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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切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12月中間期 105 △44.3 △172 － △76 －

17年12月中間期 188 11.0 △208 － △96 －

18年６月期 319 △7.5 △435 － △248 －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 122 － 1,540 55

17年12月中間期 △95 － △1,196 26

18年６月期 △271 － △3,406 65

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 79,833株 17年12月中間期 79,698株 18年６月期 79,765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 （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

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 5,667 5,571 98.3 69,788 26

17年12月中間期 5,648 5,561 98.5 69,667 09

18年６月期 5,454 5,383 98.7 67,439 63

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 79,833株 17年12月中間期 79,833株 18年６月期 79,833株

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

２．平成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）

　当期の業績予想に関しては、現時点では平成18年８月11日に公表した数値を修正しておりません。

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 280 △140 △150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△1,878円92銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金(円)

年間

18年６月期 －

19年６月期（実績）
－

19年６月期（予想）

※　上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報および将来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としており、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  848,313   618,885   695,641   

２　受取手形  386   －   －   

３　売掛金  155,209   107,442   133,125   

４　たな卸資産  9,934   564   583   

５　有価証券  9,362   211,401   9,284   

６　その他 ※２ 150,914   196,077   179,400   

貸倒引当金  △16,960   △5,090   △6,543   

流動資産合計   1,157,161 20.5  1,129,281 19.9  1,011,494 18.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物  15,598   7,355   8,087   

(2) 工具、器具及び
備品

 21,270   12,103   15,636   

有形固定資産合計  36,868   19,458   23,723   

２　無形固定資産           

(1) 特許権  813   797   694   

(2) ソフトウェア  6,797   5,447   6,403   

(3) その他  15,835   11,455   13,645   

無形固定資産合計  23,446   17,700   20,743   

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  4,058,858   4,161,596   4,056,577   

(2) 長期前払費用  11,807   7,586   9,801   

(3) 長期性預金  300,000   300,000   300,000   

(4) その他  60,802   31,528   31,869   

投資その他の資産
合計

 4,431,468   4,500,711   4,398,250   

固定資産合計   4,491,784 79.5  4,537,870 80.1  4,442,717 81.5

資産合計   5,648,945 100.0  5,667,152 100.0  5,454,211 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  24,412   11,223   15,348   

２　未払金  20,319   10,673   13,802   

３　未払法人税等  4,568   7,878   6,121   

４　その他  37,065   20,215   35,029   

流動負債合計   86,365 1.5  49,990 0.9  70,303 1.3

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債  846   45,584   －   

固定負債合計   846 0.0  45,584 0.8  － －

負債合計   87,212 1.5  95,574 1.7  70,303 1.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,856,151 68.4  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  3,414,351   －   －   

資本剰余金合計   3,414,351 60.4  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処
理損失

 1,710,003   －   －   

利益剰余金合計   △1,710,003 △30.3  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,233 0.0  － －  － －

資本合計   5,561,733 98.5  － －  － －

負債及び資本合計   5,648,945 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  3,856,151 68.0  3,856,151 70.7

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   3,414,351   3,414,351   

資本剰余金合計   － －  3,414,351 60.2  3,414,351 62.6

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  －   △1,763,408   △1,886,394   

利益剰余金合計   － －  △1,763,408 △31.0  △1,886,394 △34.6

株主資本合計   － －  5,507,094 97.2  5,384,107 98.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  － －  64,312 1.1  △200 0.0

評価・換算差額等合
計

  － －  64,312 1.1  △200 0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  171 0.0  － －

純資産合計   － －  5,571,578 98.3  5,383,907 98.7

負債純資産合計   － －  5,667,152 100.0  5,454,211 100.0
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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
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   188,846 100.0  105,133 100.0  319,660 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３  121,594 64.4  71,877 68.4  227,238 71.1

売上総利益   67,251 35.6  33,256 31.6  92,422 28.9

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※３  275,607 145.9  205,705 195.7  528,215 165.2

