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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は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 14,093 (  0.9) 312 (△52.2) 303 (△53.1)

17年9月中間期 13,969 (△9.9) 654 (  39.4) 647 (  37.3)

18年3月期 29,440  1,204  1,200  

 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 162 (△38.9) 25 52 　　　　――――

17年9月中間期 265 (  31.0) 41 75 　　　　――――

18年3月期 593  93 44 　　　　――――

（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 6,352,572株 17年9月中間期 6,353,657株 18年3月期 6,353,434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

(2)連結財政状態  

 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 11,632 3,492 27.9 510 20

17年9月中間期 11,471 2,983 26.0 469 57

18年3月期 12,304 3,151 25.6 496 09

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 6,352,370株 17年9月中間期 6,353,580株 18年3月期 6,352,870株

(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 △402 0 △278 463

17年9月中間期 522 △69 △369 668

18年3月期 1,584 △236 △789 1,144

(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　 持分法適用関連会社数 －社　

(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） －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 30,000  1,200  650  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 102円32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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって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４ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社グループ（当社及び連結子会社３社、以下同じ）は、情報サービスの提供（情報処理サービス、システム開発及

びシステム機器販売）を主な事業内容としております。

事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

事業別 主要事業内容 主要な会社

情報処理サービス事業 １．コンピュータ室及び通信ネットワークシステムの

運営・管理

２．各種システムの運用、保守、管理及びユーザサー

ビス

３．データ入力サービス

当社

 

株式会社菱友システムビジネスは日本

アイ・ビー・エム株式会社よりアウト

ソーシング業務を受託しております。

 

株式会社菱友システムサービスはデー

タ入力サービスを主たる事業としてお

ります。

システム開発事業 １．ビジネスシステムの設計、開発、運用及び保守

２．エンジニアリングシステムの設計、開発、運用及

び保守並びに技術計算

当社

 

株式会社菱友システム技術は主として

関西地区三菱重工業株式会社のエンジ

ニアリングシステムの受託を事業とし

ております。

システム機器販売事業 １．パーソナルコンピュータ、オフィスコンピュータ、

エンジニアリングワークステーション及び周辺機

器の販売

２．システム機器の据付及び保守サービス

当社

 

株式会社菱友システムビジネス

上記のほか、その他の関係会社（非連結）として主要な顧客である三菱重工業株式会社があります。

以上に述べた事業の系統図は次のとおりであります。

                                                                                   その他の関係会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）凡例 

 

（直接取引） 

（関連事業） 

 

(連結)
子会社 

(連結)
子会社 

(連結)
子会社 

当  社   株  式  会  社  菱  友  シ  ス  テ  ム  ズ 

情報処理サービス シ ス テ ム 開 発 システム機器販売 

得 意 先 

株 式 会 社 菱 友 
システムサービス 

株 式 会 社 菱 友 
シ ス テ ム 技 術 

株 式 会 社 菱 友 
システムビジネス 

 三菱重工業株式会社 
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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「誠実・向上・気力」をモットーとして「お客様の信頼と社員の力が最大の財産」と考え、社

業を着実に進めてまいりました。

当社グループは、今後も上記考え方を基本として、激変する時代環境に合わせ、品質の向上と技術力の強化を図

り、お客様のニーズに的確にお答えしていくとともに、時代を先取りした新しいサービスを心がけてまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針　　　

利益配分につきましては、株主への利益還元を経営の重要課題と位置付けると共に、当社グループの基礎体力と

財務体質の強化を第一義とし、安定した配当を行うことを基本方針としております。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等　　　　

