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１． 18 年 11 月中間期の業績（平成 18年６月１日～平成 18年 11 月 30 日） 

(1) 経営成績                                                             （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円   ％ 
193  （△37.2）  
308   （△ 4.8）  

百万円   ％ 
△68      －  

9  （△79.9）  

百万円   ％ 
△71      －  

11  （△76.2）  

18年５月期 624 7         11         
 

 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 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円   ％ 
△56      － 

5  （△78.2） 

円  銭 
△4,394   51   

470   53  

円  銭 
－  －  
462  42  

18年５月期 5          456  88 448  71  
(注)①持分法投資損益 18年11月中間期 △1百万円  17年11月中間期 △1百万円  18年５月期 △2百万円 

②期中平均株式数 18年11月中間期  12,816株  17年11月中間期   12,748株  18年５月期  12,750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)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 11 月中間期 
17 年 11 月中間期 

1,466 
1,598   

1,320 
1,383   

90.0 
86.6  

103,031  28 
108,529  89 

18 年５月期 1,576 1,384 87.8 108,361  71 
(注)①期末発行済株式数 18年11月中間期 12,818株  17年11月中間期 12,748株  18年５月期 12,778株 

②期末自己株式数  18年11月中間期   －株  17年11月中間期   －株  18年５月期   －株 
 
(3)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 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円 
   △88    

△20    

百万円 
  △126    

29    

百万円 
 △ 8   
△12    

百万円 
244    
322    

18年５月期  23 127 △ 9 468 
 
２．19年 5月期の業績予想（平成 18年６月１日～平成 19年５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 665 5 1 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  80 円 01 銭 

 
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５月期 － 1,000.00 1,000.00 
19 年５月期（実績） － － － 

 

19 年５月期（予想） － 1,000.00 1,000.00 
（注）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な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。 

   上記の予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料３ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

  当社は、関連会社１社を有しております。 

当社及び当社の関連会社は、地理情報システム（GIS）構築用基本ソフトウェアの開発・販売、GIS関連のソフト

ウェアの受託開発、GIS 構築に関するコンサルティング、位置情報配信サービスを行っております。 

名  称 住  所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有割

合又は被所有割

合（％） 

関係内容 

（関連会社） 

㈱マップクエスト 

 

愛知県豊橋市 

 

60 

 

地理情報システム

ソフトウェアの開

発・販売 

 

37.5 

 

ソフトウェアの

共同開発 

役員の兼任１名 

 
２．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は、「誰もが必要とする情報を簡単に手に入れることができる新しい情報社会を創造する」ことを企業理念

として掲げ、当社が提供する製品やサービスを通じて、社会が日々豊かに、便利になることを目指しております。 

この理念に基づき、下記の経営方針を基に事業展開を行います。 

一、地図及び位置情報分野において最先端の技術と信頼性のある製品、サービスを提供します。 

一、技術、販売力を有する企業との提携、共同展開により新事業の開拓を積極的に進めます。 

一、規模の拡大よりも経営資本を有効に活用した効率の高い経営を追求します。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続してい

くことを基本方針としております。 

   なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、営業力の強化と市場ニー

ズに応える技術・研究開発体制の強化を図るために有効に投資してまいりたいと考えております。 

 

(3)目標とする経営指標 

当社は、売上高の伸長を当面の最重要目標としております。また、適正な売上高営業利益率及び売上高経常利

益率の確保を目指して効率化の追求も図る所存であります。 

   

(4)中長期的な会社の経営戦略 

GIS は、地図を使用する様々な業務で利用される可能性があり、その市場は高い潜在的成長力を有していると

認識しております。当社は、今後も GISを利用する各分野において当社の製品を浸透させ、国内の GIS 基本ソ

フトウェア市場において更に高いシェアを占めることを目標としております。 

また、当社は、社会ニーズが高まっている位置情報サービスと言われる分野（各種車両安全運行、配達・配

車の効率化、防災、防犯等）に対して独自製品の提供やサービスビジネス、ソリューションビジネスの提供を

行いたいと考えております。これにつきましては、特定分野に強い他社と提携して市場開拓を図ります。 

 

(5)会社の対処すべき課題 

当社は、顧客満足度の高い製品・サービスの提供に努めるとともに、今後拡大が見込まれる位置情報サービス

分野において新しいビジネス展開を図るため、次のような課題に取り組んでおります。 

①ASP 方式による地図情報サービス事業の拡大 

当社は、平成 17年 10月より、地方自治体等に対して、住民公開型の地図情報サービスを ASP 方式で提供する

新事業を開始し、前事業年度において数件の契約を獲得いたしました。当事業年度は更に営業を強化し、各種の

自治体業務に当社の ASP 方式による地図情報サービスを採用していただけるよう、積極的な提案活動を行います。 

②移動体の位置情報サービスビジネスの開拓 

携帯電話やカーナビゲーションシステムで広く使われているGPS（グローバルポジショニングシステム）を GIS

と組み合わせることにより、位置情報サービスのなかで人や物の移動体管理という分野に特化したソリューショ

ンビジネスの展開を行います。 

当社は、前事業年度において大規模な車両運行管理の案件を受注し実績を積んでおりますが、今後は、本分野
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における他の事業者、特に通信事業者との連携を強化してまいります。また、ASP 方式による地図配信サービス