営業損失   208,356 △110.3  172,449 △164.0  435,792 △136.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  113,322 60.0  95,774 91.1  196,892 61.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,335 0.7  － －  9,924 3.1

経常損失   96,369 △51.0  76,675 △72.9  248,824 △77.8

Ⅵ　特別利益 ※４  － －  201,171 191.3  － －

Ⅶ　特別損失 ※５  － －  904 0.9  22,727 7.1

税引前中間（当
期）純利益また
は純損失（△）

  △96,369 △51.0  123,591 117.6  △271,551 △84.9

法人税、住民税
及び事業税

  705 0.4  605 0.6  1,915 0.6

源泉所得税還付
額

  1,736 0.9  － －  1,736 0.5

中間（当期）純
利益または純損
失（△）

  △95,339 △50.5  122,986 117.0  △271,731 △85.0

前期繰越損失   1,614,663        

中間（当期）未
処理損失

  1,710,003        
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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７月１日　至平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年６月30日　残高（千円） 3,856,151 3,414,351 △1,886,394 5,384,107

中間会計期間中の変動額     

中間純利益   122,986 122,986

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

    

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － 122,986 122,986

平成18年12月31日　残高（千円） 3,856,151 3,414,351 △1,763,408 5,507,094

 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金

平成18年６月30日　残高（千円） △200 － 5,383,907

中間会計期間中の変動額    

中間純利益   122,986

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

64,512 171 64,683

中間会計期間中の変動額合計（千円） 64,512 171 187,670

平成18年12月31日　残高（千円） 64,312 171 5,571,578

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（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

純資産合計 
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 資本準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年６月30日残高(千円) 3,839,816 3,398,016 △1,614,663 5,623,169 1,684 5,624,853

