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１．１８年１２月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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12月中間期 

17年12月中間期 

 百万円 ％ 

 5,765 （19.8）

 4,812 （15.1）

 百万円 ％ 

 774 （3.8）

 745 （△3.8）

 百万円 ％ 

796   （7.8） 

739（△0.3） 

18年６月期  10,358  1,510  1,524 
 

 
中間（当期）純利益 

１株当たり中間 

（当期）純利益 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

 百万円 ％ 

 493 （11.0）

 444 （△4.6）

 円 銭 

 1,066 62 

 960 74 

18年６月期  806  1,742 84 

(注)①期中平均株式数          18年12月中間期 462,858株    17年12月中間期 462,859株    18年６月期 462,858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 
 

(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 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

15,045 

13,439 

百万円 

11,554 

10,698 

％ 

76.8 

79.6 

 円 銭

 24,962 45 

 23,113 89 

18年６月期 14,737 11,060 75.0  23,895 83 

(注)①期末発行済株式数     18年12月中間期  462,858株     17年12月中間期 462,859株   18年６月期 462,858株 

②期末自己株式数       18年12月中間期    2.82株     17年12月中間期    1.94株   18年６月期   2.82株 
 

２．１９年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通 期 

     百万円 

 12,140 

     百万円

1,680   

     百万円 

1,020   

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 2,203 円70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 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 

純資産配当率

（％） 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

１７年６月期 

１８年６月期 

１９年６月期（予想） 

  0.00   0.00 

  0.00   0.00 

0.00    未定 

0.00 

0.00 

未定    

（注）19年６月期より、当期純利益の10％程度を目安として、決算時に配当金額を決定いたします。 

 

※ 実際の業績は、今後の経済環境、事業運営における状況変化により、見通し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７ページをご参照ください。 
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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12月31日現在 

当中間会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前事業年度の要約貸借対照表
平成18年６月30日現在 

区分  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  2,771,932 4,906,293 4,365,131 

２．売掛金  2,811,939 2,337,227 2,673,345 

３．繰延税金資産  53,911 65,762 86,123 

４．関係会社短期貸
付金 

 320,000 385,000 305,000 

５．その他  230,630 199,747 311,196 

流動資産合計   6,188,413 46.0 7,894,031 52.5  7,740,796 52.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  121,868 108,149 114,019 

(2）工具器具及び
備品 

 121,650 102,088 106,468 

有形固定資産合計 243,518 210,238 220,487 

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  2,429,794 2,484,203 2,303,156 

(2) その他  4,439 3,804 4,121 

無形固定資産合計 2,434,234 2,488,007 2,307,278 

３．投資その他の資
産 

   

(1）投資有価証券  248,000 27,000 27,000 

(2）関係会社株式  2,712,900 2,762,900 2,737,900 

(3) 関係会社社債  226,047 230,529 228,279 

(4）関係会社出資
金 

 40,000 102,100 102,100 

(5) 関係会社長期
貸付金 

 740,000 650,000 695,000 

(6）敷金及び保証
金 

 606,691 590,956 588,904 

(7) 繰延税金資産  － 90,234 89,930 

投資その他の資
産合計 

 4,573,640 4,453,720 4,469,114 

固定資産合計   7,251,392 54.0 7,151,966 47.5  6,996,881 47.5

資産合計   13,439,806 100.0 15,045,997 100.0  14,737,677 100.0
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前中間会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前事業年度の要約貸借対照表
平成18年６月30日現在 

区分  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．未払金  272,645 273,590 225,992 

２．関係会社未払金  75,650 120,683 97,011 

３．前受金  1,812,071 2,445,771 2,633,780 

４．賞与引当金  57,000 71,000 105,000 

５．その他 ※２ 523,657 580,879 615,511 

流動負債合計   2,741,025 20.4 3,491,924 23.2  3,677,296 25.0

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  306 － － 

固定負債合計   306 0.0 － －  － －

負債合計   2,741,332 20.4 3,491,924 23.2  3,677,296 25.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,270,974 24.3 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  3,205,956 － － 

資本剰余金合計   3,205,956 23.9 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金  5,342 － － 

２．中間未処分利益  4,216,433 － － 

利益剰余金合計   4,221,776 31.4 － －  － －

Ⅳ 自己株式   △231 △0.0 － －  － －

資本合計   10,698,474 79.6 － －  － －

負債・資本合計   13,439,806 100.0 － －  － －
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前中間会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前事業年度の要約貸借対照表
平成18年６月30日現在 

区分  金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 3,270,974 21.7  3,270,974 22.2

