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平成19年３月期       中間決算短信(非連結)  
平成18年12月15日 

上場取引所  
上 場 会 社 名 株式会社ギガプライズ  名古屋証券取引所（セントレックス） 
コ ー ド 番 号 3830  本社所在都道府県 東京都 
(URL http://www.gigaprize.co.jp/)    
代 表 者 役職名 代表取締役 氏 名 下津 弘享 
問 合 わ せ 先 責 任 者 役職名 取締役   氏 名 松本 泰三         電話 (03) 5614－9600 
決算取締役会開催日 平成18年11月15日    
単元株制度採用の有無 無    
   
   
 
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 773 (－) 64 (－) 56 (－) 
17年９月中間期 － (－) － (－) － (－) 
18年３月期 1,237   102   101   
 

 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 32 (－) 3,290 80 － － 
17年９月中間期 － (－) － － － － 
 18年３月期 59   9,461 36 － － 
 
 (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  9,978株 17年９月中間期  5,000株 18年３月期 6,267株 

③ 会計処理の方法の変更 無 
    ④ 平成17年９月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同中間期実績およ

び対前年同中間期増減率は記載を省略しております。 
    ⑤ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株引受権および新株予約権の残高はあり

ますが、当社は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。 
 
 
 (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 株 主 資 本 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 727 276 37.9 21,239 44 
17年９月中間期 － － － － － 
18年３月期 718 217 30.3 23,249 09 
 
 (注) ① 期末発行済株式数 18年９月中間期 13,015株   17年９月中間期  5,000株 18年３月期   9,363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 平成17年９月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同中間期実績は記

載を省略しております。 
 
 
 (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 112 △22 0 193 
17年９月中間期 － － － － 
18年３月期 △23 △204 12 101 
 
 
 
 
 
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 1,674 179 104     
 
 (参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 7,448円 31銭 
 (注)  １株当たり予想当期純利益は、公募株式数1,000株を含めた予定期末発行株式数14,015株により算定しており

ます。 
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３．配当状況 

・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 ― ― ― 

19年３月期(実績) ― ― 

20年３月期(予想) ― ― 
― 

  
 ※ 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。実際の実績等は、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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１ 企業集団の状況 
   当社は関係会社等を有しておりませんので、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 
当社はマンション内のインターネット事業に関するノウハウを基に、インターネット接続サービスを中核として

展開し、さらに付加サービスとしてASPセキュリティシステムやASPコンセルジェサービスを提供することで、より
安定した収益体制の拡大を図っております。また、業務系、制御系、モバイル系、ブログ系、SNS系など、様々なア
プリケーションソフトの開発受託を行う事業者として、今後の社会的な需要を捉えて安定的な成長基盤を確立する
ことを経営の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 

当社は、株主への利益配分は重要な経営課題と認識しており、業績やキャッシュ・フローの状況を勘案し、利益
還元の方針を検討しておりますが、当面は積極的な事業の拡大を図るため、内部留保に充当する所存であります。 

 
(3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

   当社は投資単位の引下げにつきましては、株式市場における流動性、幅広い層の投資家の参加を促す観点から適
宜見直しを図っていく方針であります。 

   今後、当社株式の株価推移、業績の推移、株式市場からの要請等を総合的に勘案し検討してまいります。 
 

(4) 目標とする経営指標 
   当社のHomeIT事業、システム開発事業は、共に当社におきまして成長余地の大きい市場をターゲットにしており

ます。当社は事業拡大による売上規模の拡大とこれに伴う収益力の向上を意識しており、売上高経常利益率10%以上
かつ売上高成長率25%以上の事業拡大を中期的な経営目標としております。 

 
(5) 中長期的な会社の経営戦略 

   当社では、今後もITは生活シーンに浸透し、特にサービスやセキュリティの分野においては、世代を問わずIT環
境を前提としたライフスタイルの変革が進むものと考えております。そのため当社では、HomeIT事業の営業体制の
強化、ASPセキュリティシステムの販売展開を図ります。また短期滞在型マンション等においてもIT化需要の拡大を
見込んでおり、サービス体制の強化を図ります。 

   また、最新のIT技術の習得が当社事業において必須と考えており、様々な研究機関や企業と提携し、新しい技術
やサービスの研究開発を行い、居住空間に提供していくことで事業の拡大と社会の発展に貢献してまいります。 