事業年度中の変動額        

新株の発行 16,335 16,335  32,670  32,670

当期純利益   △271,731 △271,731  △271,731

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

    △1,884 △1,884

事業年度中の変動額合計(千円) 16,335 16,335 △271,731 △239,061 △1,884 △240,945

平成18年６月30日残高(千円) 3,856,151 3,414,351 △1,886,394 5,384,107 △200 5,383,907

－ 5 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

当社は、平成15年６月期以降３期連続して重

要な営業損失及び重要な経常損失を計上し、

営業キャッシュ・フローも同期間マイナスと

なっております。当該状況により、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

当社は、当該状況を改善し、早急に営業損益

を黒字とするために、以下の施策を講じるこ

ととしています。

①既存顧客ベースの深掘り：

フォント管理ソフトや地理情報システム分

野など、既に確固たる市場シェアを占めて

いる製品に関しては、その分野における顧

客に対する新たな機能の提供を行うことで、

売上高の増大を図ります。

②既存案件のパターン化：

既存の直販での事例をパターン化・ソリュー

ション化し、代理店を経由して水平展開し

ていく予定です。

③代理店の活性化：

成約事例を既存代理店が相互に紹介しあう

機会を設け、代理店の提案力・営業力を高

める努力を行います。また、ソリューショ

ンの内容および規模に応じた代理店を新た

に設定し、売上の増加を図ります。

④アジア展開：

韓国支店の立上げを足がかりに、今後も時

期を見ながら中国その他の地域への拠点作

りを鋭意検討します。

⑤製品ラインの見直し、新製品の開発：

市場のニーズを的確に把握し、新たな事業

分野への進出、より付加価値が見込める製

品の開発などを実施していきます。

⑥事業買収・業務提携の可能性の検討：

全世界の市場及びプレイヤーの動向を見な

がら、当社グループとしてシナジーが見込

まれる先に対しては、積極的に事業買収・

業務提携・資本提携の可能性を追求すると

ともに、これらの諸施策実現のために、今

後一層の財務基盤の充実にも努めてまいり

ます。

⑦販管費の削減：

日本、アジア及び欧米において、売上に見

合ったレベルへ販管費の削減を目指します。

中間財務諸表は継続企業を前提に作成されて

おり、上記のような重要な疑義の影響を中間

財務諸表に反映しておりません。

当社は平成15年６月期以降連続して重要な営

業損失及び重要な経常損失を継続的に計上し

ております。当該状況により継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しております。

当社は、当該状況を改善し、早急に営業損益

を黒字化するために、以下の施策を講じ、実

行してまいります。そのため、中間財務諸表

は継続企業を前提に作成されており、上記の

ような重要な疑義の影響を中間財務諸表に反

映しておりません。

(1) 経営計画の推進について

① 諸経費の削減の推進

　当期からすでに組織・商品ラインの見直し

に伴うコスト削減を実施しており、当事業年

度は前事業年度に比べ販売費及び一般管理費

を128百万円（24％）削減することを見込んで

おります。当中間会計期間においては当初の

経営計画を上回ってコスト削減が達成できて

おりますが、今後も継続的にコストの見直し・

削減を行ってまいります。 

② 事業の選択と集中の推進

　当期から経営資源を集中すべき成長事業分

野と、縮小・撤退すべき事業分野を選択し、

経営資源を各事業分野に配分してまいりまし

た。各事業分野の改善状況はいずれも親会社

の売上においては概ね当初計画どおりに進捗

しております。

　フォント管理分野に関しては、今後も、さ

らにクライアント／サーバー製品の強化等、

本ソフトウェアの機能強化を通じて売上拡大

を図ります。

　デジタル資産管理(DAM)分野に関しては、さ

らに企業向けソリューション提案型販売の拡

大を行い、収益構造を確立いたします。

　地理情報システム(GIS)分野に関しては、引

続き好調な米国市場での展開をサポートして

まいります。

　デジタル文書圧縮配信(DjVu)分野およびそ

の他の分野に関しては、当期から日本・韓国

でソリューションを展開すべく事業モデルを

を変更いたしましたが、今後も、この事業モ

デルをより強固に確立し収益の拡大を図りま

す。

　また、上記事業分野ごとの戦略実行に際し

て、当社グループとしてシナジーが期待でき

る企業に対しては、業務提携・資本提携・事

業買収の可能性を積極的に追求していきま

す。  

<当社グループ経営計画の進捗状況

　　　　　　　　　　　　　　(上期連結)> 

平成18年７月～平成18年12月(単位:百万円)

 売上高 経常利益 当期純利益

計画 1,200 △170 △170

実績 1,247 △102 91

<当社経営計画の進捗状況(上期単体)> 

平成18年７月～平成18年12月(単位:百万円)

