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平成 19 年６月期    中間決算短信（連結）       平成 19 年２月 15 日 

上 場 会 社 名        日本社宅サービス株式会社              上場取引所    東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ８９４５                               本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.syataku.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長                氏 名         笹 晃弘 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理グループ長       氏 名        池田 彰二  

ＴＥＬ         (03)5229－8700 
中間決算取締役会開催日     平成 19 年２月 15 日 
米国会計基準採用の有無    無 
 

当社は、18 年 12 月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、17年 12 月中間期の数値及び対前
年中間期増減率については記載しておりません。 
 

１． 18 年 12 月中間期の連結業績（平成 18 年７月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 
  
(1) 連結経営成績                                  (記載金額は百万円未満切捨て表示) 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年12月中間期 
17年12月中間期 

2,750     ― 
―     ― 

160       ― 
―     ― 

161     ― 
―    ― 

18 年６月期 2,532          204          188      
 

 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12月中間期 
17年12月中間期 

73     ― 
―     ― 

2,469  58 
―  ― 

2,466  54 
―  ― 

18 年６月期 84       2,940   38 2,892   41 
(注)①持分法投資損益     18 年 12 月中間期 ―百万円 17 年 12 月中間期 ―百万円 18 年６月期 ―百万円 
    ②期中平均株式数(連結)  18 年 12 月中間期 29,885 株 17 年 12 月中間期   ―株 18 年６月期 28,867 株 
    ③会計処理の方法の変更 無 
     
(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12月中間期 
17年12月中間期 

3,600      
―     

1,249     
―   

34.0   
―   

41,917   43 
―   ― 

18 年６月期 4,223      1,178     27.5   39,419   44 
(注)期末発行済株式数（連結）18 年 12 月中間期 29,885 株  17 年 12 月中間期 ―株  18 年６月期 29,885 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 
中間期末(期末)残高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月中間期 
17年12月中間期 

610    
―    

△23   
―   

△727    
―    

922   
―   

18 年６月期 △15    △508   931    1,062   
 
(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 １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 
 
２．19 年６月期の連結業績予想（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 

 百万円 百万円 百万円

通   期 5,836    261    118    

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  3,950 円 64 銭 
 
 ※上記の業績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されたものであり、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場合があります。 
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（添付資料） 

１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（日本社宅サービス株式会社）及び、連結子会社１社（ダイワード株式会社）により構成さ

れており、各種社宅の事務運営管理代行サービスおよびマンション・ビル等の建物管理サービスを行っております。 

 当社グループの事業セグメント別の事業内容は、次のとおりであります。 

＜社宅管理事務代行事業＞ 

社宅管理事務代行事業は、顧客企業に対して社宅・寮及び駐車場の社宅事務業務をアウトソーシング事業として行う

ものであります。具体的には顧客企業に対して借上社宅物件の紹介、契約・入居手続、家賃の支払い、退去時における

原状回復費用のチェック等の社宅管理事務代行サービスを提供しております。 

＜マンション・ビル管理事業＞ 

マンション・ビル管理事業は、分譲マンションを中心としたマンション・ビル管理を中核として、そこから派生する

修繕工事までのトータルマネジメントサービスを提供しております。 

当事業は管理組合との管理受託契約に基づく管理棟数および管理戸数をベースとした管理収入に加え、そこから派生す

るサービスを取り込むことによって売上高が増加いたします。 

 

 当社の主な事業と子会社をセグメントごとに系統図にすると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 関係会社の状況は次のとおりです。 

連結子会社 

名称 住所 資本金（千円） 
主要な事業の 

内容 

議決権の所有 

割合（％） 
関係内容 

ダイワード株式

会社 
東京都豊島区 259,013 

マンション・ビル

管理事業 
66.15 

役員の兼任等 

３名 

（注）主要な事業の内容には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

（セグメント） 

社有社宅建物管理 

 オフィスビル建物管理 

当社・グループ会社が提供するサービス 

契約関係 

当社・グループ会社以外の業務の流れ 

管
理
組
合 

顧 

客 

企 

業 

社宅管理事務代行サービス  
日本社宅サービス㈱ 

マンション・ビル管

加
盟
店
契
約 

日本社宅

ネット 

FC 加盟店 家
主 

 

ダイワード㈱ 

《連結子会社》 

社
宅
管
理
事
務
代
行
事
業 

マ
ン
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
管
理
事
業 
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２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「お客様に最高の満足と、集う人々の幸福の創造と拡大をし続け、夢の総和の実現をはかる」こ

とを会社の基本理念として、お客様の立場に立ち、お客様に資するアウトソーシングサービスを企画し、運営責任を

担っていく事業を展開しております。 

 