 
(6) 会社の対処すべき課題 

   当社における、さらなる経営基盤の強化を図り安定した成長を実現するための対処すべき課題は、下記のとおり
であります。 

 
・HomeIT事業 

当社のHomeIT事業では、大小を問わずマンション向けに特化したインターネット統合サービスをワンストップ
で提供しておりますが、サービス対象がマンションに特化しているために、マンションの開発件数や各物件の販
売市況に左右されるリスクが存在します。これを回避するための重点課題は次のとおりであります。 
 

①マンション以外のホテルやオフィスビルに対するLAN工事、保守・運用業務の充実 
 
②既存のマンションならびに賃貸マンションにおけるセキュリティ対応システムの需要、特に地震通報システム
への関心の高まりに対応した「生活総合支援ASPサービス」の提供 

 
③HYUNDAI TELECOMMUNICATION Co.,Ltd.（韓国）との提携によりIPで統合化したマンション向けセキュリティ・
インターホンシステムの開発 

 
④マンション居住者に掃除・メンテナンス情報・宅配情報等の管理情報サービス、居住地域の地域情報サービス
および居住者間のコミュニケーションサービス等を提供する「ASPコンシェルジェサービス」の充実 
・強力なデザイン志向に特化したサイト提案 
・ショッピングサイト 
・各種デリバリーサービス 
・駆け付けサポートサービス 

 
⑤マンション管理会社が利用可能な「ASP管理人サービス」の開発 

・マンション居住者クレーム対応や各種申請の受付 
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・設備故障対応や掃除 
・メンテナンスサービスの受付 
・その他各種業者の手配 

 
・システム開発事業 

当社のシステム開発事業では、医療福祉、介護、セキュリティについて、近年の社会の高齢化や犯罪の多発化
によるニーズの高まりに対応すべく、よりオリジナルで市場ニーズの高いシステム開発を行ないたいと考えてお
りますが、主に開発体制の資金的、人的リソースに左右されるリスクが存在します。これを回避するための重点
課題は次のとおりであります。 
 

①株式上場による企業認知度の向上と開発資金の獲得により、ブランド力の構築、優秀な人材の確保を図り、当
該ビジネスにおける市場シェアの獲得 

 
②当社の得意とするJavaによるシステム開発の市場の成長に対応した外注ネットワークやオープンソースの活用
による効率的な開発体制の構築 

 
③平成23年度のレセプト（診療報酬明細書）の100％電子化義務付けに対応した院内レセプト審査支援ASPシステ
ム等、既存実績を発展させた独自製品の開発強化 

 
(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

当社では、経営環境の変化を敏感に捉え、企業価値の最大化を図りつつ企業の社会的責任を果たしていくために
は、透明性が高く、風通しが良く、法令遵守を指向し、社会との親和性の高い経営を確立することが不可欠である
と考えております。そのため、当社ではコーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題の一つとして位
置づけ積極的に取り組んでおります。 
当社のコーポレート・ガバナンスの構造や施策の実施状況は次のとおりです。 

 
①取締役会 

取締役会は、取締役６名で構成されています。広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っており原則
として月１回行っております。 

 
②経営会議 

取締役会の方針により、業務執行の決定、現場情報の共有、課題の対策を目的として、原則週１回開催され
ております。その構成は取締役および随時指名される幹部社員で、常勤監査役１名も毎回参加しております。 

 
③監査役 

監査役は、常勤監査役１名、非常勤監査役１名で構成されております。また常勤監査役は経営会議に常時出
席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査役同士の合意で立案
した監査方針に従い、取締役の職務執行に対しての適法性を監査しております。 
また、監査法人や内部監査担当者とも連携し、経営に牽制が効く仕組みとしております。 

 
④内部監査 

コンプライアンス経営のための内部統制システムとして、総務部に兼任の内部監査担当者１名を配置してお
り、社内の各業務について、経営方針や社内規程・会計処理への準拠、効率経営、法令の遵守という観点から
内部監査を定期的に実施しております。 
また、監査役や監査法人とも連携し、内部監査が客観的かつ効果的に行われる仕組みとしております。 