 売上高 経常利益 当期純利益

計画 100 △130 △130

実績 105 △76 122

当社は、平成15年6月期以降４期連続して重要

な営業損失及び重要な経常損失を継続的に計

上しております。当該状況により、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。 

当社は、当該状況を改善し、早急に営業損益

を黒字化するために、以下の施策を講じ、実

行してまいります。そのため、財務諸表は継

続企業を前提に作成されており、上記のよう

な重要な疑義の影響を財務諸表に反映してお

りません。 

１．経営計画の目的と施策 

　当社は、事業部門と本社部門から構成され

ております。 

　事業部門は日本・韓国を拠点に営業活動を

行う独立採算部門として収益拡大に集中いた

します。この事業部門に対しては厳格な損益

管理を実施し、例えば新規の事業展開を行う

場合であっても、投下する資金と事業部門の

体力及び期待されるリターンとのバランスを

十分考慮するなど、一定限度のリスクを超え

ないようにすることで、計画外の資金流出を

抑制し資金管理を徹底させます。 

　本社部門は欧米の連結子会社のコントロー

ルを通じ、連結グループ全体の収益拡大を図

るため、以下の施策を講じます。 

① 諸経費の削減 

　すでに日本及び欧米において組織・商品ラ

インの見直しに伴う思い切ったコスト削減を

実施しており、連結では当連結会計年度に比

べ販売費及び一般管理費を724百万円（23％）

削減し、単体でも当事業年度に比べ販売費及

び一般管理費を128百万円（24％）削減するこ

とを来期は見込んでおります。さらに今後も

引き続き徹底的なコストの見直し・削減を行

い、「聖域なき改革」を短期間で実現し、市

場環境の変化への対応力の強化を図りま

す。 

② 事業の選択と集中 

　成長分野と捉えて経営資源を集中する事業

分野と、縮小あるいは撤退する事業分野の選

択を行い、適時かつ必要に応じた資源投入を

各事業分野に配分することにより、収益の最

大化を図ります。具体的には、以下の方策を

講じます。 

　フォント管理分野に関しては、クライアン

ト／サーバー製品の強化等、本ソフトウェア

の機能強化を通じて一層の売上拡大を図ると

ともに、川上・川下の関連企業との事業提携

を模索して、当社の優位的な地位の確保と収

益向上を図ります。これにより当分野に関し

ては、来期、親会社単体で25百万円、当社グ

ループ全体で1,350百万円の売上高を計画して

おります。  

　デジタル資産管理(DAM)分野に関しては、顧

客層の企業向けへの拡大を図るとともに、商

品の販売方法についても、単なるソフトウェ

アのライセンス販売から、ソリューションと

しての提案型販売への注力を行います。これ

により来期、親会社単体で25百万円、当社グ
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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）

(2) 資金繰りについて 

　当社は継続的に営業損失が発生しているた

め、親会社単体の営業キャッシュ・フローは

マイナスとなっております。 しかし、当中間

会計期間は投資有価証券売却収入があり、当

社グループ全体の中間連結会計期間末におけ

る現金及び現金同等物残高は前連結会計期間

末より214百万円増加し1,220百万円となりま

した。そのため営業活動に必要な資金は確保

されております。 

ループ全体で550百万円の売上高を計画してお

ります。

　地理情報システム(GIS)分野に関しては、米

国では業界標準となっている当社グループの

画像フォーマットMrSIDを最大限活用し、他社

の応用ソフトや技術との協業を図り、一層の

シェア拡大と売上向上を図ります。これによ

り当分野に関しては、来期、親会社単体で10

百万円、当社グループ全体で450百万円の売上

高を計画しております。 

　デジタル文書圧縮配信(DjVu)分野に関して

は、従来成長戦略の中核としておりましたが、

いまだに全世界的な規模では立ち上がってき

ておらず、当面はこれまでとってきた広範な

商品化・拡販のアプローチを一旦縮小し、韓

国において成功してきたソリューション中心

の事業モデルに特化して事業の足場を固める

こととします。これにより当分野に関しては、

来期、親会社単体で170百万円、当社グループ

全体で250百万円の売上高を計画しておりま

す。 

　上記事業分野ごとの戦略実行に際して、当

社グループとしてシナジーが期待できる企業

に対しては、業務提携・資本提携・事業買収

の可能性を積極的に追求していきます。また、

親会社単体においては上記集中分野以外にも、

その他ソリューション等による売上50百万円

を見込んでおります。 

 <当社グループ経営計画の概要(連結)> 

平成18年７月～平成19年６月(単位:百万円)

 売上高 経常利益 当期純利益

 上期 1,200 △170 △170

 下期 1,400 △20 △20

 通期 2,600 △190 △190

 <当社グループ経営計画の概要(単体)> 

平成18年７月～平成19年６月(単位:百万円)

 売上高 経常利益 当期純利益

 上期 100 △130 △130

 下期 180 △10 △20

 通期 280 △140 △150

 翌連結会計年度の経営計画においては、残念

ながら継続して営業損失が発生すると予想さ

れますが、上記経営計画の実現に向けて、当

社一丸となり、極力早期に黒字への転換が図

れるよう努力してまいります。 

２．資金繰りについて 

　当社は継続的に営業損失が発生しているた

め、親会社単体の営業キャッシュ・フローは

マイナスとなっております。 しかし、当事業

年度におきましては、新株発行により32百万

円の資金調達を行っております。また、連結

子会社においてプラグイン製品群の売却収入

があるため、当社グループ全体では営業キャッ

シュ・フローはプラスとなっております。 

　平成18年６月期における現金及び現金同等

物の残高は、当社グループ全体で1,005百万円、

親会社単体で704百万円が確保されております。

また、翌連結会計年度におけるキャッシュ・

フローを以下のとおり予測しており営業活動

に必要な資金は確保されております。  
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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）

