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（百万円未満切捨て） 

１．19年３月中間期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日） 

（１）連結経営成績 
（％表示は対前年中間期増減率） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

19年３月中間期 2,949 (   2.9) 319 (  19.4) 326 (  19.2) 182 (  30.0) 

18年３月中間期 2,865 (   5.3) 267 (  98.8) 274 ( 102.1) 140 ( 141.5) 

18年９月期 5,799 (   4.1) 402 (  22.4) 420 (  25.0) 170 (   2.0) 
 

 
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 
 円 銭 円   銭 

19年３月中間期 48 65 47 91 

18年３月中間期 37 63 36 79 

18年９月期 45 72 44 70 
 
(参考) 持分法投資損益 19年３月中間期 －百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

（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 

19年３月中間期 － － － － － 

18年３月中間期 3,660 2,462 67.3 659 00 

18年９月期 3,575 2,377 66.5 633 91  
(参考) 自己資本 19年３月中間期 －百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

（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 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年３月中間期 292 △30 △66 914 

18年３月中間期 352 △349 △56 822 

18年９月期 390 △492 △53 720 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 第１ 

四半期末 
中間期末 第３ 

四半期末 
期 末 年 間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
18年９月期 － － － 18  00 18  00 

19年９月期(実績) － －   

19年９月期(予想)   － 18  00 
18  00 

３．19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭 

通  期 6,050 (  4.3) 509 ( 26.6) 496 ( 18.1) 254 ( 49.4) 67  71   
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４．その他 

（１） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 
 
新規 －社 （社名           ） 除外 １社 （社名 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱﾗｲｱﾝｽ㈱） 

（注） 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

（２） 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更  無 

（注）詳細は、20ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

（３） 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

19年３月中間期 3,866,135株 18年３月中間期 3,866,135株 18年９月期 3,866,135株 

② 期末自己株式数 

19年３月中間期 114,094株 18年３月中間期 128,894株 18年９月期 115,394株 
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり

情報」をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 
１．19年３月中間期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日） 

（１）個別経営成績 
（％表示は対前年中間期増減率） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

19年３月中間期 2,949 (   4.1) 319 (  14.3) 326 (  13.8) 163 (  56.6) 

18年３月中間期 2,834 (   7.1) 279 (  76.8) 286 (  80.2) 104 (  27.6) 

18年９月期 5,745 (   5.4) 421 (  12.1) 439 (  14.6) 142 (△33.7) 
 

 
１株当たり 

中間(当期)純利益 
 円 銭 

19年３月中間期 43 59 

18年３月中間期 27 98 

18年９月期 38 12 

（２）個別財政状態 
 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 

19年３月中間期 3,707 2,460 66.4 655 84 

18年３月中間期 3,654 2,474 67.7 662 04 

18年９月期 3,588 2,396 66.8 638 97 
 
(参考) 自己資本 19年３月中間期 2,460百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

 

２．19年９月期の個別業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭 

通  期 6,050 (  5.3) 509 ( 20.9) 497 ( 13.2) 235 ( 65.5) 62  65   
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

 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に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善に伴い、設備投資も増加傾向を

みせております。 

当社が属する情報サービス業界におきましても、企業収益の改善などによる、情報化投資意欲

の高まりを背景に需要が増勢に転じてまいりました。 

このような状況のなかで当社グループは、既存顧客からの継続受注を確保するとともに、新規

顧客の開拓と新規案件の獲得などに注力してまいりました。 

これらの結果、当中間連結会計期間におきましては、主力事業でありますソフトウェア開発及

びシステム運用におきましては、金融・証券をはじめとする各業種に亘って受注が堅調に推移い

たしました。その結果、売上高は2,949百万円と前年同期と比べ84百万円(前年同期比2.9％増)の

増収となりました。一方、利益面におきましては、受注条件の改善及び生産性の向上などに加え、

上期に計画しておりました採用経費や福利厚生費の使用の一部を下期に回したことにより、営業

利益は319百万円と前年同期と比べ51百万円(前年同期比19.4％増)の増益、経常利益は325百万円

と前年同期と比べ51百万円(前年同期比18.8％増)の増益、中間純利益は182百万円と前年同期と比

べ42百万円(前年同期比30.0％増)の増益となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（ソフトウェア開発） 