 
⑤会計監査 

会計監査の状況につきましては、新日本監査法人と証券取引法の規定に基づく監査契約を締結し、会計に関
する事項の監査を受けております。 
また、監査役や内部監査担当者と連携し、より的確かつ効率的な会計監査が行われる仕組みとしております。 

 
(8) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

(9) その他、会社の経営上の重要な課題 
該当事項はありません。 
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３ 経営成績及びおよび財政状態 
(1) 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善などを背景に個人消費も回復傾向にあり、引き続き景気
回復を続けております。しかしながら一方では、原材料価格の高騰、長期金利の上昇等の懸念要素も発生しており
ます。 
当社のHomeIT事業の主要顧客であるマンションデベロッパー業界におきましては、マンション発売戸数（平成17

年）が168,000戸（前年同期比５%増）と２年連続の増加となっておりますが、都心部における土地価格の上昇、マ
ンション建設資材価格の高騰、ならびに長期金利の上昇等によりマンション建設コストは全般的に上昇しており、
マンション建設戸数の先行きが不透明な状況となっております。一方で各マンションデベロッパーは、限られたコ
ストの中で最大限の付加価値を追求するべく、各社様々な特徴を活かしたシステムの導入を行っております。特に
インターネットおよび携帯電話の利用に伴ったモバイルサービスやセキュリティ機能を充実したシステムの導入が
増えてきております。 

  このような状況下で、HomeIT事業のマンション向けISP事業につきましては、前事業年度における新規デベロッパ
ーへの営業活動の成果による新規分譲マンション工事、ならびに短期滞在型マンション向けインターネットサービス
の順調な推移により安定した売上を確保することができました。一方、ASPセキュリティシステム導入開始によりマ
ンション居住者のモバイル・セキュリティ機能へのニーズに対応するべく商品ラインナップを揃えております。 
システム開発事業は、国内企業の順調な収益の改善によりIT設備投資やインターネットセキュリティ対策等のシス

テム開発の需要が拡大しており、前年に引き続き大手システム開発会社における大規模プロジェクトへの参画をは
じめとして、様々なシステム開発を受託することにより売上増を達成することができました。 

  その結果、売上高につきましては、773,887千円、経常利益につきましては、56,566千円、中間期純利益32,835千
円となりました。 
事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 
 
①HomeIT事業 

マンション向けインターネットアクセスシステム工事につきましては、ワンルームマンション向けの売上が
増えました。一方、マンション向けインターネットサービスにおいては、回線品質向上や新規商品の提案等、
利用者へのサービスの充実を図ることにより引き続きサービスの継続を実現しました。その結果、当中間期末
におけるサービス戸数は19,234戸となっております。 
平成17年９月に事業譲受した短期滞在型マンションインターネットサービスは、譲受後も順調にサービス戸

数増やし、当中間期末におけるサービス戸数は3,910戸となりました。 
こうした事業活動の結果、売上高432,333千円となりました。 

 
②システム開発事業 

システム開発事業につきましては、医療福祉分野におけるシステム開発が、前年度に引き続き安定的に推移
し、レセプトに関する点数計算や点検等の業務ノウハウを蓄積することができました。Javaに特化したWEBア
プリケーション分野におきましては、大手企業が運営するインターネットサービス向けシステム、ECサイト向
けシステム、インターネットリサーチ会社向けシステム等を開発しました。従来の企業向けシステム開発の受
託案件に加え、ブログシステムをはじめとした一般コンシューマー向けシステムの開発にも着手しました。 
こうした事業活動の結果、売上高333,581千円となりました。 

 
③その他の事業 

その他の事業につきましては、人材派遣等を行った結果、売上高7,972千円となりました。 
 

(2) 財政状態 
当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 
当中間会計期間末における現金および現金同等物は、193,051千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と

それらの主な要因は、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） 
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は112,972千円となりました。これは主に、税引き前中間

純利益が56,819千円になったことと、売上債権の減少が87,592千円となっ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） 
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、22,178千円となりました。これは主に、マンション

ISP事業におけるネットワーク機器等の有形固定資産の取得による支出17,924千円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） 
当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、472千円となりました。これは主に、借入先金融機関

の見直しによる新たな長期借入れによる収入100,000千円ならびに長期借入金の返済による支出125,226千円によ
るものと、新株引受権の行使による株式の発行による収入25,698千円によるものであります。 
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(3) 通期の見通し 