当社は多くの投資家の方々に投資していただけるように環境整備に努めてまいりますが、投資単位引き下げは現

段階において具体的な施策及びその時期等について未定であります。

今後も、業績の推移や株価の動向に留意し対応してまいります。

４．目標とする経営指標　　　　

当社グループは将来にわたり安定した成長を継続的に確保するために、重要な経営指標として売上高経常利益率

及び１株当たり当期純利益の向上に努めてまいります。

５．中長期的な経営戦略　　　　

「攻めと自立」を基本方針とし、事業基盤の整備から一歩進め、攻めの事業展開を行うために以下の経営戦略を

展開してまいります。

事業別重点施策

1）情報処理サービス事業

① 顧客のニーズに即したＩＴスキルの向上による高付加価値業務の拡大を図る。

② ＣＳを重視した高品質サービスの提供による顧客満足度の向上を図る。

2）システム開発事業

ビジネスシステム

① 受託システム開発を事業の柱にすべくプロジェクト管理体制の強化を図る。

エンジニアリングシステム

① 設計・解析・エンジニアＩＴ分野の高度化及び拡大を図る。

3）システム機器販売事業

① 商品・技術の蓄積を基に戦略商品の選定ならびに重点商品販促支援体制の強化を図る。

６．会社の対処すべき課題　　　　　

当業界における経営環境は、企業の情報化投資の回復に伴い更なる進展が期待されます。

このような産業動向のなか、当社グループはこれまでに蓄積された成果を生かし、常に変化し続ける企業ニーズ

に対応した製品とサービスを提供するとともに事業の拡大、新分野・新顧客の開拓に取組み、成長路線の定着を図

ってまいります。

また、技術教育に重点を置き、技術センタが中心となって技術力の強化に努めてまいります。

 ７.その他、会社の経営上の重要な事項

 該当する事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１.経営成績　　　

1)当期の概況 

当中間連結会計期間における情報サービス産業界におきましては、情報管理への関心の高まりなどから企業の情

報化投資が回復傾向にあります。

　一方でＩＴ技術への要求は多様化に加え価格に対する要求も強まっており、受注競争は激しさを増しておりま

す。

　このような事業環境にあって当社グループはこれまでに蓄積された成果を生かし、企業ニーズに対応した製品と

サービスを提供するとともに事業の拡大と新分野・新顧客の開拓を図ってまいりました。

　この結果、連結売上高は140億93百万円（前期比0.9％増）となりました。

　一方利益は情報処理サービス事業及びシステム開発事業の期首受注減とシステム機器販売事業の粗利率低下によ

り連結経常利益３億３百万円（前期比53.1％減）、連結中間純利益１億62百万円（前期比38.9％減）となりまし

た。

　以下事業別に概況をご報告申し上げます。 

[情報処理サービス事業]

当事業の売上高はシステム開発事業へ一部案件の移管をしており、連結売上高40億95百万円（前年同期比6.3％

減）となりました。

[システム開発事業]

当事業の売上高は受託開発業務が堅調に推移したことに加えて情報処理サービス事業より案件の移管があり、連

結売上高42億81百万円（前年同期比13.9％増）となりました。

[システム機器販売事業]

当事業の売上高は前年同期並に推移し、連結売上高57億16百万円（前年同期比2.0％減）となりました。

2)通期の見通し

下期は受注状況が改善される見込みであり、企業ニーズに対応した製品とサービスを提供して事業の拡大と新分

野・新顧客の開拓を図ってまいります。

以上のことから通期の業績は以下のとおり予想しております。

 連    結 単    独

売  上  高 30,000 百万円 （前期比 1.9％増） 24,500 百万円 （前期比 2.4％増）

経常利益 1,200 百万円 （前期比 0.0％減） 1,050 百万円 （前期比 0.0％増）

当期純利益 650 百万円 （前期比 9.5％増） 600 百万円 （前期比11.6％増）
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２．財政状態

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期

間末に比べ2億5百万円減少し、当中間連結会計期間末には4億63百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ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）

当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は、4億2百万円（前中間連結会計期間は、5億22百万円

の資金の増加）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が3億3百万円であったこと、また、売上債権