を利用することにより、従来に較べ低価格に、且つ短期間で、顧客専用の移動体管理システムの提供を可能にし、

今後競争が激しくなることが予想される本分野において、安全、安心等、社会生活のセキュリティーに関連する

需要を中心に先行したいと考えております。 

③他社との共同開発による新製品の開発 

当社は、平成17年４月に株式会社マップクエストとGIS 関連ソフトウェアの開発及び販売について業務提携を

行い、共同で新たな GIS 関連ソフトウェアの研究開発・製品開発を推進しております。現在、特定顧客による新

製品のプロトタイプの評価・検証を行っており、当事業年度中の販売開始を目指します。 

④GIS 及び位置情報管理システムの受託開発案件の獲得 

当社の製品が得意とする電力や通信といった大規模な施設管理 GIS を構築する受託開発、GPS と連携した移動

体の位置情報管理システムの受託開発案件の獲得に努めます。また、これらの受託開発業務を遂行するために、

社内開発者の育成、技術力のあるシステム開発会社との協力体制の構築を進めます。 

  

 (6)親会社等に関する情報 

  該当事項はありません。 
 
３．経営成績及び財政状態 
  
１．経営成績 
(1)業績の概況 

当中間会計期間におけるわが国経済は、個人消費にやや弱さが見られるものの、民間企業の設備投資は引き続

き高水準を維持しており、全体として回復基調で推移いたしました。 

その一方で、当社の主要顧客である地方自治体等においては予算削減により公共投資が大幅に減少する等、当

社の経営環境は依然として厳しい状態が続いております。 

このような状況のもと、当社は、営業面では GIS関連の受託開発案件の受注獲得や位置情報サービス事業の新

規需要開拓に注力し、開発面では.NET（ドットネット）環境に対応した新製品の開発に取り組みました。しかし

ながら、自治体の予算状況を反映して案件規模が小型化したこと等の影響を受け、販売本数の減少や販売単価の

下落によりライセンス販売が伸び悩みました。更に、受託開発において売上の計上が下半期にずれこむ案件が発

生したことから、当中間会計期間の売上高は 193,518千円（前年同期比 37.2%減）となりました。 

利益面におきましては、売上が大幅に減少する一方で人件費等の固定費の削減が難しかったことにより、売上

総利益 62,743 千円（前年同期比 52.6%減）、営業損失 68,461 千円（前年同期は営業利益 9,427 千円）、経常損失

71,073 千円（前年同期は経常利益 11,401 千円）、中間純損失 56,320 千円（前年同期は中間純利益 5,998 千円）

となりました。 

 

(2)品目別内容 

品目別の売上構成比は、製品売上が 84.0％（前期は 76.6％）、商品売上は 16.0％（前期は 23.4％）となって

おります。なお、品目別の業績は次のとおりです。 

①製品売上 

 a)ライセンス販売 

ライセンス販売につきましては、SI事業者に対するサポートの強化や製品改良に努めましたが、自治体の予

算状況を反映して案件規模が小型化したこと等の影響を受け、販売本数の減少や販売単価の下落により

107,872 千円（前年同期比 25.4%減）となりました。 

b)受託開発 

受託開発につきましては、前事業年度に引き続き通信事業者向けの受託開発を行いましたが、売上の計上が

下半期にずれ込む案件が発生したこと等により、54,763千円（前年同期比 40.1%減）となりました。 

②商品売上 

前事業年度は大規模な車両運行管理に使用する GPS 機器の提供を行いましたが、当中間会計期間はライセン

ス販売に付随したデジタル地図の販売が主であったことから、30,883 千円（前年同期比 57.1%減）となりまし

た。 
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２．通期の見通し 

  今後のわが国の経済情勢の見通しにつきましては、堅調な企業収益を背景に民間の設備投資は引き続き堅調に推

移し、雇用や所得環境についても改善が見込める等、着実に景気回復に向かうものと思われます。 

しかしながら、情報サービス業界におきましては、企業収益の回復に伴い情報化投資の拡大が見込まれるものの、

顧客の要求水準は高度化・複雑化する一方でコスト意識や納期に対する要求は厳格化しております。また、地方自

治体等の予算の増加が見込めないこと等、当社の経営環境の厳しさは続くものと予想されます。 

このような状況ではありますが、当社は、下半期において GPS 用の地図管理ソフトを完成させ、GPS と GIS を組

み合わせた移動体の位置情報管理事業の拡販に努めるとともに当社が有する開発ノウハウを活かした大規模な施

設管理 GIS の構築に関する受託開発案件等の獲得に注力いたします。また、関連会社である株式会社マップクエス

トと協力して開発した.NET（ドットネット）環境に対応した新製品も販売する予定であります。 

以上により、通期の業績見通しにつきましては、売上高665百万円、経常利益 5百万円、当期純利益 1百万円を

見込んでおります。 

 

３．財政状態 
(1)当期の概況 

①財政状態 

a.資産 

 資産の部は 1,466,979 千円となり、前事業年度末と比較して 109,728 千円の減少となりました。主な要因は、

現金及び預金の減少（103,165 千円減）によるものであります。 

b.負債 

 負債の部は 146,324 千円となり、前事業年度末と比較して 45,737 千円の減少となりました。主な要因は、買

掛金の減少（21,965千円減）、繰延税金負債の減少（16,006千円）があったこと等によるものであります。 

c.純資産 

 純資産の部は 1,320,654千円となり、前事業年度末と比較して 63,991 千円の減少となりました。これは、スト

ックオプションの行使に伴う資本金及び資本準備金の増加（計 4,000千円増）があったものの、利益剰余金の減

少（69,097千円減）があったこと等によるものであります。 

 

②キャッシュ・フロー 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、前中間会計期間末に比べ 223,228 千

円減少し、当中間会計期間末には 244,862 千円となりました。 

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下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支出した資金は88,445 千円（前年同期は 20,960 千円の支出）となり

ました。これは主に、税引前中間純損失が 72,787 千円、仕入債務の減少額が 21,965 千円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） 