① 大手企業を中心とした法人顧客に、住宅制度運営のアウトソーシングサービスを提供しているＢＰＯ（ビジネ

スプロセスアウトソーシング）の専門会社として、独自のビジネスモデルを構築し、日本中の優良不動産会社

とフランチャイズ契約によるパートナーシップを拡大すると共に、「顧客思考」に徹した新しいサービスを創

造する。 

② お客様に提供するサービスのさらなる充実を図るため、マンション・ビル等のハードに対して、アウトソーシ

ングによる施設マネジメントサービスを提供し、資産価値の維持拡大、利用者に安全で快適な環境を創出する

ため、サービスの高付加価値化を推進する。 

 

以上の経営基本方針により事業を推進すると共に、企業の価値向上を目指してまいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株式上場以来、成長に合わせた安定的な配当を継続させることを基本方針とし、業績に応じた利益還元を

実施してまいりました。今後につきましても、安定的な経営基盤の確保、新規事業投資や設備投資などの成長資金を

確保しつつ、業績に応じた株主還元を実施してまいります。 

 

（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、当社株式の流動性の向上および株主数増加を重点課題と認識しております。投資単位の引下げにつきまし

ては、投資家の皆様に投資しやすい環境を整えるため、今後も、株価水準、株式の流動性、株主数および業績等を総

合的に判断した上で、慎重に検討していきたいと考えております。 

 

（4）目標とする経営指標 

企業経営の効率化が叫ばれる中、社宅管理事務代行事業のニーズは更に高まり、市場はこれから本格的な普及期に

入ると認識しております。一方、マンション・ビル管理事業は産業としては成熟期を迎えていながらも、全国的には

依然として新規施設の供給が続いており、費用対効果に安全性を加味した競争状態にあると認識しております。この

中で当社グループとしては、いずれもストック型ビジネスであることから、シェアの維持拡大と共に、特に収益力の

強化が重要な課題と捉えております。 

かかる観点から、規模の拡大を図ると共に業務効率を高めながら、特に中長期的に営業利益面での伸び率２桁を目

指してまいります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、業界で唯一独立系のアウトソーシング専門会社である優位性を認識し、客観的に購買コントロールが行え

るポジションの中で、サービスの品質向上と効率性の追求を、加盟店ネットワークの拡大、革新的な業務オペレーシ

ョンシステムの追求、システム開発の継続投資により実現してまいります。 

また、顧客企業の住宅制度運営の充実をバックアップしていくと共に、アウトソーシングサービスの対象を施設マ

ネジメント、コストマネジメントへと拡大し、各種専門会社との提携を促進しながらサービス内容の充実を図る施策

に重点をおいてまいります。 
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（6）会社の対処すべき課題 

企業におけるアウトソーシングの普及は、業種業界また企業規模の大小を問わず一般化し、特に福利厚生関連サー

ビスに対する関心は強く、引き続き市場は拡大傾向にあります。その中で、社宅管理事務代行事業においては、フラ

ンチャイズ契約により結ばれた全国規模の不動産仲介管理事業者ネットワークと、独自に開発した社宅管理システム

を中核においた専門性の高いアウトソーシング・システムを提供することにより、顧客企業の拡大を図る事が出来ま

した。しかし、同業他社においても次々と専門システムの開発を試みており、またダンピングによる価格競争も予測

されます。その中で顧客企業から見たサービスの基準品質を厳格に維持向上させつつ、同業他社との厳しい競争に打

ち勝つことなしには収益の向上が図れないと予測されます。 

当社グループといたしましては、平成 18 年６月期にマンション・ビル管理事業を新たに取り入れ、提供するサー

ビスの領域を拡充するとともに、今後もより専門性の高いサービスの投入及びアウトソーシングのフィールド拡大に

より付加価値の高いアウトソーシング・システムの提供を実現し、シェアを拡大していきたいと考えております。 

 

①福利厚生制度改革のアウトソーシング 

現在企業のニーズは、運営のアウトソーシングから制度設計や制度改革の推進そのものを求める、いわば制度改

革のアウトソーシングにニーズが広がっております。導入のコンサルテーションサービスを強化する一方、サービ

ス範囲の拡充に向け、福利厚生代行会社等との提携強化に努めてまいります。 

 

②価格競争 

借上社宅のアウトソーシングサービスは賃貸仲介業と密接に連携するため、賃貸仲介事業の付帯サービスとして

受託料ダンピングが発生する可能性があります。当社グループはアウトソーシングサービスの本質である購買管理

機能の保全を常に念頭に置き、調達面を含めた価格競争とは一線を引いた独自のサービスモデルを維持すると共に、

付帯型の限定サービスでは実現し得ない、企業担当者や転勤者を中心とする企業の従業員にとってより付加価値の

高いサービスを提供し、またコストコントロールそのものをアウトソーシングサービスとして提供し、全体最適化

による差別化を図ってまいります。 

 

③住宅制度関連ビジネスへの進出 

当社グループは、企業の住宅制度運営代行サービスを主に借上社宅や駐車場に展開してまいりましたが、今後も

更なる成長を図るべく、関連性の高い事業領域へ新規事業を立ち上げることにより、収益構造の安定化に努めてま

いります。 

 