の減少で2億12百万円それぞれ資金の増加があったものの、一方で、仕入債務の減少で5億95百万円、法人税等の

支払で4億5百万円の資金の減少があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動による資金の増減は僅少（前中間連結会計期間は、69百万円の資金の減

少）でありました。これは主に有形固定資産の取得に20百万円の支出があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少は、2億78百万円（前中間連結会計期間は、3億69百万

円の資金の減少）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が3億円あったこと等によるものであり

ます。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年9月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

自己資本比率 　　18.7％ 　　26.0％ 　　27.9％ 　　21.5％ 　　25.6％

時価ベースの自己資本比率 　　23.8％ 　　40.2％ 　　43.7％ 　　29.4％ 　　56.8％

債務償還年数 13.8年 3.1年 － 3.2年 0.8年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.2倍 54.4倍 △65.1倍 22.2倍 81.2倍

※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

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。

４．平成18年9月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数は算定しておりません。
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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日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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 668,690 463,141 1,144,066

２．受取手形及び売掛
金

(注３) 5,379,196 6,105,966 6,318,105

３．たな卸資産 1,290,834 841,740 625,720

４．繰延税金資産 756,850 853,267 888,934

５．その他流動資産 114,664 131,528 98,156

６．貸倒引当金 △23,663 △40,142 △41,080

流動資産合計 8,186,574 71.4 8,355,503 71.8 9,033,903 73.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産
(注
1,2)

(1）建物及び構築物 729,682 712,074 725,974

(2）土地 733,171 733,171 733,171

(3）その他有形固定
資産

105,235 129,083 147,740

有形固定資産合
計

1,568,089 13.7 1,574,329 13.5 1,606,886 13.1

２．無形固定資産

(1）その他無形固定
資産

142,390 1.2 125,214 1.1 147,430 1.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 105,984 111,391 131,233

(2）繰延税金資産 980,876 1,111,229 1,030,772

(3）再評価に係る繰
延税金資産

173,805 － －

(4）その他投資 318,335 432,798 458,683

(5）貸倒引当金 △4,824 △78,412 △104,231

投資その他の資
産合計

1,574,178 13.7 1,577,006 13.6 1,516,458 12.3

固定資産合計 3,284,657 28.6 3,276,550 28.2 3,270,775 26.6

資産合計 11,471,231 100.0 11,632,053 100.0 12,304,679 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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 1,422,977 1,266,773 1,862,164

２．短期借入金 298,497 395,234 302,720

３．１年以内返済予定
長期借入金

(注２) 723,220 － 300,000

４．未払費用 2,131,410 2,466,669 2,371,688

５．未払法人税等 308,500 185,583 441,950

６．その他流動負債 269,338 491,087 403,619

流動負債合計 5,153,943 45.0 4,805,347 41.3 5,682,143 46.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 (注２) 600,000 600,000 600,000

２．再評価に係る繰延
税金負債

 － 575 575

３．退職給付引当金 2,414,846 2,653,212 2,526,322

４．役員退職慰労引当
金

87,167 80,592 97,031

固定負債合計 3,102,014 27.0 3,334,380 28.7 3,223,929 26.2

負債合計 8,255,957 72.0 8,139,728 70.0 8,906,073 72.4

－ 7 －



前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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 231,828 2.0 － － 246,983 2.0

       

（資本の部）

Ⅰ　資本金 685,927 6.0 － － 685,927 5.6

Ⅱ　資本剰余金 250,015 2.2 － － 250,015 2.0

Ⅲ　利益剰余金 2,269,749 19.8 － － 2,598,169 21.1

Ⅳ　土地再評価差額金 △253,339 △2.2 － － △427,720 △3.5

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

31,825 0.2 － － 46,800 0.4

Ⅵ　自己株式 △731 △0.0 － － △1,569 △0.0

資本合計 2,983,445 26.0 － － 3,151,622 25.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

11,471,231 100.0 － － 12,304,679 100.0

       