今期におきましては、引き続き、マンション向けISP事業および生活総合支援ASP事業の売上拡大を図るべく、マ
ンションデベロッパーやゼネコン、電気設備会社各社への営業活動に注力しながら収益の拡大を図ってまいります。 
業績の見通しにつきましては、売上高1,674百万円、経常利益179百万円、当期純利益104百万円を見込んでおりま

す。 
 
(4) 事業等のリスク 
  ここでは当社として事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。また、
必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上重要と考えられる事項については、投資家に対
する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、
発生の回避および発生した場合の対処に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項
および本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当
社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんのでご留意ください。 

   
 

①特定の販売先の依存について 
   当社は特定の販売先に依存しており、依存比率を下げるべく努力しておりますが、当該販売先への販売高が

著しく減少した場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
②赤字プロジェクトの発生の可能性について 

当社の行うシステム開発におきましては、システムを一括して請け負い、顧客に対する完成責任を負う一括
請負契約を締結する場合があります。受注時においては利益が見込まれるプロジェクトであっても、当初見積
った以上に作業工数が発生すること等によって最終的に赤字プロジェクトとなる可能性があります。 
当社では、このような赤字プロジェクトの発生防止のため、受注時におけるリスク要因のレビューや見積精

度向上を図る等プロジェクト管理体制を強化すると同時にプロジェクトマネージャー、リーダー育成のための
教育に注力しておりますが、多額の赤字プロジェクトが発生した場合には、業績に影響を与える可能性があり
ます。 

 
③瑕疵担保責任および訴訟の可能性について 

当社はシステム開発において、顧客との間で主に請負契約を締結しております。当該契約には、一般に顧客
による受入検査に基づく検収の後にも必要に応じて一定期間無償で不具合（いわゆるバグ）の補修のための役
務の提供を実施する旨約した瑕疵担保条項が含まれております。このような売上後の追加原価の最大の発生要
因である不具合は完全に解消することは困難であり、当社としては不具合発生の低減のために、品質維持・向
上に注力しておりますが、実際のプロジェクトで発生した不具合等の補修費用が見積額を超える場合、当社の
経営成績に影響を与える可能性があります。 

   また、当社が提供するシステムに当社が起因する過失等があった場合で、損害賠償責任制限条項がないとき
には間接損害等まで含めた多額の賠償請求を受ける可能性があります。 

 
④事業運営にかかる法的規制について 

当社が継続的に事業活動を行うに当たっては許認可が必要となります。本書提出日現在においては、当該許
認可等の取消または更新拒否等の事由に該当する事実はありません。しかし、今後何らかの事由により当該許
認可が取消される状況あるいは更新が認められない状況が生じた場合には、当社の事業活動に支障が生じ、業
績に影響を及ぼす可能性があります。 

   また、当社は電気通信事業者として総務省に届出を行っており、電気通信事業法による規制を受けておりま
す。同法には、届出の取消事由等の定めはありませんが、当社が電気通信事業者として何らかの事由により、
総務省その他監督官庁から改善命令や行政処分を受けた場合は、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼ
す可能性があります。 

   さらに、不正アクセスの禁止等に関する法律、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、特定電子メールの
送信の適正化等に関する法律、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関す
る法律、個人情報の保護に関する法律等、インターネット関連事業を直接規制するものではありませんが、イ
ンターネット等の通信手段にかかわる法律の適用を受けております。 

   今後、当社の事業運営において何らかの法規制に関する紛争が発生した場合には、その管轄地、準拠法を含
め、これに対する法的判断を的確に予想することができず、当社が法的リスクを負担せざるを得ない状況とな
る恐れがあります。また、今後のインターネットに対する日本を含む各国の法規制のあり方次第では、当社の
将来の事業展開が制約を受ける可能性があります。 

 
⑤個人情報およびその他の情報の保護について 

   平成17年４月１日より個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）が全面施行されました。当社は平成
18年７月に「プライバシーマーク」を取得し、個人情報および個人情報以外の情報管理についての専門の担当
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者を設置し、自主的な内部監査を行い、個人情報および個人情報以外の情報の保護管理に努めております。 
   当社は、これまでに実施してまいりました情報セキュリティをより一層強化するため、以下の一連の対策を