ソフトウェア開発につきましては、金融系、製造系システム開発の受注が堅調に推移いたしま

したが、仕掛品の増加により、売上高は1,349百万円(前年同期比3.4％減)、営業利益は268百万円

(前年同期比10.8％増)となりました。 

（システム運用） 

システム運用につきましては、金融系、通信系のサーバ運用業務の受注が堅調に推移したこと

により、売上高は1,007百万円(前年同期比8.7％増)、営業利益は183百万円(前年同期比21.2％増)

となりました。 

（ネットワークソリューション） 

ネットワークソリューションにつきましては、金融系、通信系のネットワーク構築・運用サー

ビスの受注が堅調に推移したことにより、売上高は457百万円(前年同期比15.4％増)、営業利益は

80百万円(前年同期比17.0％増)となりました。 

（その他） 

その他につきましては、自社製パッケージソフトウェア「チケット for Windows」の販売及び

LSIの設計などの電子デバイス関連の受注が堅調に推移いたしました。又、関係子会社を平成18年

11月27日に解散した影響により、売上高は134百万円(前年同期比10.5％減)となりました。又、営

業損失につきましては、理容美容向けASPサービス「サロンキーパーコーマ」の開発費の増加に伴

い４百万円の損失(前年同期は営業損失11百万円)となりました。 
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② 当期の見通し 

企業収益の改善を背景に企業の情報化投資は増加傾向にあります。当期の業績見通しにつきまし

ては、売上、利益ともに順調に推移する見通しであります。 

平成19年９月期の連結業績予想といたしましては、売上高6,050百万円(前年同期比4.3%増)、営業

利益509百万円(前年同期比26.6%増)、経常利益496百万円(前年同期比18.1%増)、当期純利益254百万

円(前年同期比49.4増)を予想しており、個別業績予想は、売上高6,050百万円(前年同期比5.3%増)、

営業利益509百万円(前年同期比20.9%増)、経常利益497百万円(前年同期比13.2%増)、当期純利益235

百万円(前年同期比65.5増)を予想しております。 

 

③ 中期経営計画等の進捗状況 

当社は、平成18年から平成20年度までの中期経営計画を策定し取り組んでおります。「既存事業

分野の選択と集中による付加価値向上」、「プロダクトソリューションを次期主要事業に育成」、

「プロジェクトマネージャーの育成」という３つの重点施策を推進中であります。 

 

(既存事業分野の選択と集中による付加価値向上) 

顧客サイトの集約と請負化の推進、組込みソフト開発分野の強化などを推進し、付加価値の

向上に努めております。 

(プロダクトソリューション(自社製パッケージソフト販売)を次期主要事業に育成) 

自社製パッケージソフト「チケット for Windows」の販売につきましては、順調に推移して

おりますが、理容美容向けASPサービス「サロンキーパーコーマ」の販売につきましては、相次

ぐ機能強化対策の影響により大幅な遅れが生じております。 

※ ASPサービスとは、インターネットを利用してソフトウェアを月極めで提供するサービス 

(プロジェクトマネージャーの育成) 

ITSSを参考にした教育ロードマップを導入し、プロジェクトマネージャーの育成を図ってお

ります。 

 

④ 目標とする経営指標の達成状況 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は8.0％にしておりま

す。 

達成状況といたしましては、次のとおりであります。 

 連結 個別 

 中間 通期(予想) 中間 通期(予想) 

経常利益率（％） 11.1 8.2 11.1 8.2 
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(2) 財政状態に関する分析 

① キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は914百万円(前年同期比92百万円の増

加)となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額105百万円となったものの、税金等調

整前中間純利益295百万円となり、退職給付引当金の増加額43百万円とその他資産の減少額58百万

円となったことにより、292百万円(前年同期比60百万円の減少)の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券売却による収入４百万円があったものの、