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 685,927 5.9  － －

２．資本剰余金  － － 250,015 2.1  － －

３．利益剰余金  － － 2,696,760 23.2  － －

４．自己株式  － － △2,009 △0.0  － －

株主資本合計  － － 3,630,692 31.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 37,997 0.3  － －

２．土地再評価差額金  － － △427,720 △3.7  － －

評価・換算差額等合計  － － △389,722 △3.4  － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 251,355 2.2  － －

純資産合計  － － 3,492,325 30.0  － －

負債純資産合計  － － 11,632,053 100.0  － －
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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 13,969,387 100.0 14,093,682 100.0 29,440,857 100.0

Ⅱ．売上原価 11,548,098 82.7 11,949,610 84.8 24,575,015 83.5

売上総利益 2,421,288 17.3 2,144,071 15.2 4,865,842 16.5

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

１．役員報酬 91,603 89,737 187,429

２．社員賃金諸手当 865,471 905,211 1,701,126

３．退職給付費用 53,955 59,159 107,042

４．従業員賞与 240,492 251,315 491,502

５．家賃地代 107,671 107,028 212,971

６．その他販売費及び
一般管理費

407,695 1,766,889 12.6 419,006 1,831,459 13.0 961,175 3,661,248 12.4

営業利益 654,399 4.7 312,612 2.2 1,204,593 4.1

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息 45 118 72

２．受取配当金 1,130 473 1,539

３．貸倒引当金戻入益 1,900 1,416 －

４．消費税還付金 － 409 －

５．その他営業外収益 1,419 4,495 0.0 104 2,521 0.0 24,202 25,814 0.1

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 9,559 6,138 18,727

２．投資有価証券評価
損

－ 4,999 －

３．その他営業外費用 1,774 11,334 0.1 210 11,348 0.1 11,293 30,021 0.1

経常利益 647,560 4.6 303,784 2.2 1,200,386 4.1

Ⅵ．特別損失

１．減損損失 (注１) 151,751 151,751 1.1 － － － 151,751 151,751 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益

495,808 3.5 303,784 2.2 1,048,635 3.6

法人税、住民税及
び事業税

228,383 169,055 629,887

法人税等調整額 △17,528 210,854 1.5 △38,752 130,303 0.9 △209,781 420,105 1.4

少数株主利益 19,692 0.1 11,362 0.1 34,847 0.1

中間（当期）純利
益

265,261 1.9 162,118 1.2 593,681 2.0
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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 250,015 250,015

Ⅱ．資本剰余金中間期末（期
末）残高

250,015 250,015

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 2,024,864 2,024,864

Ⅱ．利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 265,261 593,681

２．土地再評価差額金取
崩額

59,044 324,305 59,044 652,726

Ⅲ．利益剰余金減少高

１．配当金 79,421 79,421 79,421 79,421

Ⅳ．利益剰余金中間期末（期
末）残高

2,269,749 2,598,169
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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） 685,927 250,015 2,598,169 △1,569 3,532,542

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △63,528  △63,528

中間純利益   162,118  162,118

自己株式の取得    △440 △440

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）
－ － 98,590 △440 98,149

平成18年９月30日　残高（千円） 685,927 250,015 2,696,760 △2,009 3,630,692

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

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高（千円） 46,800 △427,720 △380,920 246,983 3,398,605

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △63,528

中間純利益     162,118

自己株式の取得     △440

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）
△8,802  △8,802 4,372 △4,429

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△8,802 － △8,802 4,372 93,719