講じ、事故を発生させない体制を構築しております。 
 

・通常の業務処理が実行できない場合の特別対応業務のプロセス管理強化 
   ・データ取扱いプロセス管理のさらなる強化徹底 
   ・アクセス権限、アクセスログの管理など人的事故の抑止と事故発生時の追跡方法の見直し強化 
 
   なお、外部からの不正アクセス、システム運用における人的過失、従業員の故意等による顧客情報の漏洩、

消失、改竄または不正利用等が発生し、当社がそのような事態に適切に対応できず信用失墜または損害賠償に
よる損害が生じた場合には、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑥知的財産権について 

   当社は、事業を展開するにあたり、特許事務所を通じて知的財産権の調査・確認を随時行っておりますが、
他社の著作権、特許権、商標権、意匠権等（以下「知的財産権」という。）を侵害する恐れは否定できません。 

   さらに、技術の進展において他社開発の技術が標準化された場合、これらの権利者に対して使用許諾料を負
担する必要が生ずる可能性があり、この場合、将来の当社の収益を圧迫し、経営成績および財政状態に影響を
及ぼす可能性があります。 

 
⑦季節変動について 

HomeIT事業においては、当社が取引するマンションデベロッパーのマンション建設工事の竣工が３月に多く、
それにともない当社インターネットアクセスシステム導入工事のマンションデベロッパーへの引渡し・検収が
３月に多くなる傾向があります。 
システム開発事業においては、受託開発を主たる業務としており、得意先である企業等の検収が多数の国内

企業の決算月である３月に集中する傾向があります。 
   各事業において上記のような特徴を有することから、当社におきましては第４四半期に売上高が集中する傾

向があります。また、12月に給与の追加支給があるため、第３四半期に労務費等が増加し、営業損益が悪化す
る傾向にあります。 

 
⑧検収時期等の遅延による経営成績への影響について 

   HomeIT事業におけるインターネットアクセスシステム導入工事の売上計上基準として検収基準を採用してお
りますが、何らかの理由によりマンション等の建設工期の遅延等が発生し計画どおりに検収を受けることがで
きなくなる場合があります。 

   システム開発事業におきましても、契約形態の大部分は請負契約でありますが、当該請負契約のプロジェク
トの売上計上は顧客の受入検査による検収を前提としております。プロジェクトの進捗状況や顧客の都合等に
より検収時期が遅延する場合があります。 

    上記の場合において、検収時期が四半期末、半期末もしくは決算期末を越えて遅延した場合には、当社の経
営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４ 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 
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 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   205,367   114,100  

２ 受取手形   16,845   9,506  

３ 売掛金   226,969   321,901  

４ 原材料   11,371   14,994  

５ 仕掛品   13,121   1,069  

６ 前払費用   4,265   3,814  

７ 繰延税金資産   2,825   3,999  

８ 未収入金   －   2,164  

９ その他   621   510  

貸倒引当金   △700   △1,934  

流動資産合計   480,686 66.1  470,125 65.4 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物 ※１ 20,799   19,848   

減価償却累計額  1,998 18,800  1,451 18,396  

(2) 車両運搬具  2,703   1,903   

減価償却累計額  1,674 1,028  1,591 311  

(3) 工具器具及び備品  77,715   59,639   

減価償却累計額  25,241 52,473  19,477 40,162  

(4) 土地 ※１  26,443   26,443  

有形固定資産合計   98,746 13.6  85,314 11.8 

２ 無形固定資産        

(1) のれん   113,333   129,523  

(2) ソフトウェア   16,700   4,180  

(3) ソフトウェア仮勘定   3,600   14,925  

(4) 電話加入権   485   485  

無形固定資産合計   134,119 18.4  149,115 20.8 

３ 投資その他の資産        

(1) 出資金   410   410  

(2) 長期前払費用   1,766   2,302  

(3) 差入保証金   11,895   11,034  

投資その他の資産合計   14,071 1.9  13,746 1.9 

固定資産合計   246,937 34.0  248,175 34.6 

資産合計   727,624 100.0  718,301 100.0 
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 当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 
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 
(％) 

(負債の部)        
Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   153,788   180,323  
２ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
※１ 