固定資産取得による支出34百万円により、30百万円(前年同期比318百万円の増加)の支出となりま

した。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額67百万円となり、66百万円(前年同期比

９百万円の減少)の支出となりました。 

② キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成17年９

月期 

平成18年９

月期 

平成18年３

月中間期 

平成19年３

月中間期 

自己資本比率（％） 69.3 66.5 67.3 66.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 72.6 74.6 79.4 71.8 

債務償還年数（年） 0.4 ― 0.0 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 50.6 8,904.9 13,614.0 ― 

 ※ 自己資本比率：純資産／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 

(注) １ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値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（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

３ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っ

ている全ての負債を対象としております。又、利払いについては、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。 
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(3) 利益分配に関する基本的方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けており、安定的

な配当の維持に努め、その一方で必要な内部留保にも留意し、業績などを勘案の上、利益配分政策

を実施することを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、前期末配当金１株につき18円を下限として業績などを総合的に勘案

し、検討することといたします。 
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２. 企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社と子会社(グローバルテクノロジーアライアンス株式会社)１社で構成され

ておりましたが、平成18年11月27日付で子会社は解散し、平成19年３月15日に清算結了しており

ます。 

 そのため、当中間連結会計期間末には連結対象会社がなくなり、関係会社に該当する会社もなくな

りました。 

 なお、グローバルテクノロジーアライアンス株式会社は、組込み系アプリケーションソフトウェア

やハードウェア開発を行っておりました。 
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３. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、「お客様に喜んでいただけるコンピュータサービス」をモットーに、特定のメ

ーカーや顧客に左右されない独立系のソフト会社として、さまざまな領域において顧客に密着した

専門技術の提供を使命に掲げております。 

大型汎用機からパソコンに至るまでのトータル性を活かした複合サービス、ソフトウェア開発事

業とシステム運用事業を柱とした情報技術サービスにおいて、お客様に最適なサービスを提供して

おります。 

今後のネットワーク時代に向け、独自の専門技術と得意分野を活かしたきめ細やかなサービスを

より幅広く提供し、顧客の抱えるあらゆる問題の解決に役立ててまいります。 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は8.0％にしておりま

す。既存事業分野の選択と集中による付加価値の向上に加えプロダクトソリューション事業の拡大

を図り、安定的な収益体質を維持し続けてまいります。 

過去３年間の経常利益率は次のとおりであります。 

 第27期 第28期 第29期 

経常利益率（％） 8.9 6.0 7.3 

(注) 第27期につきましては、当社個別の数値を記載しております。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、変革するビジネス環境において競争力のある事業運営を実現することを目指しておりま

す。そのための中期戦略といたしましては、「既存事業分野の選択と集中による付加価値向上」、

「プロダクトソリューションを次期主要事業に育成」、「プロジェクトマネージャーの育成」とい

う３つの重点目標の実現により、収益性の向上を図ってまいります。 

 

そのための中期重点推進事項は、次のとおりであります。 

 

① 既存事業分野の選択と集中による付加価値向上 

既存事業分野におけるサービス領域の取捨選択を進め、成長が見込めるサービス領域に経営資

源を集中させ、付加価値の向上を図ってまいります。 

 

② プロダクトソリューションを次期主要事業に育成 

自社製品「チケット for Windows」及びASPサービス「サロンキーパーコーマ(Salon Keeper 

COMA)」の販売を推進してまいります。又、新たなASPサービス製品の開発を行い、市場に投入し

てまいります。 

※ ASPサービスとは、インターネットを利用してソフトウェアを月極めで提供するサービス 

 

③ プロジェクトマネージャーの育成 

プロジェクトマネージャーの育成を目指した教育ロードマップの導入を図ってまいります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当社ビジネスモデル「顧客密着型」のソリューションサービスの特徴は、顧客企業様にチームで

技術者が常駐し、顧客ニーズに対して迅速かつ最適な情報サービスを提供することであります。顧

客ニーズを更に満足させる必要からプロジェクトマネージメントのできる優秀なSEを育成・確保す

ることが課題であり、この課題を解決するために教育制度の充実に取り組んでまいります。 

又、顧客の情報化投資意欲の改善を受け、IT分野における人材の不足感が一層強まる中、社員の

定着率の向上、新卒者の採用活動の強化を行い、経営基盤の拡充を図ってまいります。 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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４. 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年９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   542,045   439,305  