当中間会計期間において投資活動の結果支出した資金は、126,363 千円（前年同期は 29,214 千円の獲得）とな

りました。これは主に、定期預金の預入による支出が 140,000 千円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）  

当中間会計期間において財務活動の結果支出した資金は、8,420 千円（前年同期は 12,486千円の支出）となり

ました。これは株式の発行による収入が 4,000千円あったものの、配当金の支払額が 12,420 千円あったことによ

るものであります。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 当中間会計期間 

（平成18年11月30日） 

前中間会計期間 

（平成17年11月30日） 

前事業年度末 

（平成18年5月31日） 

自己資本比率      （%） 90.0 86.6 87.8 

時価ベースの自己資本比率（%） 130.2 167.5 184.8 

債務償還年数     (年) － － － 

インタレスト・カバレッジ 

・レシオ(倍） 

－ － － 
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 (注) 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、いずれも財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 
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、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。 
 

４．事業等のリスク 

 投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において判断したものであります。また、当社は、このよう

なリスクを認識した上で、必要なリスク管理体制を整え、リスク発生の回避及びリスク発生時の影響の最小化に努め

ております。 

 (1)特定の事業分野と製品への依存度が高いことについて 

 当社の売上は、GIS構築用ソフトウェアである「GeoBase」のライセンス販売、GIS関連の受託開発、GPS機器やデ

ジタル地図販売の商品売上からの収益で構成されています。前事業年度において、売上高に占めるライセンス販売

の構成比は49.5%となっておりますが、当社の受託開発及び商品売上の大半は「GeoBase」の販売に派生して受注す

るため、「GeoBase」への依存度は80%程度になります。したがって、当社の業績は、GIS市場の動向や「GeoBase」

の販売状況の影響により大きく変動する可能性があります。 

(2)製品の不具合の発生による影響について 

当社製品の不具合により顧客が損害を被った場合、損害賠償請求を受け、又は当社に対する信頼性の喪失により、

当社事業は悪影響を受ける可能性があります｡ 

(3)受託開発業務に係る仕様拡大の影響について 

当社が行う業務のうち受託開発業務に関しては、当該業務の性格上、開発開始後、その仕様に関して発注元との

認識の違い等が発生する可能性があります。発注元との話し合いの結果、当社の責任において再開発、補修するた

めの費用が発生し、期間収益を悪化させる可能性があります。 

(4)官公庁等に係る市場動向及びその依存度について 

当社における直接の販売先は SI事業者等でありますが、当社製品を活用した GIS の利用現場（エンドユーザー）

の多くは、地方自治体等の官公庁であり、現時点における当社製品の民間企業への導入実績は、通信・電力等のイ

ンフラ系事業者を除いて限定的であります。 

今後は、SI 事業者等との協力体制の構築を推進することにより、民間企業を対象とした分野についても拡大を

図る方針であります｡しかしながら、民間市場におけるGISの利用拡大がどのように推移するのかは不透明であり、

また、市場が拡大した場合にも、上記のとおり民間への導入実績が乏しいことから、当該分野において十分な事

業拡大ができる保証はありません｡ 

したがって、当面は官公庁への高い依存度が継続することから、政府の財政構造改革、地方自治体の財政難等

により、情報通信関連、特に GIS 関連の予算割当が抑制された場合、当社の業績に対して悪影響を及ぼす可能性

があります｡ 

(5)新製品開発及び新事業の立ち上げについて  

  当社は、新製品の開発のため、平成17年６月にGIS 関連ソフトウェアの開発を行っている株式会社マップクエス

トの第三者割当増資に応じ、当社の同社に対する株式所有割合は、37.5%となりました。前事業年度より、両社の技

術及び人的資産の融合を図り、新たな GIS 関連ソフトウェアの開発を行すすめており、今後、新製品を順次市場に

投入する予定であります。 

  また、当社は、地方自治体等に対して、住民公開型の地図情報サービスを ASP 方式で提供する新事業を平成 17

年 10 月より開始し、前事業年度において数件の契約を獲得いたしました。当事業年度は更に営業を強化し、導入

自治体件数を増加させる予定であります。 

これらの新製品及び新事業の開始にあたって、当社は事前に市場調査を行って取り組んでいるものの、不確定要

因が多いことから、当初の事業計画を予定通り達成できなかった場合は、それまでの投資負担が当社の財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (6)人材の確保について  

現在、情報サービス業界においては優秀な人材の確保が厳しい状況であり、当社が必要な人材の獲得を目標どお

り図れない場合や優秀な従業員の退職が発生した場合には、製品開発や売上計画が予定どおりに進まず、人員の採
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用や教育等に伴う経費の増加等により、当社業績に悪影響を与える可能性があります｡ 

(7)知的財産権について 

当社は、当社製品の名称について商標登録を行っている他、独自に開発したシステムについても特許の登録を行

っております。また、当社は、第三者の知的財産権を侵害しないよう留意し、調査を行っておりますが、万一、当

社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者より使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる可能性、

並びに当該特許使用にかかる対価等の支払い等が発生する可能性があります｡このような場合には、当社の経営成績

及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 
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３．生産実績、受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  （単位：千円）

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

期  別 
 
 
 
品  目 金 額 前年同期比（％） 

受託開発 79,328 103.6 

合計 79,328 103.6 

 （注）1.金額は、販売価格によっております。 

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3.生産実績については、前中間会計期間は受託開発及び商品売上の合計額を計上しておりましたが、前事業

年度末より受託開発の数値のみを計上しております。前年同期比については、前中間会計期間の受託開発

の生産実績との比較値を記載しております。 

 