 62,999   97,001  

３ 未払金   7,382   11,020  
４ 未払費用   8,099   5,489  
５ 未払法人税等   24,008   32,863  

６ 未払消費税等   9,072   3,378  
７ 前受金   13,273   9,453  
８ 預り金   7,784   5,024  

９ 新株引受権   －   216  
10 その他   152   37  

流動負債合計   286,561 39.4  344,808 48.0 
Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※１  163,785   155,009  
２ デリバティブ負債   846   802  

固定負債合計   164,631 22.6  155,811 21.7 

負債合計   451,192 62.0  500,620 69.7 

 

(資本の部) 

 
      

Ⅰ 資本金 ※２  －   83,436 11.6 
Ⅱ 資本剰余金        
１ 資本準備金  －  25,264  

資本剰余金合計   

 

－   

 

25,264 3.5 
Ⅲ 利益剰余金        
１ 中間(当期)未処分利益  －  108,981  

利益剰余金合計   

 
－   

 
108,981 15.2 

資本合計   －   217,681 30.3 

負債及び資本合計   －   718,301 100.0 

 

(純資産の部) 

 
      

Ⅰ 株主資本        
 １ 資本金   107,084 14.7  －  
２ 資本剰余金      

  (1)資本準備金  27,530  －  

資本剰余金合計   

 

 
27,530 3.8  

 

 
－  

３ 利益剰余金        
  (1)その他利益剰余金        

    繰越利益剰余金  141,816  －  

利益剰余金合計   

 
141,816 19.5  

 
－  

株主資本合計   276,431 38.0  －  

純資産合計   276,431 38.0  －  

負債及び純資産合計   727,624 100.0  －  
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② 中間損益計算書 

 

 
 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) 

前事業年度 
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 
 

金額(千円) 
百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

 １ HomeIT事業売上高  432,333   621,252   

 ２ システム開発事業売上高  333,581   602,537   

 ３ その他事業収入  7,972 773,887 100.0 13,385 1,237,175 100.0 

Ⅱ 売上原価        

 １ HomeIT事業原価  299,451   391,523   

 ２ システム開発事業原価  263,410   465,849   

 ３ その他事業売上原価  5,277 568,140 73.4 10,933 868,306 70.2 

売上総利益   205,747 26.6  368,869 29.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  141,026 18.2  266,155 21.5 

営業利益   64,721 8.4  102,714 8.3 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  11   15   

２ 受取配当金  3   3   

３ 補助金収入  －   1,000   

４ 受取家賃  520   1,632   

５ デリバティブ評価益  －   1,872   

６ その他  － 534 0.1 1,231 5,754 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  3,619   5,998   

２ 支払手数料  1,100   －   

３ 支払保証料  364   827   

４ 金利スワップ評価損  44   －   

５ 公開関連費用  3,560   －   

６ その他  － 8,689 1.1 105 6,931 0.6 

経常利益   56,566 7.3  101,537 8.2 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  1,233 1,233 0.2 － －  

Ⅶ 特別損失        

１ 前期損益修正損  979 979 0.1 － －  

税引前中間(当期)純利益   56,819 7.3  101,537 8.2 
法人税、住民税 
及び事業税 

 
22,810   45,165   

法人税等調整額  1,173 23,984 3.1 △2,922 42,242 3.4 

中間(当期)純利益   32,835 4.2  59,294 4.8 
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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) 

株主資本 

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 資本剰余金合計 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 83,436 25,264 25,264 108,981 108,981 217,681 

中間会計期間中の変動額       

 新株の発行 23,648 2,266 2,266   25,914 

 中間純利益    32,835 32,835 32,835 

中間会計期間中の変動額合計 23,648 2,266 2,266 32,835 32,835 58,750 

平成18年９月30日残高（千円） 107,084 27,530 27,530 141,816 141,816 276,431 
  

 

 新株引受権 純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 216 217,897 

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 △216 25,698 

 中間純利益 － 32,835 

中間会計期間中の変動額合計 △216 58,534 

平成18年９月30日残高（千円） － 276,431 
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
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) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 税引前中間(当期)純利益  56,819 101,537 