２ 受取手形及び売掛金   956,751   973,120  

３ 有価証券   280,707   280,751  

４ たな卸資産   13,098   19,001  

５ 繰延税金資産   152,245   159,268  

６ その他   54,600   106,923  

  貸倒引当金   ―   △1,847  

流動資産合計   1,999,448 54.6  1,976,523 55.3 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※1       

(1) 建物   31,891   46,990  

(2) 器具及び備品   10,532   21,807  

(3) 土地   137,547   137,547  

有形固定資産合計   179,971 4.9  206,345 5.8 

２ 無形固定資産   70,191 1.9  7,672 0.2 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   1,060,461   933,125  

(2) 保険積立金   185,611   187,588  

(3) 繰延税金資産   ―   88,795  

(4) その他   185,624   196,868  

貸倒引当金   △20,955   △20,955  

投資その他の資産 
合計 

  1,410,742 38.6  1,385,422 38.7 

固定資産合計   1,660,906 45.4  1,599,441 44.7 

資産合計   3,660,354 100.0  3,575,964 100.0 

        

(注) 子会社の清算結了により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間末の中間連結

貸借対照表は作成しておりません。 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年９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   132,467   123,563  

２ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

  3,620   ―  

３ 未払金   302,899   361,551  

４ 未払法人税等   148,630   112,737  

５ 未払消費税等   39,285   41,125  

６ 賞与引当金   309,000   329,000  

７ 役員賞与引当金   ―   11,220  

８ その他   47,863   49,197  

流動負債合計   983,765 26.9  1,028,394 28.8 

Ⅱ 固定負債        

１ 退職給付引当金   177,950   169,659  

２ 繰延税金負債   35,419   ―  

３ その他   378   283  

固定負債合計   213,747 5.8  169,943 4.7 

負債合計   1,197,513 32.7  1,198,338 33.5 

        

(少数株主持分)        

少数株主持分   ― ―  ― ― 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   407,874 11.1  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   392,900 10.7  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   1,536,056 42.0  ― ― 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  187,170 5.1  ― ― 

Ⅴ 自己株式   △61,160 △1.6  ― ― 

資本合計   2,462,841 67.3  ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  3,660,354 100.0  ― ― 

        

(注) 子会社の清算結了により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間末の中間連結

貸借対照表は作成しておりません。 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

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   ― ―  407,874 11.4 

２ 資本剰余金   ― ―  393,579 11.0 

３ 利益剰余金   ― ―  1,566,458 43.8 

４ 自己株式   ― ―  △54,752 △1.5 

株主資本合計   ― ―  2,313,161 64.7 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  64,465 1.8 

  評価・換算差額等 
  合計 

  ― ―  64,465 1.8 

純資産合計   ― ―  2,377,626 66.5 

負債純資産合計   ― ―  3,575,964 100.0 

        

(注) 子会社の清算結了により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間末の中間連結

貸借対照表は作成しておりません。 
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(2) 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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   2,865,356 100.0  2,949,551 100.0  5,799,236 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,310,125 80.6  2,317,921 78.6  4,698,475 81.0 

売上総利益   555,230 19.4  631,630 21.4  1,100,761 19.0 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※1  287,985 10.1  312,623 10.6  698,266 12.1 

営業利益   267,245 9.3  319,007 10.8  402,494 6.9 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  2,288   725   2,889   

２ 受取配当金  1,619   2,892   10,866   

３ 為替差益  10   0   ―   

４ 有価証券評価益  ―   2,123   ―   

５ 保険事務取扱 
手数料 

 846   824   1,673   

６ 雑収入  2,754 7,518 0.3 1,379 7,945 0.3 3,066 18,496 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  25   ―   43   

２ 為替差損  ―   8   242   

３ 雑損失  479 504 0.0 45 54 0.0 16 302 0.0 

経常利益   274,258 9.6  326,898 11.1  420,687 7.3 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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
(％) 