  (2)受注状況 

 当中間会計期間における受注状況は次のとおりであります。 
    （単位：千円）

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

受 注 高 受 注 残 高 

期  別 
 
 
 
 
 
品  目 金 額 前年同期比（％） 金 額 前年同期比（％） 

受託開発 97,723 243.2 116,460 630.9 

 （注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.受注状況については、前中間会計期間までは受託開発及び商品売上の合計額を計上しておりましたが、前

事業年度末より受託開発の数値のみを計上しております。前年同期比については、前中間会計期間の受託

開発の受注状況との比較値を記載しております。 

 
  (3)販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 
  （単位：千円）

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

期  別 
 
 
 
品  目 金 額 前年同期比（％） 

製品売上 162,635 68.9% 

 ライセンス販売 107,872 74.6% 

 受託開発 54,763 59.9% 

商品売上 30,883 42.9% 

合計 193,518 62.8% 

 （注） 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.品目別の売上につきましては、前事業年度末より、受託開発等に含めていた商品売上の割合が増加し重

要性を増したことから、品目別売上の区分を変更し、製品売上と商品売上とに２分し、更に製品売上は

ライセンス販売と受託開発に細分して表示しております。なお、前年同期比較にあたっては、前中間会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 
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3.前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手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

割合は次のとおりであります。 

                                             （単位：千円） 
当中間会計期間 前中間会計期間 

相手先名 
金額 割合 金額 割合 

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 38,421 19.9% 71,600 23.2% 

株式会社ジェイ・ピー・システムズ 24,650 12.7% － － 

日興通信株式会社 23,330 12.1% － － 

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 － － 70,167 22.8% 

※ 1.上記の金額は、製品売上と商品売上の合計額であります。 

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3.前中間会計期間の株式会社ジェイ・ピー・システムズ、日興通信株式会社及び当中間会計期間の

富士通エフ・アイ・ピー株式会社については、当該割合が 100 分の 10未満のため記載を省略して

おります。 
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４．中間財務諸表等 

(1)中間財務諸表 

①中間貸借対照表      
（単位：千円）

当中間会計期間末 
 

(平成18年11月30日現在) 

前中間会計期間末 
 

(平成17年11月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年５月31日現在) 科 目 

金    額 構成比 金    額 構成比 金 額 構成比 

（資産の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※１  795,442   885,396   898,607  

２．売掛金   129,142   163,604   137,496  

３．有価証券   174,255   116,956   124,598  

４．仕掛品   17,796   305   648  

５．貯蔵品   2,218   1,935   1,866  

６．前払費用   4,223   3,699   8,922  

７．未収消費税等 ※２  997   －   －  

８．その他   11,246   877   1,591  

貸倒引当金   △5,129   △163   △137  

流動資産合計   1,130,193 77.0  1,172,612 73.4  1,173,594 74.4 

Ⅱ 固定資産           

(1)有形固定資産           

１．建    物  3,742   3,742   3,742   

減価償却累計額  △1,386 2,355  △997 2,745  △1,206 2,535  

２．工具器具備品  9,647   10,082   10,082   

減価償却累計額  △6,335 3,311  △5,411 4,670  △6,334 3,748  

有形固定資産合計   5,667   7,415   6,283  

(2)無形固定資産           

１．特許権   485   1,041   750  

２．商標権   253   363   307  

３．ソフトウェア   49,830   46,314   27,378  

４．ソフトウェア仮勘定   12,961   18,277   42,964  

５．その他   230   230   230  

無形固定資産合計   63,761   66,227   71,632  

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券   137,457   210,963   185,677  

２．長期前払費用   166   1,627   58  

３．長期性預金   100,000   100,000   100,000  

４．差入保証金   29,732   39,461   39,461  

投資その他の資産合計   267,357   352,052   325,196  

固定資産合計   336,786 23.0  425,695 26.6  403,112 25.6 

資産合計   1,466,979 100.0  1,598,308 100.0  1,576,707 100.0 
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      （単位：千円）

当中間会計期間末 
 

(平成18年11月30日現在) 

前中間会計期間末 
 

(平成17年11月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年５月31日現在) 科 目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

（負債の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   24,506   48,407   46,472  

２．未払金   6,658   19,932   6,668  

３．未払費用   3,906   4,579   4,485  

４．未払法人税等   1,012   19,481   15,826  

５．繰延税金負債   21,856   17,910   26,341  

６．前受金   －   614   －  

７．預り金   4,179   1,398   5,679  

８．前受収益   16,635   14,030   16,167  

９．賞与引当金   4,211   4,872   －  

10．未払消費税等 ※２  －   1,696   218  

流動負債合計   82,966 5.7  132,923 8.3  121,859 7.7 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債   17,657   47,830   29,178  

２．役員退職慰労引当金   43,936   33,448   38,692  

３．長期前受収益   1,764   567   2,331  

固定負債合計   63,357 4.3  81,845 5.1  70,201 4.5 

負債合計   146,324 10.0  214,769 13.4  192,061 12.2 

           
（資本の部）           

Ⅰ 資本金   － －  360,150 22.5  － － 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  －   349,650   －   

資本剰余金合計   － －  349,650 21.9  － － 

Ⅲ 利益剰余金           

(1)任意積立金           

1.プログラム等準備金  －   149,171   －   

(2)中間（当期）未処分利益  －   523,236   －   

利益剰余金合計   － －  672,407 42.1  － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   － －  1,331 0.1  － － 

資本合計   － －  1,383,539 86.6  － － 

負債・資本合計   － －  1,598,308 100.0  － － 
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当中間会計期間末 
 

(平成18年11月30日現在) 

前中間会計期間末 
 

(平成17年11月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年５月31日現在) 科 目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   363,650 24.8  － －  361,650 22.9 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  353,150   －   351,150   

