7

前期繰越利益   222,175   －    222,175  

中間（当期）
未処分利益

  454,004   －    699,802  
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中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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
合計別途積立

金
繰越利益剰
余金

 (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)

平成18年３月31日　残高 660,500 618,000 618,000 19,625 6,000 699,802 725,427 △516 2,003,410

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注)      △127,393 △127,393  △127,393

役員賞与（注）      △23,000 △23,000  △23,000

中間純利益      200,306 200,306  200,306

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計      49,913 49,913  49,913

平成18年９月30日　残高 660,500 618,000 618,000 19,625 6,000 749,715 775,340 △516 2,053,323

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

  　(千円)  　 (千円)   　(千円)

平成18年３月31日　残高 5,656 5,656 2,009,067

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注)   △127,393

役員賞与（注）   △23,000

中間純利益   200,306

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△4,173 △4,173 △4,173

中間会計期間中の変動額合計 △4,173 △4,173 45,740

平成18年９月30日　残高 1,483 1,483 2,054,807

 （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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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

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

    同左

(1）有価証券

 ①子会社株式及び関連会社株式

    同左

②その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定して

いる）

②その他有価証券

時価のあるもの

  　中間決算日の市場価格等に基

　　づく時価法（評価差額は全部

　　純資産直入法により処理し、

　　売却原価は、移動平均法によ

　　り算定している）

 ②その他有価証券

   時価のあるもの

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してい

る）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

    同左

   時価のないもの

    同左

(2）たな卸資産

 　商品及び貯蔵品
　　 最終仕入原価法

(2）たな卸資産

    同左

(2）たな卸資産

    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　ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物

付属設備は除く）については定

額法

　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

建物 13～50年

構築物 15～20年

車両運搬具 ４～６年

工具器具及び備品 ３～10年

 

②無形固定資産

　自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年間）に基づく定額法

で行っております。

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

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

債権の貸倒れによる損失の発生

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

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

    同左

 (2）賞与引当金

    同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　　─────
(3）役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるた

め、当会計年度における支給見

込額の当中間会計期間負担額を

計上しております。

 　（会計方針の変更）

　　　当中間会計期間より「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、販売費及び一

　　　般管理費が12,000千円増加

　　　し、営業利益、経常利益、

　　　税引前中間純利益がそれぞ

　　　れ同額減少しております。　　

　　　　　

　　　　　─────

 (4）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

発生していると認められる額を

計上しております

 (4）退職給付引当金

    同左

 (4）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

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

    同左

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

    同左     同左

５．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

(1）繰延資産の処理方法

新株発行費

支出時に全額費用処理してお

ります。

(1）繰延資産の処理方法

　　─────

 (1）繰延資産の処理方法

 　　新株発行費

  　 　支出時に全額費用処理して

 　　　おります

(2）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(2）消費税等の会計処理

    同左

 (2）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。

 　　　　　　　─────

 　　　　　　　─────

　

（貸借対照表の純資産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2,054,807千円であります。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定に伴い、改

定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。

　　　　　　　──────
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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は、

164,799千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

　　 169,087千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

　　 168,157千円であります。

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

建物 85,215千円

土地 94,867千円

計 180,082千円

建物 82,192千円

土地 94,867千円

計 177,059千円

(2）担保に対応する債務  　　　　　　───── (2）担保に対応する債務

一年以内返済予定長期借

入金
13,830千円

長期借入金 63,590千円

計 77,420千円

 　　上記物件についての担保付債務は、あり

　　ません。

　３　偶発債務

　　　　　　　 ─────

　３　偶発債務

　　　債務保証

　　　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。

保証先 金額(千円) 内容

 (株)ネットウィン 70,000 借入債務

　３　偶発債務

　　　　　　　 ─────

※４　売上債権流動化に伴う遡及義務が、

27,696千円あります。

※４　売上債権流動化に伴う遡及義務が、　

　　24,826千円あります。

※４　売上債権流動化に伴う遡及義務が、　

　　18,291千円あります。

※５　　　　　───── ※５　中間会計期間末日満期手形

 　　 中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済

処理をしております。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、次の中間会計期間末日満期手

形が中間会計期間末残高に含まれてお

ります。

　　　

　　　受取手形　　　　　4,353千円

※５　　　　　　─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうちの主要なもの ※１　営業外収益のうちの主要なもの ※１　営業外収益のうちの主要なもの