④人材の獲得・育成強化 

当社グループはアウトソーシングサービス事業を行っているため、各種分野での専門スキルと広範囲の知識が必

要であり、優秀なスタッフの確保が不可欠です。新卒・通年採用を積極的に進め、ＯＪＴ制度に加え研修制度の充

実を図り、優秀な人材の獲得・育成に注力してまいります。 

一方、組織面では、内部管理体制の更なる充実を図ってまいります。 

 

⑤個人情報保護法への対応 

個人情報保護法が平成 17 年４月より施行されていますが、この法律への対応はアウトソーシング業界において

非常に重要であると認識しております。当社は、今後の事業拡大に必須要件であるという認識のもと、ＪＩＳ Ｑ 

15001 に準拠したコンプライアンス・プログラムを構築し、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善強

化に全社で取組んでまいります。 

 

⑥システム開発 

当社は、独自に開発した業務管理システムを中核に、各種サブシステムを独自に開発提供し、競争優位に事業を

展開してまいりました。 

 顧客ニーズの高度化及び、進化するアウトソーシングモデルを追求しながら、統合型システムの強化に努め、差

別化を図ってまいります。 
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（7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（8）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態  

 

当中間連結会計年度から中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 

（1）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油の価格は高騰から反落する局面にある中、円安の影響で輸出

関連企業の業績は好調に推移しておりますが、内需中心の景気の回復はやや懸念がある状況にあります。このよ

うな環境の下、社宅管理事務代行事業においては、多くの企業では団塊の世代が定年を迎える中、積極的な採用

活動が展開されており、採用時の優秀な人材確保のため社宅・寮制度の整備、あるいは社員教育・研修の場や社

外コミュニティとしての独身寮の設置など、住宅制度自体を規定や運営等を含めて見直す企業が増加しておりま

す。減損会計の導入後、自社で不動産を持たない経営による借上社宅市場は引き続き拡大傾向をみせており、依

然として当業界でのアウトソーシングサービスのニーズは高いと言えます。 

このような状況の下、当社グループは、平成18年4月に社宅管理事務代行サービスの商品ラインアップのため、

マンション・ビル管理事業のダイワード株式会社を子会社化しクライアントのニーズに応えるべくサービスの充

実を図ってまいりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 2,750 百万円、営業利益 160 百万円、経常利益 161 百万円、中

間純利益 73 百万円となりました。 

 

 事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。 

 

社宅管理事務代行事業におきましては、依然として企業のアウトソーシングニーズは高く、不動産を持たない経

営により変動費管理が実現する借上げ社宅市場は拡大傾向が続く中、新規参入も相次ぎ、競争は激しくなっており

ます。当社においては、住宅制度コンサルテーションの実績を背景に、法人企業の問題解決に向けた提案力を充実

させる一方、セミナー開催等により住宅制度の潮流や事例などをお伝えすると共に、当社独自のノウハウを説明す

る機会を積極的に設けました。その結果、平成 18 年 12 月末日における総受託件数は 93,269 件、前期末比 12,943

件増(前期末比 116.1％）となりました。 

この結果、売上高 916 百万円、営業利益 190 百万円となりました。 

  一方、マンション・ビル管理事業におきましては、建物管理に伴う修繕工事の受注体制の強化に努め、その効

果は下期以降に見込まれております。昨年の連結子会社化以降、グループとしてのマネジメント強化に注力する

一方、親会社の受託先に対する建物管理サービスを開始いたしました。今後もグループとしてのシナジー効果を

高める展開を推進してまいります。 

この結果、売上高は 1,834 百万円、営業損益につきましては連結決算上のれん償却負担額 54 百万円を差し引い

たことにより、営業損失 29 百万円となりました。 
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（2）財政状態 

当中間連結会計年度末における現金及び現金同等物は、922 百万円となりました。当中間連結会計年度における各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は 610 百万円となりました。これは主に営業立替

金が 642 百万円減少したことによるものであります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 23 百万円となりました。これは主に有形固定資

産及び無形固定資産の取得による支出が 42 百万円あったことによるものであります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当中間連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は 727 百万円となりました。これは主に短期借入金

及び長期借入金の返済による支出 704 百万円と配当金の支払い 12 百万円によるものであります。 

 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標は次の通りです。 

 
平成 18 年 12 月中間期 平成 18 年６月期 

自己資本比率（％） 34.0 27.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 173.5 196.7 

債務償還年数（年） 0.7 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 128.8 ― 

（注）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 

※「利払い」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。 

※各指標は、連結ベース財務数値により計算しております。 
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（3）通期の見通し 