資本剰余金合計   353,150 24.1  － －  351,150 22.3 

３．利益剰余金           

(1)その他利益剰余金           

プログラム等準備金  105,888   －   126,387   

繰越利益剰余金  497,248   －   545,847   

利益剰余金合計   603,136 41.1  － －  672,234 42.6 

株主資本合計   1,319,936 90.0  － －  1,385,034 87.8 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金  718   －   △388   

評価・換算差額等合計   718 0.0  － －  △388 0.0 

純資産合計   1,320,654 90.0  － －  1,384,645 87.8 

負債及び純資産合計   1,466,979 100.0  － －  1,576,707 100.0 
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②中間損益計算書      

（単位：千円）

当中間会計期間 
 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
 

自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

科 目 

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 

    ％   ％   ％ 

Ⅰ 売上高   193,518 100.0  308,171 100.0  624,380 100.0 

Ⅱ 売上原価   130,775 67.6  175,693 57.0  366,044 58.6 

売上総利益   62,743 32.4  132,477 43.0  258,336 41.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   131,205 67.8  123,050 39.9  250,403 40.1 

営業利益又は営業損

失（△） 
  △68,461 △35.4  9,427 3.1  7,933 1.3 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  549   423   832   

２．有価証券利息  775   1,458   1,474   

３．受取配当金  1,005   －   1,592   

４．その他  194 2,525 1.3 225 2,107 0.7 158 4,058 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．投資事業組合出資金運

用損 
 137   132   258   

２．その他  5,000 5,137 2.6 0 133 0.1 0 258 0.0 

経常利益又は経常損

失（△） 
  △71,073 △36.7  11,401 3.7  11,732 1.9 

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  8   －   －   

２．投資有価証券売却益  － 8 0.0 2,970 2,970 1.0 3,421 3,421 0.5 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損  78   105   105   

２．過年度役員退職慰労引当金繰入額  1,644 1,722 0.9 1,644 1,749 0.6 3,288 3,393 0.5 

税引前中間(当期)純利益又

は税引前中間純損失（△）
  △72,787 △37.6  12,622 4.1  11,760 1.9 

法人税、住民税及び事業税  296   17,869   26,223   

法人税等調整額  △16,763 △16,467 △8.5 △11,245 6,624 2.2 △20,288 5,935 1.0 

中間（当期）純利益又

は中間純損失（△） 
  △56,320 △29.1  5,998 1.9  5,825 0.9 

前期繰越利益   －   517,238   －  

中間(当期)未処分利益   －   523,236   －  
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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 6月 1日 至 平成 18年 11 月 30 日）             （単位：千円） 

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 プログラム

等準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

その他有価

証券評価 

差額金 

前事業年度末残高 361,650 351,150 126,387 545,847 1,385,034 △388 

中間会計期間中の変動

額 
      

新株予約権の行使 2,000 2,000   4,000  

剰余金の配当    △12,778 △12,778  

プログラム等準備金

の取崩 
  △20,498 20,498 －  

中間純損失    △56,320 △56,320  

株主資本以外の項目

の当中間会計期間中

の変動額（純額） 

    － 1,107 

中間会計期間中の変動

額合計 
2,000 2,000 △20,498 △48,599 △65,098 1,107 

当中間会計期間末残高 363,650 353,150 105,888 497,248 1,319,936 718 

 

 

前事業年度（自 平成 17年 6月 1日 至 平成 18年 5月 31日）               （単位：千円） 

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 プログラム

等準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

その他有価

証券評価 

差額金 

前事業年度末残高 360,150 349,650 159,366 519,790 1,388,957 741 

当事業年度中の変動額       

新株予約権の行使 1,500 1,500   3,000  

剰余金の配当    △12,748 △12,748  

プログラム等準備金

の取崩 
  △32,979 32,979 －  

当期純利益    5,825 5,825  

株主資本以外の項目

の当事業年度中の変

動額（純額） 

    － △1,130 

当事業年度中の変動額

合計 
1,500 1,500 △32,979 26,057 △3,922 △1,130 

当事業年度末残高 361,650 351,150 126,387 545,847 1,385,034 △388 
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④中間キャッシュ・フロー計算書   （単位：千円）

当中間会計期間 
 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
 

自 平成17年６月１日 
至 平成17年11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６月１日 
至 平成18年５月31日 

科 目 

金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益又は

税引前中間純損失（△） 
 △72,787 12,622 11,760 

減価償却費  14,913 12,952 41,293 

固定資産除却損  78 105 105 

貸倒引当金の増加額  4,991 81 55 

賞与引当金の増加額  4,211 4,872 － 

役員退職慰労引当金の増加額  5,244 5,084 10,328 

受取利息及び配当金  △1,555 △423 △2,424 

有価証券利息  △775 △1,458 △1,474 

投資有価証券売却益  － △2,970 △3,421 

投資事業組合出資金運用損  137 132 258 

売上債権の減少額（△：増加額） 8,353 △81,683 △55,575 

たな卸資産の減少額（△:増加額）  △17,499 8,458 8,184 

仕入債務の増加額（△：減少額） △21,965 48,407 46,472 

前払費用の減少額（△:増加額）  4,699 1,256 △3,967 

差入保証金の減少額（△：増加額） 9,728 △10,000 △10,000 

未払金の減少額  △367 △24,553 △20,817 

預り金の増加額（△：減少額）  △1,500 △1,062 3,218 

未払消費税等の増加額（△：減少額）  △218 1,696 218 

前受収益の増加額（△：減少額） △98 △2,251 1,648 

その他  △10,664 1,607 1,709 

小計  △75,075 △27,125 27,573 

利息及び配当金の受取額  2,377 2,326 4,519 

法人税等の支払額  △15,747 △378 △12,366 

法人税等の還付額  － 4,216 4,216 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △88,445 △20,960 23,942 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入  20,000 105,000 270,000 