 <キャッシュ・フローの予測(連結)>　

平成18年７月～平成19年６月(単位:百万円)

 

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

 通期 74 △56 － 1,023

 <キャッシュ・フローの予測(単体)>　

平成18年７月～平成19年６月(単位:百万円)

 

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

 通期 120 △12 － 572
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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及び評

価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）子会社株式

同左

(1）子会社株式

同左

(2）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（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）

(2）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（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）

(2）その他有価証券

（時価のあるもの）

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）

（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　たな卸資産の評価基準及び

評価方法

移動平均法による原価法 同左 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

なお、主な耐用年数は建物５

～18年、工具、器具及び備品

は４～15年であります。

(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

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェア

販売見込期間（３年）にお

ける見込販売数量に基づく

償却額と販売可能な残存期

間に基づく均等配分額を比

較し、いずれか大きい金額

を計上しております。

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

ソフトウェア

 

同左

自社利用のソフトウェア

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。

自社利用のソフトウェア

同左

自社利用のソフトウェア

同左

その他の無形固定資産

定額法を採用しております。

その他の無形固定資産

同左

その他の無形固定資産

同左

４　繰延資産の処理方法 新株発行費

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

 

 ――――

新株発行費

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

５　外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間期末

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理してお

ります。
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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）

６　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。

同左

 

同左

 

７　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

８　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

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15年10月

31日）を適用しております。これによる損

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

基準等）

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

第５号 平成17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,571,406千円であります。

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貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

（ストックオプション等に関する会計基準）

当中間会計期間から「ストックオプション等

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８号）及

び「ストックオプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会　平成18

年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。これにより従来の方法

に比べて、販売費及び一般管理費が171千円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純

利益がそれぞれ同額減少しております。

（固定資産の減損に係る会計基準等）

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。 

（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準4号 平成17年11月29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

計基準等）

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等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,383,907千円であります。

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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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）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

49,710千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

32,489千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

38,996千円

※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、流動資産の「その他」に含め

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、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

※２            ―――――

（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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,486千円

受取家賃 9,600千円

経営指導料 80,571千円

受取利息 2,734千円

為替差益 7,991千円

経営指導料 82,051千円

受取利息 4,515千円

受取家賃 11,200千円

経営指導料 161,128千円

為替差益 19,525千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　 ※２　営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 1,335千円 ――――― 新株発行費 1,335千円

たな卸資産評価損 8,588千円

※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 5,498千円

無形固定資産 3,662千円

有形固定資産 3,650千円

無形固定資産 3,277千円

有形固定資産 11,343千円

無形固定資産 7,675千円

※４ ※４　特別利益のうち主要なもの ※４

――――― 投資有価証券売却益 201,171千円

  

―――――

※５ ※５　特別損失のうち主要なもの ※５　特別損失のうち主要なもの

――――― 固定資産除却損 904千円

  

固定資産除却損 18,546千円

従業員特別退職金 4,181千円

（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

 　　当中間会計期間末までに取得または保有している自己株式はありません。

 

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

 　　当事業年度末までに取得または保有している自己株式はありません。
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①　リース取引

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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