   当社グループといたしましては、社宅管理事務代行事業については、住宅制度の問題解決のためのセミナー開催

等の施策と共に、住宅制度コンサルテーションに注力し、更に新規受託件数の増加を図り、社宅管理事務代行売上

の増収を計画しております。また、今後も業容の拡大が予想されることから、受託件数の増加に対応する社宅管理

システムの拡充・改変のための設備投資、オペレーションセンター拡充のための体制整備を行うことにより、業務

基盤の充実を図る予定であります。 

マンション・ビル管理事業におきましては、引き続きマネジメント体制の強化を推進し、短期的には連結上のの

れん償却負担額を上回る利益体質の構築をしてまいります。また、グループとしてのシナジー効果の向上を図り、

収益機会の拡大に努めてまいります。 

 

   以上の要因により、今期の売上高は 5,836 百万円、経常利益 261 百万円、当期純利益 118 百万円を見込んでお

ります。なお、この連結業績予想には、のれん償却負担額 109 百万円が販売費及び一般管理費に含まれておりま

す。 

 

平成 19 年６月期業績予想数値（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） 

                                            （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

連 結 業 績 5,836 261 118 

単 体 業 績 2,001 260 141 

 

   なお、業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、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場合があります。 
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（4）事業等のリスク 

以下に当社グループの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。当社グ

ループとしては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社グループ

の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載して

おります。 

  なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討

した上で行われる必要があると考えます。また、文中における将来に関する事項の記載は、当中間連結会計期間末現

在において当社グループが判断したものであります。 

 

①住宅制度の変化 

当社グループの事業は、企業の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しておりますが、顧客である企業に福利厚生の

一環としての社宅制度を廃止する、または転勤制度を廃止する等の変化が生じた場合、当社グループの業績に大きな

影響を及ぼす可能性があります。 

 

②他社との競争 

現状、社宅管理業務のアウトソーシング事業を行なっている企業は複数存在しており、また今後も同様のサービス

を提供する企業の参入が増加するものと思われます。 

社宅管理事務代行においては、管理事務代行機能（アウトソーシング機能）と、不動産流通に係る社宅斡旋機能（借

上社宅物件を事業者として貸す機能＝商品を提供する機能）を明確に分離し、アウトソーシングの専門会社として、

業務の設計と運営に特化しております。そして顧客企業に対しても最も適していると考えられる社宅制度運営の方

法・仕組みを提案するなど単なる事務管理代行にとどまらない付加価値の高いサービスを提供することに努めており、

これらのサービスの提供は、現状において他社との差別化要因となっていると思われます。 

今後も更に付加価値の高いアウトソーシングサービスの開発に努め、そして当社グループの事業スキームを強化し

ていく方針であります。しかしながら当社と同様のスキームを持ち、当社を上回るアウトソーシングサービスを企業

に提供することが可能な企業の参入が相次いだ場合などには、その競争の激化によって当社の業績に大きな影響を与

える可能性があります。 

また、マンション・ビル等の施設管理を行う業界においては、依然として価格競争が激しく、業績を変動させる可

能性があります。 

 

③個人情報保護 

当社グループは、社宅管理事務代行事業における顧客企業の従業員や、社宅物件所有者およびマンション・ビル管

理事業における区分所有者等の個人情報を多く取り扱っておりますので、個人情報を適切に保護し、社内外の脅威か

ら守ることを重要な社会的責務と考え、ＪＩＳＱ15001「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要

求事項」に準拠し、役員及び従業員に対する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報保護の管理責任者を置き、適切

な個人情報保護のためのコンプライアンス・プログラムを策定し、実施・維持・継続的改善に努める等の取組みを推

進する旨を宣言し、情報の特定・収集・保管・取扱い者の特定・情報の廃棄等を詳細に規定し、運用を規程化する等

の全社的な取組みを展開しております。 

しかしながら、様々な要因により個人情報の漏洩に類する事態が発生した場合には、損害賠償や信用失墜といった

有形無形の損害を被る可能性があります。 

 

④人材育成 

当社グループが継続的成長を成し遂げていくために、人材はその重要な要素のひとつとして挙げられます。優秀な

人材の獲得及びその育成が目論見どおりに進まなかった場合には、当社の成長を減速する要因となる可能性がありま

す。 
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⑤季節変動要因 

当社グループは、顧客先企業の運営を住宅制度面から支援するサービスで、毎月顧客企業から受託している社宅件

数に応じた業務受託料を売上として計上していますが、転勤手続きのオペレーションコストは、売上原価として計上

していますので、転勤者が集中する時期には原価が増加いたします。顧客企業との間で事前に取り決めた水準以上に

転勤者が増加した場合には、増加分にまつわる費用を超過業務費用として顧客企業より追加徴収するものの、第３四

半期は春の転勤シーズン等の影響で転勤者数が増加することにより売上原価率が上昇し、収益に影響を与える可能性

があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

   当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間については記載しており

ません。 

（1）中間連結貸借対照表 

  
当中間連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年６月30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 ※２  1,023,343 1,156,988  

２．売掛金   188,039 145,054  

３．営業立替金   749,199 1,343,147  

４．たな卸資産   8,907 28,718  

５．その他   339,017 211,921  

貸倒引当金   △2,229 △2,807  

流動資産合計   2,306,278 64.1 2,883,023 68.3 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  129,559 3.6 114,116 2.7 