平成18年９月30日　残高（千円） 37,997 △427,720 △389,722 251,355 3,492,325

 （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

495,808 303,784 1,048,635

減価償却費 60,757 71,549 133,423

減損損失 151,751 － 151,751

貸倒引当金の減少額 △5,129 △26,756 111,695

退職給付引当金の増加額 91,632 126,889 203,108

役員退職慰労引当金の減
少額

10,118 △16,439 19,982

受取利息及び配当金 △1,175 △591 △1,612

支払利息 9,559 6,138 18,727

投資有価証券評価損 － 4,999 －

売上債権の減少額 1,832,116 212,138 791,496

たな卸資産の増加額 △397,042 △216,019 268,071

その他資産の増加額 △5,512 △33,214 10,654

仕入債務の減少額 △1,182,025 △595,391 △742,838

未払消費税等の増加額 △64,212 46,694 △32,863

未払費用の増加額 △123,149 94,959 117,956

その他負債の増加額 △91,015 29,678 △6,107

その他 464 210 9,914

小計 782,945 8,631 2,101,996

利息及び配当金の受取額 1,175 591 1,612

利息の支払額 △9,610 △6,187 △19,509

法人税等の支払額 △251,916 △405,643 △499,687

営業活動によるキャッシュ・
フロー

522,594 △402,608 1,584,412
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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

有形固定資産の取得によ
る支出

△31,912 △20,257 △117,407

無形固定資産の取得によ
る支出

△41,603 △3,489 △83,479

その他 3,700 23,875 △35,535

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△69,814 129 △236,422

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増加額 △265,600 92,513 △261,377

長期借入金の返済による
支出

△17,820 △300,000 △441,040

自己株式の取得による支
出

△92 △440 △930

配当金の支払額 △79,421 △63,528 △79,421

少数株主への配当金の支
払額

△6,990 △6,990 △6,990

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△369,925 △278,445 △789,759

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加額 82,854 － 558,229

　　現金及び現金同等物の減少額 － △680,924 －

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残
高

585,836 1,144,066 585,836

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高

668,690 463,141 1,144,066
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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）連結子会社数 連結の範囲に含めた子会社は次の

３社であります。

株式会社　菱友システム技術

株式会社　菱友システムビジネス

株式会社　菱友システムサービス

同左 同左

(2）非連結子会社 連結の範囲から除外している子会

社はありません。

同左 同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない関連会社

（赤い靴株式会社）は、中間純利

益及び利益剰余金等に与える影響

額は僅少であり、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。

同左 持分法を適用していない関連会社

（赤い靴株式会社）は、当期純利

益及び利益剰余金等に与える影響

額は僅少であり、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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

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 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。

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

(イ）有価証券 (イ）有価証券 (イ）有価証券

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 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、売却原価は総平均法に

より算定）

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、売却原価は総平均法

により算定）

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、

売却原価は総平均法により

算定）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

総平均法による原価法 同左 同左

(ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産

商品 商品 商品

個別法による原価法 同左 同左

仕掛品 仕掛品 仕掛品

個別法による原価法 同左 同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産

建物（附属設備を除く）について

は定額法、建物以外については定

率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　３～48年

同左 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）

(ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産

定額法

ただし、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）に基づく定額法、

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、販売可能な有効期間（３

年以内）における見込販売収益に

基づく償却額と残存有効期間に基

づく均等配分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却する方法を採

用しております。

同左 同左

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金

金銭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主と

して貸倒実績率により、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 同左

(ロ）退職給付引当金 (ロ）退職給付引当金 (ロ）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、その発生時