定期預金の預入による支出  △140,000 － － 

有価証券の取得による支出  △30,136 － － 

投資有価証券の取得による支出  △9,908 △91,728 △132,278 

投資有価証券の売却による収入  － 23,470 46,471 

有価証券の償還による収入  40,000 40,000 40,000 

有形固定資産の取得による支出  △250 △3,663 △4,862 

無形固定資産の取得による支出  △6,182 △43,864 △92,201 

その他  113 － 281 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △126,363 29,214 127,410 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  4,000 － 3,000 

配当金の支払額  △12,420 △12,486 △12,538 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △8,420 △12,486 △9,538 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

（△：減少額） 
 △223,228 △4,233 141,814 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  468,091 326,276 326,276 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  244,862 322,043 468,091 
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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６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

関連会社株式 

 総平均法にもとづく原価

法 

(1）有価証券 

同左 

(1）有価証券 

同左 

 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 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法を採用

しております（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

おります。）。 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用して

おります（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

り算定しております。）。 

 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に

基づく時価法を採用して

おります（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

により算定しておりま

す。）。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法を採用しております。 

時価のないもの 

 同左 

時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

ａ．仕掛品 

 個別法による原価法を

採用しております。 

(2)たな卸資産 

ａ．仕掛品 

 同左 

(2)たな卸資産 

ａ．仕掛品 

   同左 

 ｂ．貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用

しております。 

 

ｂ．貯蔵品 

 同左 

ｂ．貯蔵品 

   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     15年 

工具器具備品 ３年～10

年 

(1)有形固定資産 

  同左 

 

(1)有形固定資産 

  同左 

 

  (2）無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフトウ

ェア 

 販売可能期間（３年間以

内）の販売見込本数に基づ

き償却しております。 

ｂ．自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能

期間（３～５年）に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

ｃ．その他の無形固定資産  

定額法を採用しておりま

す。 

(2)無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフトウ

ェア 

 同左 

 

 

ｂ．自社利用のソフトウェア 

 同左 

 

 

ｃ．その他の無形固定資産  

  同左 

(2)無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフトウ

ェア 

   同左 

 

 

 ｂ．自社利用のソフトウェア 

 同左 

 

 

ｃ．その他の無形固定資産  

   同左  
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項 目 
当中間会計期間 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売掛金等の貸倒れによる損

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。 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いにあ

てるため、支給見込額にもとづ

き計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)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、役員退職慰労金規

程に基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

なお、過年度相当額（21,690

千円）については、第12期より

５年間の均等額を繰り入れる

こととし、年間繰入額の２分の

１を特別損失に計上しており

ます。 

ただし、退任役員分について

は、退任時に一括費用処理して 

おります。 

(1)貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支払いにあて

るため、支給見込額にもとづき

計上しております。 

（追加情報） 

 当中間会計期間より人事制度

を改正したことにより、賞与支

給対象期間が変更され、当中間

会計期間末において4,872千円

の賞与引当金を計上しておりま

す。 

(3)役員退職慰労引当金 

   同左 

 

(1)貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)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、役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額を計

上しております。 

 なお、過年度相当額（21,690

千円）については、第12期より

５年間の均等額を繰り入れる

こととし、特別損失に計上して

おります。 

 ただし、退任役員分について

は、退任時に一括費用処理して

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．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（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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項 目 
当中間会計期間 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

(2)中間会計期間における税額

計算 

 中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定しているプログラム

等準備金の取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る税額

を計算しております。 

(1)消費税等の会計処理 

   同左 

 

(2)中間会計期間における税額

計算  

 中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よるプログラム等準備金の取崩

しを前提として、当中間会計期

間に係る税額を計算しておりま

す。 

(1)消費税等の会計処理 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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） 

 当事業年度より「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、1,384,645千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 
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表示方法の変更  

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

 （中間貸借対照表関係） 

 「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

用となること及び「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）を投資有価証券と表示する方法に変更いた

しました。 

なお、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当該出資の

額は、6,590千円であります。また、前中間会計期間の当該出資

の額は、「投資その他の資産」の「出資金」4,000千円でありま

す。 

 
追加情報   

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

 （貸借対照表関係） 

受託売上の増加により物品仕入や外注

費等の営業上の購買取引が増加傾向にあ

るため、表示の明瞭性を高めることを目的

として、従来、未払金として表示していた

金額のうち、営業上の未払金については買

掛金として区分掲記しております。 
なお、前中間会計期間末において、未

払金に含まれる当該残高は、17,421千円

であります。 

（貸借対照表関係） 

受託売上の増加により物品仕入や外注

費等の営業上の購買取引が増加傾向にあ

るため、表示の明瞭性を高めることを目的

として、従来、未払金として表示していた

金額のうち、営業上の未払金については買

掛金として区分掲記しております。 
なお、前事業年度において、未払金に

含まれる当該残高は、22,876千円であり

ます。 
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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11月30日現在） 

前中間会計期間末 
（平成17年11月30日現在） 

前事業年度末 
（平成18年５月31日現在） 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 
  

現金及び預金 130,073千円

計 130,073千円
  

  
定期預金 130,060千円

計 130,060千円
  

  
定期預金  130,067千円

計 130,067千円
  

 中間会計期間末日現在、上記に対

応する債務残高はありません。 

中間会計期間末日現在、上記に対応

する債務残高はありません。  

 期末日現在、上記に対応する債務

残高はありません。 

 当社は取引銀行１行と当座借越

契約を締結しております。この契約

に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当社は取引銀行１行と当座借越契

約を締結しております。この契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 当社は取引銀行１行と当座借越