２．無形固定資産    

(1)のれん  684,461 740,077  

(2)その他  143,396 126,652  

無形固定資産合計   827,857 23.0 866,730 20.5 

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  218,188 214,440  

(2)その他  135,946 164,853  

貸倒引当金  △17,714 △19,207  

投資その他の資

産合計 
  336,420 9.3 360,085 8.5 

固定資産合計   1,293,838 35.9 1,340,932 31.7 

資産合計   3,600,117 100.0 4,223,956 100.0 
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当中間連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年６月30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   363,383 393,703  

２．短期借入金   673,682 1,364,474  

３．一年以内償還予定

社債 
※２  160,000 20,000  

４．一年以内返済予定

長期借入金 
  33,324 30,547  

５．未払金   211,678 262,989  

６．未払法人税等   91,561 55,400  

７．営業預り金   204,353 323,448  

８．賞与引当金   17,311 19,463  

９．役員賞与引当金   10,485 20,850  

10．その他   446,812 259,178  

流動負債合計   2,212,592 61.5 2,750,054 65.1 

Ⅱ 固定負債    

 １．社債 ※２  － 150,000  

 ２．長期借入金   8,359 25,021  

 ３．退職給付引当金   128,834 120,687  

 ４．その他   720 143  

   固定負債合計   137,913 3.8 295,851 7.0 

負債合計   2,350,506 65.3 3,045,906 72.1 

     

（純資産の部）    

 Ⅰ  株主資本    

１．資本金   602,917 16.8 602,917 14.3 

２．資本剰余金   350,166 9.7 350,166 8.3 

３．利益剰余金   276,884 7.7 218,023 5.1 

 株主資本合計   1,229,967 34.2 1,171,106 27.7 

Ⅱ 評価・換算差額等    

  １．その他有価証券評

価差額金 
  △7,150 △0.2 △9,900 △0.2 

評価・換算差額等合 

計 
  △7,150 △0.2 △9,900 △0.2 

Ⅲ  少数株主持分   26,792 0.7 16,843 0.4 

純資産合計   1,249,610 34.7 1,178,049 27.9 

負債純資産合計   3,600,117 100.0 4,223,956 100.0 
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（2）中間連結損益計算書 

  

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

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 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   2,750,970 100.0 2,532,885 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,223,046 80.8 1,852,983 73.2 

売上総利益   527,923 19.2 679,902 26.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  367,562 13.4 475,034 18.7 

営業利益   160,361 5.8 204,867 8.1 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  56 566  

２．受取配当金  108 416  

３．解約保険返戻金  2,993 8,951  

４．雑収入  2,302 5,461 0.2 2,438 12,373 0.5 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  2,010 885  

２．投資組合出資損失  985 －  

３．新株発行費償却  － 7,017  

４．株式公開費用  － 18,624  

５．その他  1,374 4,370 0.1 1,985 28,512 1.1 

経常利益   161,452 5.9 188,729 7.5 

 Ⅵ  特別利益    

１．投資有価証券売却

益 
 2,825 －  

２．貸倒引当金戻入  2,095 4,921 0.2 － － － 

Ⅶ 特別損失    

１．前期損益修正損 ※２ 634 －  

２．固定資産除却損 ※３ － 6,642  

３．過年度給料手当  － 634 0.1 7,454 14,096 0.6 

税金等調整前中

間(当期)純利益 
  165,739 6.0 174,632 6.9 

法人税、住民税及

び事業税 
 85,991 94,049  

法人税等還付額  △2,844 －  

法人税等調整額  △2,292 80,853 2.9 4,217 98,267 3.9 

少数株主利益（△

損失） 
  11,082 0.4 △8,514 △0.4 

中間(当期)純利

益 
  73,803 2.7    84,879 3.4 

    



 14

（3）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７月１日 至 平成18年12月31日） 

 株主資本 
評価・換算

差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円）  
602,917 350,166 218,023 1,171,106 △9,900 16,843 1,178,049 

当中間連結会計期間中

の変動額 
       

  剰余金の配当   △14,942 △14,942   △14,942 

  中間純利益   73,803 73,803   73,803 

  株主資本以外の項目

の当中間連結会計期

間中の変動額（純額） 

     2,750 9,949 12,699 

当中間連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
－ － 58,861 58,861 2,750 9,949 71,560 

平成18年12月31日残高

（千円） 
602,917 350,166 276,884 1,229,967 △7,150 26,792 1,249,610 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 株主資本 
評価・換算