受取配当金 423千円

補助金収入 10,819千円

受取配当金 20,235千円

補助金収入 6,251千円

受取配当金 2,929千円

補助金収入 13,746千円

※２　営業外費用のうちの主要なもの ※２　営業外費用のうちの主要なもの ※２　営業外費用のうちの主要なもの

支払利息 735千円

売上債権売却損 2,716千円

たな卸資産除却損 886千円

売上債権売却損 4,443千円 支払利息 1,533千円

売上債権売却損 6,233千円

たな卸資産除却損 886千円

※３　特別利益のうちの主要なもの ※３　特別利益のうちの主要なもの ※３　特別利益のうちの主要なもの

過年度損益修正益 5,000千円 貸倒引当金戻入益 225千円 過年度損益修正益 5,000千円

※４　特別損失のうちの主要なもの ※４　特別損失のうちの主要なもの ※４　特別損失のうちの主要なもの

固定資産除却損 650千円 固定資産除却損 2,986千円 固定資産除却損 1,738千円

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 5,826千円

無形固定資産 1,661千円

有形固定資産 5,669千円

無形固定資産 3,135千円

有形固定資産 11,676千円

無形固定資産 4,243千円

６　　当社の売上高は、通常の営業の形態

として、上半期に比べ下半期に納品す

る割合が大きいため、事業年度の上半

期の売上高と下半期の売上高との間に

著しい相違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動があります。

６　同左 ６　　　　　─────

※７　　当中間会計期間における税金費用に

ついては、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。

※７　　同左 ※７　　　　　　─────

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 80 － － 80

合計 80 － － 80
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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）

工具器具及び
備品

27,695 9,489 18,206

ソフトウエア 10,335 3,126 7,208

合計 38,030 12,615 25,414

 

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）

工具器具及び
備品

62,449 14,270 48,179

ソフトウエア 15,418 8,042 7,376

合計 77,868 22,312 55,555

 

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）

工具器具及び
備品

47,218 15,532 31,686

ソフトウエア 15,829 6,190 9,638

合計 63,047 21,722 41,325

(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 9,607千円

１年超 16,213千円

合計 25,821千円

１年内 18,439千円

１年超 38,056千円

合計 56,495千円

１年内 15,365千円

１年超 26,795千円

合計 42,160千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 3,955千円

減価償却費相当額 3,685千円

支払利息相当額 337千円

支払リース料 10,557千円

減価償却費相当額 9,863千円

支払利息相当額 797千円

支払リース料 13,361千円

減価償却費相当額 12,349千円

支払利息相当額 1,191千円

(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）

　　同左　

②　有価証券

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）

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（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 621円35銭

１株当たり中間純利益金額 172円68銭

１株当たり純資産額 1,290円37銭

１株当たり中間純利益金額 125円79銭

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
119円43銭

１株当たり純資産額 1,247円20銭

１株当たり当期純利益金額 342円16銭

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
320円62銭

　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、潜在株式は存在するもの

の、当社株式は非上場であり、期中平均株価

が把握できないため記載しておりません。

　当社は、平成17年８月１日付で株式１株に

つき５株の分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

　  当社は、平成17年８月１日付で株式１株につ

き５株の分割を行っております。

 なお、当該株式分割が前期期首に行われたと

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、それぞれ以下のとおりと

なります

１株当たり純資産額 506円42銭

１株当たり当期純利益金額 115円91銭

前事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額 506円42銭

１株当たり当期純利益金額 115円91銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、新株予約権等の残高があり

ますが、当社株式は非上場であり、期中平

均株価を把握できませんので、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、潜在株式は存在するものの、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把

握でないため記載しておりません。
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　（注）　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。

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株当たり中間（当期）純利益金額    

 中間（当期）純利益（千円） 231,829 200,306 477,627

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 23,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) （－） （23,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 231,829 20,306 454,627

普通株式の期中平均株式数（株） 1,342,500 1,592,420 1,328,664

    

 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） － 84,762 89,320

　（うち新株予約権） － （84,762） （89,320）

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）純利益金額の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予

約権の数21,640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）

　該当事項はありません。

 

　該当事項はありません。

 

株式会社ネットウィンの株式取得（子会社化）

について

　当社は、当社が目指す福祉と医療のプロダ

クトイノベーションによるトータルソリュー

ションビジネスの基盤を強固なものにすると

ともに、当社グループ全体の業績拡大を図る

ため、平成18年５月29日開催の取締役会で株

式会社ネットウィンの株式（子会社化）の取

得に関する基本合意書の締結を決議いたしま

した。平成18年６月14日に株式譲渡契約を締

結し、株券の交付及び払込を行いました。

(1)株式取得会社の概要

①商号 株式会社ネットウィン

②代表者 代表取締役社長

内田　幸久

③所在地 神奈川県横浜市港北区新

横浜３－20－３

④主な事業 医療系業務ソフトウェア

の開発・設計・製作・販

売・保守、システム受託、

開発人員の派遣業務等

⑤資本金 55,000千円

⑥発行済株式数 1,100株

⑦売上高 370,202千円

⑧総資産 137,331千円

⑨決算期 12月31日

(2)株式の取得方法

　ＮＥＣインフロンティア株式会社より600株

（発行済株式総数の54.5％）を取得

　その他個人株主より500株

（発行済株式総数の45.5％）を取得

(3)取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

　異動前の所有株数　　　　　－株

　取得株式数　　　　　　 1,100株

（議決権数1,100株、所有割合100.0％）

　異動後の所有株式数　　 1,100株

（議決権数1,100株、所有割合100.0％）
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