契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

  
当座借越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
  

  
当座借越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
  

  
当座借越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
  

※２．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、未収消費税等とし

て表示しております。 

※２．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、未払消費税等とし

て表示しております。 

 

  

   

（中間損益計算書関係）   

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

１．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額 

有形固定資産    787千円 有形固定資産     989千円 有形固定資産   2,121千円 

無形固定資産   14,053千円 無形固定資産   11,935千円 無形固定資産   39,117千円 

 
（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 6月 1日 至 平成 18年 11 月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 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） 

発行済株式     

 普通株式 12,778 40 － 12,818 

合 計 12,778 40 － 12,818 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加 40株は、新株引受権の行使による増加であります。 
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２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前事業 

年度末 

当中間会計

期間増加 

当中間会計 

期間減少 

当中間 

会計期間末 

当事業年度末

残高（千円） 

平成13年4月 

新株引受権（注）1 
普通株式 372 － 40 332 － 

平成15年5月 

新株予約権（注）2 
普通株式 24 － 6 18 － 

平成17年11月 

新株予約権（注）3 
普通株式 50 － － 50 － 

平成18年4月 

新株予約権（注）3 
普通株式 50 － － 50 － 

合計 － － － － － － 

 （注）1.平成 13年 4月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の行使によるものです。 

     2.平成 15年 5月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 

    3.平成 17年 11 月新株予約権及び平成18年 4月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

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8月29日

定時株主総会 
普通株式 12,778 1,000 平成18年5月31日 平成18年8月30日 

 

 (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17年 6月 1日 至 平成 18年 5月 31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 12,748 30 － 12,778 

合 計 12,748 30 － 12,778 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加 30株は、新株引受権の行使による増加であります。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前事業 

年度末 

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業 

年度末 

当事業年度末

残高（千円） 

平成13年4月 

新株引受権（注）1 
普通株式 402 － 30 372 － 

平成15年5月 

新株予約権（注）2 
普通株式 29 － 5 24 － 

平成17年11月 

新株予約権（注）3,5 
普通株式 － 50 － 50 － 

平成18年4月 

新株予約権（注）4,5 
普通株式 － 50 － 50 － 

合計 － － － － － － 

 （注）1.平成 13年 4月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の行使によるものです。 

     2.平成 15年 5月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 

    3.平成 17年 11 月新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものです。 
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    4.平成 18年 4月新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものです。 

    5.平成 17年 11 月新株予約権及び平成18年 4月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

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17年8月25日

定時株主総会 
普通株式 12,748 1,000 平成17年5月31日 平成17年8月26日 

 

 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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8月29日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 12,778 1,000 平成18年5月31日 平成18年8月30日 

 
（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６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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 
  

現金及び預金勘定 795,442千円

有価証券勘定 174,255千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

△595,000千円

償還期間が３ヶ月を

超える債券等 

△129,835千円

現金及び現金同等物 244,862千円

  

  
現金及び預金勘定 885,396千円

有価証券勘定 116,956千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

△640,000千円

償還期間が３ヶ月を

超える債券等 

△40,310千円

現金及び現金同等物 322,043千円

    

  
現金及び預金勘定 898,607千円

有価証券勘定 124,598千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

△475,000千円

償還期間が３ヶ月を

超える債券等 

△80,115千円

現金及び現金同等物 468,091千円
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（リース取引関係）   

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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) 

工具器

具備品 
19,617 4,577 15,039 

計 19,617 4,577 15,039 

2.未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内         3,872千円 

 １年超        11,302千円  

 合 計        15,174千円 

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      2,040千円 

 減価償却費相当額    1,961千円 

 支払利息相当額      126千円 

4.減価償却費相当額の算定法 

 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。 

5.利息相当額の算定法 

 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。 

 

（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。 

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) 

工具器

具備品 
19,617 653 18,963 

計 19,617 653 18,963 

2.未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内         3,812千円 

 １年超        15,174千円  

 合 計        18,987千円 

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       680千円 

 減価償却費相当額     653千円 

 支払利息相当額       50千円 

4.減価償却費相当額の算定法 

同左 

 

5.利息相当額の算定法 

同左 

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) 

工具器

具備品 
19,617 2,615 17,001 

計 19,617 2,615 17,001 

2.未経過リース料期末残高相当額 

 １年内         3,842千円 

 １年超        13,246千円  

 合 計        17,088千円 

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      2,720千円 

 減価償却費相当額    2,615千円 

 支払利息相当額      191千円 

4.減価償却費相当額の算定法 

同左 

 

5.利息相当額の算定法 

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。 
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（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成 18年 11 月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
（単位：千円）

種 類 取 得 原 価 中間貸借対照表計上額  差 額 

(1)株式 540 1,686 1,146 

(2)債券    

  国債・地方債等 60,009 59,805 △204 

  社債 135,094 134,396 △698 

  その他 － － － 

(3)その他 19,995 20,676 680 

合計 215,639 216,563 924 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額           （単位：千円） （

単
種 類 中 間 貸 借 対 照 表 計 上 額 

(1)関連会社株式  

 非上場株式 41,250 

(2)その他有価証券  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 30,272 

マネー・マネジメント・フンァド 11,931 

投資事業有限責任組合出資金 9,478 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,143 

 
（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成 17年 11 月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
（単位：千円）