差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成17年７月１日残高

（千円） （注） 
448,500 123,250 144,411 716,161 3,196 － 719,358 

連結会計年度中の変動

額 
       

新株の発行 154,417 226,916  381,333   381,333 

  剰余金の配当    △11,268 △11,268   △11,268 

  当期純利益    84,879 84,879   84,879 

  株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額） 

     △13,097 16,843 3,746 

連結会計年度中の変動

額合計（千円） 
154,417 226,916 73,611 454,944 △13,097 16,843 458,691 

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 218,023 1,171,106 △9,900 16,843 1,178,049 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、期首の残高を記載しております。 
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31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７月１日 
至 平成18年６月30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    

税金等調整前中間（当期）純利益  165,739 174,632 

減価償却費  15,335 23,320 

のれん償却額  54,293 21,351 

貸倒引当金の増減額  △2,071 396 

賞与引当金の増減額  △2,151 △27,281 

役員賞与引当金の増減額  △10,365 3,780 

退職給付引当金の増減額  8,147 2,410 

受取利息及び受取配当金  △164 △983 

支払利息  5,594 6,716 

投資有価証券売却益  △2,825 － 

株式公開費用  － 18,624 

投資組合出資損失  985 － 

固定資産除却損  － 6,642 

売上債権の増減額  △42,984 47,134 

仕入債務の増減額  △30,320 △11,053 

営業立替金の増減額  593,947 △212,710 

たな卸資産の増減額  19,811 △3,413 

営業預り金の増減額  △119,094 65,656 

その他  8,293 9,086 

小計  662,169 124,307 

利息及び配当金の受取額  158 981 

利息の支払額  △4,739 △6,483 

法人税等の支払額  △46,759 △133,854 

営業活動によるキャッシュ・フロー  610,828 △15,049 
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当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31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７月１日 

至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △11,503 △6,305 

定期預金の払戻による収入  4,905 － 

有形固定資産の取得による支出  △22,796 △53,228 

無形固定資産の取得による支出  △19,765 △64,112 

有形固定資産の除却による支出  － △1,813 

投資有価証券の取得による支出  △3,912 △211,985 

投資有価証券の売却による収入  3,176 － 

新規連結子会社の株式取得による支

出 
※２ － △164,445 

その他  26,249 △6,199 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △23,647 △508,090 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △690,792 594,962 

長期借入金の返済による支出  △13,885 △8,331 

社債の償還による支出  △10,000 － 

新株の発行による収入  － 374,316 

株式公開に伴う支出  － △18,624 

配当金の支払額  △12,746 △11,268 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △727,423 931,055 

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減額  △140,242 407,915 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,062,574 654,658 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※１ 922,331 1,062,574 
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（5）注記事項等    

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 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

  ダイワード株式会社 

 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

   ダイワード株式会社 

ダイワード㈱は平成18年４月10日の株

式取得に伴い、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。なお、みなし

取得日を平成18年３月31日としたため、

平成18年４月１日より平成18年６月30日

までの３か月間の損益計算書及び平成18

年６月30日現在の貸借対照表を連結して

おります。 
 

２．持分法の適用に関する事
  項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の中間決算日
（事業年度）等に関する
事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連結決
算日と一致しております。 

連結子会社の決算日は、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および評価方法 
①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しておりま

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。 

なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資については、

組合契約に規定される決算報告日に

おいて入手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。 

 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 
①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 ②たな卸資産 

商品・仕掛品 

主として個別法に基づく原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法を

採用しております。 
 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 

(2)重要な減価償却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。 

 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

定額法によっております。 
なお、取得価額10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、支出時
に費用処理しております。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 
 

 ②無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、自社利用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）

に基づいております。 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

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。 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、当

中間連結会計期間に負担すべき支給見込

額を計上しております。  

 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、当

連結会計年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

 
 ③役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、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。 

③役員賞与引当金 

  役員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

 

 ④退職給付引当金 

連結子会社について、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関する

実務指針（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、退職金規程に

よる当中間連結会計期間末自己都合要

支給額を計上しております。 

④退職給付引当金 

連結子会社について、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関する

実務指針（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、退職金規程に

よる連結会計年度末自己都合要支給額を

計上しております。 

 
 (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。 
 

(4)重要なリース取引の処理方法 

同左 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 (5)その他中間連結財務諸表作成のための

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。 

 

(5)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

 

同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

のれんについては、７年間で償却してお

ります。 

同左 

７．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か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 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
109,896千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
97,845千円 

 

※２．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。

    定期預金        79,506千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内償還予定社債  160,000千円 

なお、上記担保資産のうち、定期預金10,000千

円は、ダイワード株式会社の取引先の金融機関か

らの借入金100,238千円に対する担保に供してお

ります。 

 

※２．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。

    定期預金        60,503千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内償還予定社債  20,000千円 

    社債          150,000千円 

 

３．偶発債務 

   当社が使用する業務用ソフトウェアの開発委託

契約に関連し、ソフトウェアの開発委託先から平成

16年３月９日付けで151,147千円の損害賠償請求訴

訟が提起され、現在係争中であります。 

   当社はこれに対し、何ら根拠なきものとして請求

棄却を求めるとともに、開発委託先に対し、債務不

履行による損害賠償の支払いを求め、平成16年５月

26日付けで反訴を提起いたしました。 

３．偶発債務 

同左 

  