 ２．資本剰余金    

 （1）資本準備金  － 3,205,956 3,205,956 

資本剰余金合計   － － 3,205,956 21.3  3,205,956 21.7

３． 利益剰余金    

（1）その他剰余金    

   特別償却準備金  － 1,753 2,949 

   繰越利益剰余金  － 5,075,717 4,580,829 

利益剰余金合計   － － 5,077,470 33.8  4,583,778 31.1

４．自己株式   － － △327 △0.0  △327 △0.0

 株主資本合計   － － 11,554,073 76.8  11,060,381 75.0

純資産合計   － － 11,554,073 76.8  11,060,381 75.0

負債純資産合計   － － 15,045,997 100.0  14,737,677 100.0
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(2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度の要約損益計算書
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

区分  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   4,812,605 100.0 5,765,742 100.0  10,358,095 100.0

Ⅱ 売上原価   2,271,767 47.2 2,813,454 48.8  5,090,029 49.1

売上総利益   2,540,838 52.8 2,952,287 51.2  5,268,066 50.9

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  1,794,881 37.3 2,177,771 37.8  3,757,943 36.3

営業利益   745,957 15.5 774,516 13.4  1,510,122 14.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  18,798 0.4 29,500 0.5  46,955 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  25,654 0.5 7,435 0.1  32,448 0.3

経常利益   739,101 15.4 796,581 13.8  1,524,630 14.7

Ⅵ 特別損失   － － － －  221,000 2.1

税引前中間（当
期）純利益 

  739,101 15.4 796,581 13.8  1,303,630 12.6

法人税、住民税
及び事業税 

 268,895 282,832 593,870 

法人税等調整額  25,518 294,413 6.2 20,057 302,889 5.2 △96,931 496,939 4.8

中間（当期）純
利益 

  444,688 9.2 493,691 8.6  806,690 7.8

前期繰越利益   3,771,745 －  －

中間（当期）未
処分利益 

  4,216,433 －  －
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株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日）        （千円）

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
特別償却準
備金 

繰越利益準
備金 

利益剰余金
合計 

自己
株式

株主資本合計 
純資産合計

平成18年６月30日残高 3,270,974 3,205,956 2,949 4,580,829 4,583,778 △327 11,060,381 11,060,381

中間会計期間中の変動額   

中間純利益  493,691 493,691 493,691 493,691

特別償却準備金の取崩  △1,196 1,196 － － －

中間会計期間中の変動額合
計 

－ － △1,196 494,888 493,691 － 493,691 493,691

平成18年12月31日残高 3,270,974 3,205,956 1,753 5,075,717 5,077,470 △327 11,554,073 11,554,073

 

 

 

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）            （千円）

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
特別償却準
備金 

繰越利益準
備金 

利益剰余金
合計 

自己
株式

株主資本合計 
純資産合計

平成17年６月30日残高 3,270,974 3,205,956 7,735 3,769,352 3,777,087 △118 10,253,899 10,253,899

事業年度中の変動額   

当期純利益  806,690 806,690 806,690 806,690

特別償却準備金の取崩
（当期分） 

 △2,392 2,392 － － －

特別償却準備金の取崩
（前期分） 

 △2,392 2,392 － － －

自己株式の取得  △209 △209 △209

事業年度中の変動額合計 － － △4,785 811,476 806,690 △209 806,481 806,481

平成18年６月30日残高 3,270,974 3,205,956 2,949 4,580,829 4,583,778 △327 11,060,381 11,060,381
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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７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

１．有価証券の評価基準

および評価方法 

(1)子会社および関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社および関連会社株式

同左 

(1)子会社および関連会社株式

同左 

(2)その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

(2)その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

(2)その他有価証券 

時価のないもの 

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 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物    ３～15年 

工具、器具及び備品 

      ４～８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 

① ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェ

アは見込販売数量に基づく方

法により、また自社利用目的

のソフトウェアは社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法 

(2）無形固定資産 

① ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産 

① ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

② 商標権 

定額法 

なお、償却年数は10年であ

ります。 

② 商標権 

同左 

② 商標権 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

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 

従業員の賞与の支給に充て

るため、賞与支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充て

るため、賞与支給見込額に基

づき計上しております。 

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 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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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７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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））および「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。 

――――― （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））および「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）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11,060,381千円であります。 

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。 

財務諸表等規則の改正による貸借対

照表の表示に関する変更は以下のとお

りであります。 

１.   前事業年度における「資本の

部」は、当事業年度から「純資

産の部」となり、「純資産の

部」は「株主資本」として表示

しております。 

２.   前事業年度において独立掲記

しておりました「資本金」、

「資本準備金」および「利益剰

余金」は当事業年度においては

「株主資本」の内訳科目として

表示しております。 
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前中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