種 類 取 得 原 価 中間貸借対照表計上額  差 額 

(1)株式 540 1,514 974 

(2)債券    

  国債・地方債等 60,040 60,225 184 

  社債 120,346 120,075 △271 

  その他 － － － 

(3)その他 20,262 21,618 1,355 

合計 201,189 203,432 2,242 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額           （単位：千円） （

単
種 類 中 間 貸 借 対 照 表 計 上 額 

(1)関連会社株式  

 非上場株式 41,250 

(2)その他有価証券  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 50,248 

公社債投信 20,671 

投資事業有限責任組合出資金 6,590 

マネー・マネジメント・フンァド 3,512 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,141 

 
前事業年度末（平成 18年５月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
（単位：千円）

種 類 取 得 原 価 貸 借 対 照 表 計 上 額  差 額 

(1)株式 540 1,558 1,018 

(2)債券    

  国債・地方債等 60,025 59,743 △282 

  社債 135,192 133,968 △1,224 

  その他 － － － 

(3)その他 20,109 19,943 △165 

合計 215,867 215,212 △654 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額             （単位：千円） 

種 類 中 間 貸 借 対 照 表 計 上 額 

(1)関連会社株式  

 非上場株式 41,250 

(2)その他有価証券  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 30,249 

マネー・マネジメント・フンァド 12,019 

投資事業有限責任組合出資金 9,329 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,141 

 
（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自 平成 18年６月１日 至 平成 18年 11 月 30 日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前中間会計期間（自 平成 17年６月１日 至 平成 17年 11 月 30 日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17年６月１日 至 平成 18年５月 31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成 18年６月１日 至 平成 18年 11 月 30 日） 

当中間会計期間において付与されたストック・オプションはありません。 
 
前事業年度（自 平成 17年６月１日 至 平成 18年５月 31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 平成13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及

び数 

当社取締役   4名 

当社使用人  10名 

当社使用人  17名 当社取締役  1名 

 

当社取締役  1名 

 

ストック・オプション

数 

普通株式 900株 普通株式 44株 普通株式 50株 普通株式 50株 

付与日 平成13年4月10日 平成15年5月27日 平成17年11月14日 平成18年4月21日 

権利確定条件 付与日（平成13年4月10

日）以降、権利確定日（平

成15年4月11日～平成20

年4月10日）まで継続し

て勤務していること。 

付与日（平成15年5月27

日）以降、権利確定日（平

成16年8月24日～平成21

年8月23日）まで継続し

て勤務していること。 

付与日（平成17年11月14

日）以降、権利確定日（平

成19年8月26日～平成24

年8月25日）まで継続し

て勤務していること。 

付与日（平成18年4月21

日）以降、権利確定日（平

成19年8月26日～平成24

年8月25日）まで継続し

て勤務していること。 

対象勤務期間 2～7年間（平成15年4月

11日から平成20年4月10

日まで） 

1年3ヶ月～6年3ヶ月（平

成16年8月24日から平成

21年8月23日まで） 

1年9ヶ月～6年9ヶ月（平

成19年8月26日から平成

24年8月25日まで） 

1年4ヶ月～6年4ヶ月（平

成19年8月26日から平成

24年8月25日まで） 

権利行使期間 平成15年４月11日から 

平成20年４月10日まで 

平成16年８月24日から 

平成21年８月23日まで 

平成19年８月26日から 

平成24年８月25日まで 

平成19年８月26日から 

平成24年８月25日まで 

 
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   当事業年度（平成 18年 5月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

権利確定前（株）     

 前事業年度末 － － － － 

 付与 － － 50 50 

 失効 － － － － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － － 50 50 

権利確定後（株）     

 前事業年度末 402 29 － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 30 － － － 

 失効 － 5 － － 

 未行使残 372 24 － － 

 
②単価情報 

 平成13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 100,000 279,000 217,000 278,000 

行使時平均株価（円） 251,900 － － － 
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（持分法損益等） 
当中間会計期間 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

関連会社に対する投資の金額 

           41,250千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

           38,439千円 

持分法を適用した場合の投資損失の

金額          1,409千円 

関連会社に対する投資の金額 

           41,250千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

           40,084千円 

持分法を適用した場合の投資損失の

金額            1,040千円 

関連会社に対する投資の金額 

           41,250千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

           39,043千円 

持分法を適用した場合の投資損失の

金額          2,081千円 

 
（１株当たり情報）     

当中間会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

１株当たり純資産額 103,031.28円 １株当たり純資産額 108,529.89円 １株当たり純資産額 108,361.71円 

１株当たり中間純損失 4,394.51円 １株当たり中間純利益 470.53円 １株当たり当期純利益 456.88円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益     462.42円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益     448.71円 

（注）１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後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。 
 

 
当中間会計期間 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

１株当たり中間（当期）純利益又は

中間純損失（△） 

   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△） 

△56,320 千円 5,998 千円 5,825 千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（△） 

△56,320 千円 5,998 千円 5,825 千円 

普通株式の期中平均株式数 12,816株 12,748株 12,750株 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 

   

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 

（うち新株予約権） 

－株 

（－株） 

224 株 

（224 株） 

232 株 

（232 株） 

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 

平成 14 年 8 月 23 日定

時株主総会決議 

（新株予約権 18個） 

平成 17 年 8 月 25 日定

時株主総会決議 

（新株予約権 100個） 

新株予約権 

平成 14 年 8 月 23 日定

時株主総会決議 

（新株予約権 28個） 

平成 17 年 8 月 25 日定

時株主総会決議 

（新株予約権 50個） 

新株予約権 

平成 14年 8月 23日定

時株主総会決議 

（新株予約権 24個） 

平成 17年 8月 25日定

時株主総会決議 

（新株予約権 50個） 

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 
 
（2）その他 
 該当事項はありません。 