２ 減価償却費  8,761 9,595 

３ 営業権償却費  16,190 32,380 

４ 貸倒引当金の増加額（△は減少）  △1,233 839 

５ 受取利息及び受取配当金  △14 △18 

６ 支払利息  3,619 5,998 

７ デリバティブ評価損益（△は益）  44 △1,872 

８ 売上債権の増減額（△は増加）  87,592 △144,620 

９ たな卸資産の増減額（△は増加）  △8,428 △7,818 

10 仕入債務の増減額（△は減少）  △26,535 10,698 

11 未払消費税等の増減額（△は減少）  6,194 △5,233 

12 その他  6,311 6,147 

小計  149,321 7,633 

13 利息及び配当金の受取額  13 19 

14 利息の支払額  △3,498 △6,105 

15 法人税等の支払額  △32,865 △25,092 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 112,972 △23,544 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 定期預金の払戻による収入  － 12,000 

２ 有形固定資産の取得による支出  △17,924 △42,458 

３ 無形固定資産の取得による支出  △3,219 △10,756 

４ 営業権の取得による支出  － △161,904 

５ その他  △1,035 △1,712 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △22,178 △204,832 
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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) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー    

１ 長期借入れによる収入  100,000 180,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △125,226 △193,914 

３ 株式の発行による収入  25,698 26,396 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  472 12,482 

Ⅳ 現金及び現金同等の増加額 
（△は減少） 

 91,266 △215,894 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  101,785 317,679 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  193,051 101,785 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
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．デリバティブ等の評価
基準及び評価方法 

時価法 同左 

２．棚卸資産の評価基準及
び評価方法 

原材料、仕掛品 
個別法による原価法 

原材料、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 
ただし、平成10年4月1日以降に取得した
建物（附属設備を除く）については定額
法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。 

建物      10～47年 
車両運搬具   ２～６年 
工具器具備品  ４～10年 
 

(2) 無形固定資産・長期前払費用 
定額法  
なお、自社利用のソフトウエアについ
て、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。 

(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（附属設備を除く）につい
ては定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。 

建物      10～47年 
車両運搬具   ６年 
工具器具備品  ４～10年 
 

(2) 無形固定資産・長期前払費用 
同左 

４．引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 
 同左 
 

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 

６．ヘッジ会計の方法 
 

(1) ヘッジ会計の方法 
金利スワップ取引について、評価差額

を当期の損益として処理しています。
なお、特例処理の要件を満たしている
取引は、特例処理を採用しておりま

す。 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 
ヘッジ対象 市場金利変動型の借入金 

(3) ヘッジ方針 
金利変動による収益への影響をヘッジす
る目的で金利スワップ取引を行っており
ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・
フロー変動の累計を比較し、両者の変動
額などを基礎にして判断しております。
なお、金利スワップの特例処理の要件を
満たしている場合は、有効性の判定を省
略しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 
 
 

 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 
 

(3) ヘッジ方針 

同左 
 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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７．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 

８．その他中間財務諸表作
成のための基本となる
重要な事項 

消費税等の処理について 
消費税等の会計処理は税抜方式を採用して

おります。 

消費税等の処理について 
同左 
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会計処理の変更 

 
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) 

（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」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）および「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」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基
準適用指針第８号）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276,431千円

です。 
  なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計
期間における中間財務諸表は、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」（「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）を当期から適用しており
ます。これによる影響額はありません。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
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 担保資産及び担保債務 
(1)  担保に供している資産 

建物 15,478千円
土地 26,443千円

計 41,921千円
(2) 担保付債務 

一年以内返済予定の長期借
入金 

3,300千円

長期借入金  20,100千円

計 23,400千円
 

※１ 担保資産及び担保債務 
(1)  担保に供している資産 

建物 15,644千円
土地 26,443千円

計 42,087千円

(2) 担保付債務 
一年以内返済予定の長期借
入金 3,300千円

長期借入金  21,600千円

計 24,900千円
 

  
 
※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 19,680株 
発行済株式総数 9,363株 
 （すべて普通株式） 
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(中間損益計算書関係) 

 
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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は30％、
一般管理費に属する費用のおおよその割合は

70％であります。 
 
 主な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 26,990千円
給料手当 32,392千円

管理諸費 21,749千円
減価償却費 1,153千円
営業権償却費    16,190千円

 
 
 
２. 減価償却実施額 

      有形固定資産         6,637千円 
        無形固定資産     18,284千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は36％、
一般管理費に属する費用のおおよその割合は

64％であります。 
 
 主な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 52,546千円
給料手当 44,453千円

管理諸費 48,913千円
減価償却費 1,713千円
営業権償却費    32,380千円

貸倒引当金繰入額 839千円
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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. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 9,363 3,652 － 13,015 