  ３.   前事業年度において「利益剰

余金」の内訳科目として独立して

おりました「任意積立金」は、当

事業年度から「その他利益剰余

金」の内訳科目として表示してお

ります。なお、本改正により従来

の「任意積立金」の区分は廃止さ

れております。 

４.   前事業年度において「利益剰

余金」の内訳科目として独立して

おりました「当期未処分利益」

は、当事業年度から「その他利益

剰余金」の内訳科目である「繰越

利益剰余金」として表示しており

ます。 

 

――――― ――――― （株主資本等変動計算書に関する会計基

準） 

当事業年度から「株主資本等変動計

算書に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第６号）および「株主資本等変

動計算書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27日 企業会計基準第９号）を適

用しております。 

 財務諸表等規則の改正により、当事

業年度から「株主資本等変動計算書」

を作成しております。 

 また、前事業年度まで作成しており

ました「利益処分計算書」は、本改正

により廃止され、当事業年度からは作

成しておりません。 
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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12月31日現在 

当中間会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前事業年度末 
平成18年６月30日現在 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

226,919千円 295,353千円 266,766千円 

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．    ―――― 

仮払消費税等および仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

同左 

 

３．貸出コミットメント契約 ３．貸出コミットメント契約 ３．貸出コミットメント契約 

当社は、運転資金の機動的な調達

を行うため取引銀行２行と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間期末

の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当社は、運転資金の機動的な調

達を行うため取引銀行２行と貸出

コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中

間期末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当社は、運転資金の機動的な調

達を行うため取引銀行２行と貸出

コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当期

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

 
貸出コミットメント

の総額 
4,000,000千円  

貸出コミットメント

の総額 
4,000,000千円  

貸出コミットメント

の総額 
4,000,000千円

 借入実行残高 －  借入実行残高 －  借入実行残高 － 

 差引額 4,000,000  差引額 4,000,000  差引額 4,000,000 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 7,889千円 受取利息 14,415千円 受取利息 16,783千円

経営指導料 9,540千円 経営指導料 15,000千円 経営指導料 19,080千円

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾌｨｰ 3,528千円 ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾌｨｰ 3,528千円 ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾌｨｰ 6,443千円

M&A関連費用 22,125千円 M&A関連費用 3,406千円 M&A関連費用 26,004千円

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 

有形固定資産 35,773千円 有形固定資産 28,587千円 有形固定資産 75,969千円

無形固定資産 711,735千円 無形固定資産 964,718千円 無形固定資産 1,837,922千円

 ４．当中間会計期間に係る納付税額お

よ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特別

償却準備金の取崩しを前提として当

中間会計期間に係る金額を計算して

おります。 

 ４．当中間会計期間に係る納付税額お

よび法人税等調整額は、当期におい

て予定している特別償却準備金の取

崩しを前提として当中間会計期間に

係る金額を計算しております。 

 ４．       ―――― 

 

（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７月１日 至 平成18年12月31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） 

自己株式     

 普通株式     2.82 － － 2.82
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前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６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） 

自己株式     

 普通株式（注） 1.02 1.80 － 2.82

（注）普通株式の自己株式の増加1.80株は、全て端株の買取による増加であります。 

 

（リース取引関係） 

  当中間会計期間にかかる半期報告書につきまして、EDINETにより開示を行うため当該項目の記載を省

略しております。 
 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前事業年度末 
平成18年６月30日現在 

 子会社および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 子会社および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 子会社および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 

（1株当たり情報） 

前中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

１株当たり純資産額   23,113.89円 

１株当たり中間純利益金額  960.74円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在していないため

記載しておりません。 

 当社は平成17年５月16日付にて、１株

につき３株の割合をもって株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間会計期間にお

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   11,716.87円 

１株当たり中間純利益金額 1,129.83円 

１株当たり純資産額   24,962.45円 

１株当たり中間純利益金額 1,066.62円 

 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、希薄化効果を有

している潜在株式が存在していないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額   23,895.83円 

１株当たり当期純利益金額 1,742.84円 

 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、希薄化効果を有

している潜在株式が存在していないため

記載しておりません。 
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（注）１株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後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。 

 
前中間会計期間 

自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

１株当たり当期純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 444,688 493,691 806,690 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式にかかる中間（当期）純利益（

千円） 
444,688 493,691 806,690 

期中平均株式数（株） 462,859 462,858     462,858 

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） － － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり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４種（新株

予約権の数26,463個）

新株予約権４種（新株

予約権の数26,096個） 

新株予約権４種（新株

予約権の数26,263個） 

１株当たり純資産額    

純資産の部の合計額（千円） － 11,554,073 11,060,381 

純資産の部の合計額から控除する金額（

千円） 
－ － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） －  11,554,073 11,060,381 

期末の普通株式の数（株）  － 462,858 462,858 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 