（借主側） （借主側） （借主側）

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

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 4,086千円

減価償却

累計額相当額
1,293千円

中間期末残高

相当額
2,792千円

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 2,980千円

減価償却

累計額相当額
248千円

中間期末残高

相当額
2,731千円

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 4,086千円

減価償却

累計額相当額
1,702千円

期末残高相当額 2,383千円

注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。

注）取得価額相当額は、従来、重要性

の基準により支払利子込み法で表示

しておりましたが、重要性が増した

ため、当中間会計期間より原則的方

法による表示に変更しております。

なお、支払利子込み法によった場合

は下記のとおりであります。

注）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 3,366千円

減価償却

累計額相当額
280千円

中間期末残高

相当額
3,085千円

②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 817千円

１年超 1,974 〃

合計 2,792千円

１年以内 550千円

１年超 2,208 〃

合計 2,758千円

１年以内 817千円

１年超 1,566 〃

合計 2,383千円

注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

注）未経過リース料期末残高相当額は、

従来、重要性の基準により支払利子

込み法で表示しておりましたが、重

要性が増したため、当中間会計期間

より原則的方法による表示に変更し

ております。なお、支払利子込み法

によった場合は下記のとおりであり

ます。

注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

１年以内 673千円

１年超 2,412 〃

合計 3,085千円

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 408千円

減価償却費相当額 408 〃

支払リース料 280千円

減価償却費相当額 248 〃

支払利息相当額 59 〃

支払リース料 817千円

減価償却費相当額 817 〃
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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）

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

　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  利息相当額の算定方法

　リース料相当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。

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。

 　

　

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及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 69,667.09円

１株当たり中間純損失 1,196.26円

１株当たり純資産額 69,788.26円

１株当たり中間純利益 1,540.55円

１株当たり純資産額 67,439.63円

１株当たり当期純損失 3,406.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益につきましては、１株当たり

中間純損失が計上されているため記載

しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益につきましては、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益につきましては、１株当たり

当期純損失が計上されているため記載

しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益（損失）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株当たり中間（当期）純利益（△は損

失）
   

中間（当期）純利益（△は損失）

（千円）
△95,339 122,986 △271,731

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（△

は損失）（千円）
△95,339 122,986 △271,731

普通株式の期中平均株式数（株） 79,698 79,833 79,765

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ま

れなかった潜在株式の概要

 ―――

 旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づ

き発行したストックオプ

ション制度の新株予約権

(株式の数1,785株)があり

ます。

 ―――
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（重要な後発事象）

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）

　平成17年９月29日開催の当社第10回定時株

主総会及び平成18年１月26日開催の取締役会

決議に基づき、平成18年１月26日付で当社及

び当社子会社の取締役、監査役、従業員に対

して、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21

の規定に基づき新株予約権（ストックオプショ

ン）を付与いたしました。

――――― ―――――

(1）新株予約権の発行日

平成18年１月26日

 

 

 

 

(2）新株予約権の発行数

3,535個

（新株予約権１個につき普通株式１株）

 

 

 

 

 

 

(3）新株予約権の発行価額

無償

 

 

 

 

(4）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式3,535株

 

 

 

 

(5）新株予約権の行使時に払込をすべき金額

１株につき164,142円

 

 

 

 

(6）新株予約権の行使により発行する株式の

発行価額の総額

580,241,970円

 

 

 

 

(7）新株予約権の行使により新株を発行する

場合の当該株式の発行価額のうち資本に組

入れない額

１株当たり82,071円

 

 

 

 

(8）新株予約権の行使期間

平成18年９月30日から平成22年９月29日

まで

　ただし、新株予約権者は、割当てられた

予約権の総個数の３分の１以下については

平成18年９月30日以降上記権利行使期間満

了まで、３分の２以下については平成19年

９月30日以降上記権利行使期間満了まで、

全部については平成20年９月30日以降上記

権利行使期間満了までの間に権利行使がで

きるものとする。

 

 

 

 

 

(9）新株予約権の割当対象者

当社取締役５名、当社監査役３名、当社

及び当社子会社従業員57名。

　ただし、取締役及び監査役は、当社の第

11期（平成17年７月１日から平成18年６月

30日まで）の連結税引後純利益が正である

場合に限り、権利行使ができるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

７．役員の異動
(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

　該当事項はありません。
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