 
（変動事由の概要） 

   増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
   新株引受権の行使による増加   3,570株 

    新株予約権の行使による増加      82株 

 

２. 自己株式に関する事項 
     該当事項はありません。 
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
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) 

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 

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 

  

現金及び預金 205,367千円
預入期間３か月超の定期預金 △12,316 〃 

現金及び現金同等物 193,051千円
 

現金及び預金 114,100千円
預入期間３か月超の定期預金 △12,314 〃 

現金及び現金同等物 101,785千円
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（リース取引関係） 

 
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) 

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 

 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 

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 17,509 10,924 6,585 

ソフトウェア 3,590 2,812 777 

合計 21,100 13,736 7,363 

  

 
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 19,951 11,614 8,336 

ソフトウェア 3,590 2,453 1,137 

合計 23,541 14,067 9,473 

     
 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 4,414千円
１年超 3,490 〃 

合計 7,904千円
  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 4,323千円
１年超 5,720 〃 

合計 10,043千円
     

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 
支払リース料 2,338千円
減価償却費相当額 2,110 〃 

支払利息相当額  199 〃 
 

 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 4,980千円
減価償却費相当額 4,507 〃 

支払利息相当額  531 〃 
 

  
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 
 

 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 
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（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

前事業年度（平成18年３月31日） 

当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 
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（デリバティブ取引関係）  

１ 取引の状況に関する事項 

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 取引の内容及び利用目的等 

  当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ
ップ取引であります。 
ａ．ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引について、評価差額を当期の
損益として処理しています。なお、特例処理の要
件を満たしている取引は、特例処理を採用してお

ります。 
ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 市場金利変動型の借入金金利 
ｃ．ヘッジ方針 

金利変動による収益への影響をヘッジする目的

で金利スワップ取引を行っております。 
ｄ．ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、両者の変動額などを基礎に
して判断しております。なお、金利スワップの特
例処理の要件を満たしている場合は、有効性の判

定を省略しております。 
 

① 取引の内容及び利用目的等 

  同左 

② 取引に対する取組方針 
当社のデリバティブ取引は、金利の変動によるリス

クヘッジを目的としており、投機的な取引は行わない
方針であります。 

 

② 取引に対する取組方針 
  同左 

③ 取引に係るリスクの内容 
  金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを
有しておりますが、取引相手先を高格付の金融機関に

限定しているため、信用リスクはほとんど無いと認識
しております。 

 

③ 取引に係るリスクの内容 
  同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 
  デリバティブ取引の実行及び管理については、総務
部管理グループリーダーの申請により社長の承認を得

て行っております。 
 

④ 取引に係るリスク管理体制 
  同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

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) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の 
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

契約額等 
(千円) 

契約額等の 
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

金利スワップ取引 
支払固定・受
取変動 

100,000 100,000 △846 △846 100,000 100,000 △802 △802 

合計 100,000 100,000 △846 △846 100,000 100,000 △802 △802 

(注) １ 時価の算定方法 

  取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。 
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、開示の対象から除いています。 
３ 契約額等は、この金額自体デリバティブ取引に係る市場リスクの大きさを示すものではありません。 
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（持分法損益等） 

 
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) 

当社は、関連会社がないため、該当事項はありま
せん。 

 
 
 

 
 

同左 
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５ 生産、受注および販売の状況 
(1) 生産実績 

当社は事業の性格上、生産実績の記載になじまないため、記載しておりません。 
 
(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示しますと、次のとおりであります。 
 

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

HomeIT事業 135,965 190.5 106,566 283.8 

システム開発事業 410,420 180.6 128,878 252.2 

その他の事業 － － － － 

合計 546,385 183.0 235,444 265.6 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ セグメント間取引については相殺消去しております。 

 
(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示しますと、次のとおりであります。 
 

事業部門 販売高(千円) 前年同期比(％) 

HomeIT事業 432,333 171.9 

システム開発事業 333,581 118.3 

その他の事業 7,972 122.1 

合計 773,887 1,43.3 

（注）１ 主な販売先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

当中間会計期間 
相手先 

販売高（千円） 割合（％） 

株式会社アーツ 126,218 16.3 

オムロン株式会社 100,000 12.9 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 