における従業員の平均残存勤務期

間（17年～19.4年）による定額法

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とし

ております。退職給付制度の一部

変更により発生した過去勤務債務

は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間（19.4年）によ

る定額法により、制度の改定日か

ら費用処理しております。 

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、その発生時

における従業員の平均残存勤務期

間（16年～19.4年）による定額法

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とし

ております。退職給付制度の一部

変更により発生した過去勤務債務

は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間（19.4年）によ

る定額法により、制度の改定日か

ら費用処理しております。 

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、その発生時

における従業員の平均残存勤務期

間（16年～19.4年）による定額法

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とし

ております。退職給付制度の一部

変更により発生した過去勤務債務

は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間（19.4年）によ

る定額法により、制度の改定日か

ら費用処理しております。

(ハ）役員退職慰労引当金 (ハ）役員退職慰労引当金 (ハ）役員退職慰労引当金

取締役及び監査役の退任に伴う役

員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上しております。

同左 取締役及び監査役の退任に伴う役

員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要

支給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）

(4）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

(5）重要なヘッジ会計の方

法

(イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理により支

払利息に加減して処理しておりま

す。

同左 同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップにより借入金利の変

動リスクをヘッジしております。

同左 同左

(ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針

金利の変動によるリスクの回避を

目的として、信用リスクを極力回

避するため信用力の高い金融機関

とのみ取引を行っております。

同左 同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の条件に

該当のため実施しておりません。

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

(イ）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。

(イ）消費税等の会計処理

同左

(イ）消費税等の会計処理

同左

 (ロ）固定資産の減損に係る会計基

準

（会計方針の変更）

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。これにより

税金等調整前中間純利益は151,751

千円減少しております。

(ロ）     ─────―

 

(ロ）固定資産の減損に係る会計基

準

（会計方針の変更）

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。これにより税金等

調整前当期純利益は151,751千円減

少しております。 

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

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ヶ

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
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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）

──────

 

（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

3,240,969千円であります。

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。　

 

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日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日現在）

（注１）有形固定資産の減価償却累計額 （注１）有形固定資産の減価償却累計額 （注１）有形固定資産の減価償却累計額

681,096千円 711,188千円 673,400千円

（注２）担保は次のとおりであります。 （注２）        ─────― （注２）担保は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物 99,544千円

土地 102,291

計 201,835

建物 98,167千円

土地 102,291

計 200,458

(2）担保が付されている債務 (2）担保が付されている債務

長期借入金 500,000千円

（１年以内に返

済予定の長期借

入金を含む）

１年以内返済予

定長期借入金

200,000千円

（注３）        ─────― （注３）中間連結会計期間末日満期手形

中間連結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、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期

間末残高に含まれております。

           受取手形           7,901千円

（注３）        ─────―
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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）

（注１）減損損失

　当社グループは主として支社・営業所単位

をグルーピングの基礎とし、遊休資産につい

ては上記グループから区別してグルーピング

を行っております。

　当中間連結会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しておりま

す。

場所 用途 種類

 富山県富山市  遊休資産  土地

（注１）        ─────― （注１）減損損失

　当社グループは主として支社・営業所単位

をグルーピングの基礎とし、遊休資産につい

ては上記グループから区別してグルーピング

を行っております。

　当連結会計年度において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

 富山県富山市  遊休資産  土地

　当該資産は現在遊休状態であり、また将来

の用途が定まっていないため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（151,751千円）として特別損失に計上しま

した。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定し、固定資産税評価額を合理

的に調整した価格に基づき評価しておりま

す。

　当該資産は現在遊休状態であり、また将来

の用途が定まっていないため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（151,751千円）として特別損失に計上しま

した。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定し、固定資産税評価額を合理

的に調整した価格に基づき評価しておりま

す。

（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）

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）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 6,355,000 － － 6,355,000

合計 6,355,000 － － 6,355,000

自己株式

普通株式 2,130 500 － 2,630

合計 2,130 500 － 2,630

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

配当に関する事項

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27日

定時株主総会
普通株式 63,528 10 平成18年３月31日 平成18年６月27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）

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

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

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

（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 668,690千円

現金及び現金同等物 668,690千円

現金及び預金勘定 463,141千円

現金及び現金同等物 463,141千円

現金及び預金勘定 1,144,066千円

現金及び現金同等物 1,144,066千円
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①　リース取引

１．借主側

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．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)