 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

    役員報酬         66,352千円 
    給料手当         75,622千円 
    賞与引当金繰入額      2,599千円 
    役員賞与引当金繰入額  10,485千円 
    のれん償却額       54,293千円 
    退職給付費用      1,932千円 
 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

    役員報酬         91,295千円 
    給料手当         90,539千円 
    賞与引当金繰入額      4,315千円 
    役員賞与引当金繰入額  20,850千円 
    のれん償却額       21,351千円 

退職給付費用      4,888千円 
 

※２．前期損益修正損は、貸付金の未経過利息計上額の

修正であります。 

 

※２．                

 

※３．               ※３．固定資産除却損は、建物6,500千円、工具器具備品

141千円であります。 
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（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７月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

１．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            （単位：株） 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当中間 

連結会計期間 

増加株式数 

当中間 

連結会計期間 

減少株式数 

当中間 

連結会計期間末 

株式数 

発行済株式   

普通株式  29,885 － － 29,885

合 計 29,885 － － 29,885

（注）当中間連結会計期間末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．新株予約権及び自己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） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

期間末 

当中間連結

会計期間 

増加 

当中間連結

会計期間 

減少 

当中間連結

会計期間末

当中間連結

会計期間末

残高 

（千円） 

提出会社 

（親会社） 
第１回新株予約権 普通株式 40 － － 40 －

 第２回新株予約権 普通株式 588 － 27 561 －

 第３回新株予約権 普通株式 27 － 3 24 －

 第４回新株予約権 普通株式 264 － 6 258 －

合計  919 － 36 883 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 919 － 36 883 －

（注）１. 当中間連結会計期間の減少は、すべて新株予約権の失効によるものであります。 

２. 第１回新株予約権は権利行使可能なものであり、その他の新株予約権は権利行使可能な期間が到来しておら

ず、権利行使不可能なものであります。 

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 14,942 千円 500 円 平成 18 年６月 30 日 平成 18 年９月 29 日 

 

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

    該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自平成 17 年７月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

１．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 

 当連結会計年度 

期首株式数 

（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 

株式数 

（株） 

発行済株式   

普通株式  8,735 21,150 － 29,885

合計 8,735 21,150 － 29,885

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 21,150 株は、株式上場に伴う有償一般募集による新株の発行 1,000 株、

平成 18 年１月 18 日をもって普通株式 1株につき３株の割合で株式分割を行ったことによる株式数の増加

19,470 株および新株予約権の権利行使による新株の発行 680 株によるものであります。 

２．当連結会計年度末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．新株予約権及び自己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） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

当連結会計

年度期首 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会

計年度末

残高 

（千円）

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成17年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 11,268 千円 1,290 円 平成 17 年６月 30 日 平成 17 年９月 29 日 

(2)基準日が当期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
配当金の 

総額 
配当の原資

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 14,942 千円 利益剰余金 500 円 平成 18年６月 30日 平成 18年９月 29日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 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 

 

（平成18年12月31日現在）

※１ 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18年６月30日現在）

現金及び預金勘定    1,023,343千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金     △101,012千円 

現金及び現金同等物    922,331千円 

現金及び預金勘定     1,156,988千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金       △94,414千円 

現金及び現金同等物    1,062,574千円 

  

※２                

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにダイワード株式会社

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びにダイワード株式会社株式の取得

価額とダイワード株式会社株式取得のための支

出との関係は次のとおりであります。 

流動資産 1,042,735千円 

固定資産 234,109千円 

のれん 761,429千円 

流動負債 △845,152千円 

固定負債 △368,570千円 

少数株主持分  △25,358千円 

ダイワード㈱株式の

取得価額 

799,192千円 

ダイワード㈱の現金

及び現金同等物 

△634,747千円 

差引：ダイワード㈱株式取得のための支出 

 164,445千円 
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（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
 

 
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 90,014 71,242 18,771

ソフトウェア 24,956 21,192 3,763

合計 114,970 92,435 22,535

    

 

 
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 90,014 61,700 28,314

ソフトウェア 28,656 22,090 6,565

合計 118,670 83,790 34,879

  

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 15,695千円 

１年超 7,745千円  

合計 23,441千円 

  

 

１年内 23,669千円 

１年超 12,749千円  

合計 36,419千円 

  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

 

支払リース料 13,393千円 

減価償却費相当額 12,344千円 

支払利息相当額 415千円 

  

 

支払リース料 33,644千円 

減価償却費相当額 31,454千円 

支払利息相当額 1,195千円 

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

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） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸
借対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

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 7,303 14,699 7,395 7,542 12,814 5,271

(2）債券  

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 7,303 14,699 7,395 7,542 12,814 5,271

(1）株式 103,905 85,452 △18,453 103,539 82,253 △21,286

(2）債券  

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小計 103,905 85,452 △18,453 103,539 82,253 △21,286

合計 111,208 100,151 △11,057 111,081 95,067 △16,014

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 
 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

   非上場株式 19,350 19,700 

   投資事業組合への出資金 98,687 99,672 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間、前連結会計年度のいずれにおいても、当社グループは、デリバティブ取引を全くおこなって

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） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 当中間連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．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 14 年ストック・オプション 平成 17 年ストック・オプション① 

付与対象者の区分及び数 当社取締役４名 
当社取締役５名、当社監査役３名 

当社従業員 78 名 

ストックオプション数

（注） 
普通株式 2,400 株 普通株式 607 株 

付与日 平成 14 年６月 30 日 平成 17 年 11 月 14 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 14 年７月 １日 
至 平成 19 年６月 20 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

 

 平成 17 年ストック・オプション② 平成 17 年ストック・オプション③ 

付与対象者の区分及び数 当社従業員９名 
当社取締役５名、当社監査役１名 

当社従業員 20 名 

ストックオプション数

（注） 
普通株式 27 株 普通株式 264 株 

付与日 平成 18 年２月 14 日 平成 18 年６月 28 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の

株式数に換算して記載しております。 
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(２)ストック･オプションの規模及びその変動状況 

  当連結会計年度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 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション①

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③

権利確定前 （株）     

 当連結会計年度期首 － － － － 

 付与 － 607 27 264 

 失効 － 19 － － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － 588 27 264 

権利確定後 （株）     

 当連結会計年度期首 720 － － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 680 － － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 40 － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の

株式数に換算して記載しております。 

 

②単価情報 

 平成 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション① 

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③ 

権利行使価格   (円) 16,667 291,000 281,983 304,250 

行使時平均株価 (円) 281,000 － － － 

公正な評価単価(付与

日)            (円)
－ － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の

株式数に換算して記載しております。 
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（セグメント情報） 

（１）事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 
社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 916,418 1,834,551 2,750,970 － 2,750,970 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 726 726 (726) － 

計 916,418 1,835,278 2,751,697 (726) 2,750,970 

営業費用 726,249 1,865,086 2,591,335 (726) 2,590,609 

営業利益（又は損失） 190,169 △29,807 160,361 － 160,361 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

   

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

（単位：千円） 

 
社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,627,284 905,600 2,532,885 － 2,532,885 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

－ － － － － 

計 1,627,284 905,600 2,532,885 － 2,532,885 

営業費用 1,380,787 947,230 2,328,017 － 2,328,017 

営業利益（又は損失） 246,497 △41,629 204,867 － 204,867 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

 

(２)所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

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支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

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支店がないため、該当事項はありません。 
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(３)海外売上高 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日）  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
（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 40,917.43円 

１株当たり中間純利益金額 2,469.58円 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

2,466.54円 

  

 

１株当たり純資産額 39,419.44円 

１株当たり当期純利益金額 2,940.38円 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

2,892.41円 

  
    

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後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。
 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

中間（当期）純利益（千円） 73,803 84,879 

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） 73,803 84,879 

期中平均株式数（株） 29,885 28,867 

普通株式増加数（株） 36 478 

 （うち新株予約権） (36) (478) 

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 

平成17年９月28日定時株主総

会において決議された新株予約

権843個（普通株式843株） 

平成17年９月28日定時株主総

会において決議された新株予約

権879個（普通株式879株） 
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（重要な後発事象） 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

                  

 

１．取締役及び監査役に対するストックオプション（新

株予約権）の発行について 

当社は、平成18年９月28日開催の第８期定時株主総

会において、会社法第361条に基づき、当社取締役及

び監査役に対し報酬として新株予約権を付与するこ

とを決議いたしました。 

(1) 発行する新株予約権の数 

  取締役に対し498個、監査役に対し102個を上限

とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式600株を１年間の上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

付与日においてブラック・ショールズ・モデル

により算定した価額とする。 

 

                  

 

２．従業員等に対するストックオプション（新株予約権）

の発行について 

当社は、平成18年９月28日開催の第８期定時株主総

会において、会社法第236条、第238条及び第239条に

基づき、当社従業員及び当社子会社の役員及び従業員

に対し特に有利な条件で新株予約権を付与すること

を決議いたしました。 

(1) 発行する新株予約権の数 

900個を上限とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式900株を１年間の上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償とする。 
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５．生産・受注及び販売の状況 
（1）生産実績 

該当事項ありません。 

 

（2）受注実績 

該当事項ありません。 

 

（3）販売実績 

  (単位：千円) 

事業の種類別セグメント 
の名称 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

社宅管理事務代行 882,967 1,588,716 

システム導入 21,000 21,176 

その他 12,450 17,392 

社宅管理
事務代行
事業 

小計 916,418 1,627,284 

マンション・ビル管理事業 1,834,551 905,600 

合計 2,750,970 2,532,885 

   （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 
 
 