工具器
具及び
備品

2,568,234 1,616,177 952,056

無形固
定資産

37,556 11,731 25,824

合計 2,605,791 1,627,909 977,881

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

1,892,648 1,237,696 654,952

無形固
定資産

39,771 13,755 26,015

合計 1,932,419 1,251,452 680,967

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

2,158,337 1,281,216 877,120

無形固
定資産

39,771 9,778 29,992

合計 2,198,108 1,290,995 907,113

(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 488,793千円

１年超 523,630

合計 1,012,423

１年内 332,741千円

１年超 377,732

合計 710,474

１年内 436,195千円

１年超 506,044

合計 942,240

(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

(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

(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 324,895千円

減価償却費相当額 303,740

支払利息相当額 11,133

支払リース料 261,081千円

減価償却費相当額 247,365

支払利息相当額 8,095

支払リース料 610,520千円

減価償却費相当額 580,411

支払利息相当額 20,575

(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

（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

（減損損失について）

同左
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２．貸主側

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．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)

工具器
具及び
備品

2,267,333 1,375,336 891,997

無形固
定資産

31,536 6,213 25,322

合計 2,298,869 1,381,549 917,319

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

1,463,188 862,727 600,461

無形固
定資産

98,536 29,426 69,110

合計 1,561,725 892,153 669,571

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

1,830,407 1,031,694 798,712

無形固
定資産

98,536 19,573 78,963

合計 1,928,943 1,051,267 877,676

(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 429,508千円

１年超 519,744

合計 949,253

１年内 310,371千円

１年超 384,025

合計 694,396

１年内 405,773千円

１年超 505,510

合計 911,284

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び

受取利息相当額

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び

受取利息相当額

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び

受取利息相当額

受取リース料 284,717千円

減価償却費相当額 265,552

受取利息相当額 10,079

受取リース料 209,143千円

減価償却費相当額 197,397

受取利息相当額 7,639

受取リース料 537,828千円

減価償却費相当額 485,339

受取利息相当額 19,077

(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

（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

（減損損失について）

同左

（注）当該ファイナンス・リース取引は、全て

セール・アンド・リースバック転貸契約に

よるものであります。

（注）　　　　　　 同左 （注）　　　　　　 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 36,078 94,787 58,709

合　計 36,078 94,787 58,709

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

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 6,187

割引金融債 10

（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 36,078 104,316 68,238

合　計 36,078 104,316 68,238

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

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 7,065

割引金融債 10

（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 36,078 119,428 83,349

合　計 36,078 119,428 83,349

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

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 6,795

割引金融債 10
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③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。

（当中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。

（前連結会計年度末）（平成18年３月31日現在）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。

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）、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）において、当社グ

ループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態でありますので、事業の種

類別セグメント情報として開示する事項はありません。

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）において、本邦以

外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点がないため開示する事項はありません。

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）において、海外売

上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

（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 469円57銭

１株当たり中間純利益 41円75銭

１株当たり純資産額 510円20銭

１株当たり中間純利益 25円52銭

１株当たり純資産額 496円 9銭

１株当たり当期純利益 93円44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。

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

中間（当期）純利益（千円） 265,261 162,118 593,681

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）
265,261 162,118 593,681

期中平均株式数（株） 6,353,657 6,352,572 6,353,434

（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．生産実績の状況

 （単位：千円）

事業別

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）

金額 金額 金額

情報処理サービス事業 4,372,509 4,095,107 8,887,934

システム開発事業 3,785,288 4,199,458 9,004,772

合計 8,157,797 8,294,565 17,892,706

２．受注状況

 （単位：千円）

事業別

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

システム開発事業 3,532,566 539,044 4,392,083 898,089 8,934,551 787,855

３．販売の状況

 （単位：千円）

事業別

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）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％  ％  ％

情報処理サービス事業 4,372,509 31.3 4,095,107 29.0 8,887,934 30.2

システム開発事業 3,760,779 26.9 4,281,849 30.4 8,913,954 30.3

システム機器販売事業 5,836,098 41.8 5,716,725 40.6 11,638,968 39.5

合計 13,969,387 100.0 14,093,682 100.0 29,440,857 100.0
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