Ⅵ 特別利益           

１ 保険金  23,910 23,910 0.8 ― ― ― 23,910 23,910 0.4 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産廃棄損  1,352   224   8,732   

２ 本社移転費用  ―   ―   55,963   

３ 減損損失 ※2 24,449   ―   24,449   

４ 投資有価証券 
  評価損 

 ―   28,946   28,672   

５ 投資有価証券 
  売却損 

 ―   2,224   ―   

６ 特別退職金  22,993   ―   22,993   

７ 連結調整勘定 
  償却費 

 ― 48,796 1.7 ― 31,394 1.1 31,563 172,376 3.0 

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

  249,372 8.7  295,503 10.0  272,221 4.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

 140,695   93,137   180,162   

法人税等調整額  △31,735 108,959 3.8 19,864 113,002 3.8 △78,756 101,406 1.7 

中間(当期) 
純利益 

  140,412 4.9  182,500 6.2  170,815 3.0 
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(3) 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   392,305 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１ 自己株式処分差益  595 595 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   392,900 

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,466,398 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 中間純利益  140,412 140,412 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  59,605  

２ 役員賞与  11,150 70,755 

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高   1,536,056 
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(4) 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10月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 393,579 1,566,458 △54,752 2,313,161 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △67,513 ― △67,513 

 中間純利益 ― ― 182,500 ― 182,500 

 自己株式の処分 ― 65 ― 617 682 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 65 114,987 617 115,670 

平成19年３月31日残高(千円) 407,874 393,644 1,681,446 △54,135 2,428,831 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,377,626 

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 中間純利益 ― ― 182,500 

 自己株式の処分 ― ― 682 

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額) 

△32,560 △32,560 △32,560 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△32,560 △32,560 83,109 

平成19年３月31日残高(千円) 31,904 31,904 2,460,736 
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前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年９月30日残高(千円) 407,874 392,305 1,466,398 △66,813 2,199,766 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当(注) ― ― △59,605 ― △59,605 

 当期純利益 ― ― 170,815 ― 170,815 

 自己株式の処分 ― 1,274 ― 12,060 13,335 

 役員賞与の支払(注) ― ― △11,150 ― △11,150 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― 1,274 100,060 12,060 113,395 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 393,579 1,566,458 △54,752 2,313,161 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年９月30日残高(千円) 82,081 82,081 2,281,847 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △59,605 

 当期純利益 ― ― 170,815 

 自己株式の処分 ― ― 13,335 

 役員賞与の支払 ― ― △11,150 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△17,615 △17,615 △17,615 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△17,615 △17,615 95,779 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,377,626 

(注) 前連結会計年度の利益処分によるものであります。 
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３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10月１日 
至 平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

１ 税金等調整前中間(当期) 
  純利益 

 249,372 295,503 272,221 

２ 減価償却費  6,633 8,787 13,420 

３ 減損損失  24,449 ― 24,449 

４ 連結調整勘定償却額  5,206 ― 41,976 

５ 賞与引当金の増減額 
  (△は減少) 

 △14,000 14,000 6,000 

６ 役員賞与引当金の増加額  ― ― 11,220 

７ 貸倒引当金の増減額 
  (△は減少) 

 ― △1,847 1,847 

８ 退職給付引当金の増加額  49,846 43,378 41,555 

９ 受取利息及び受取配当金  △3,907 △3,617 △13,756 

10 支払利息  25 ― 43 

11 固定資産廃棄損  1,352 224 8,732 

12 投資有価証券売却損  ― 2,224 ― 

13 投資有価証券評価損  ― 28,946 28,672 

14 売上債権の増減額 
  (△は増加) 

 50,384 △29,865 34,015 

15 たな卸資産の増減額 
  (△は増加) 

 350 △26,017 △5,552 

16 その他資産の増減額 
  (△は増加) 

 13,411 58,616 △28,630 

17 仕入債務の増減額 
  (△は減少) 

 △7,094 650 △15,998 

18 未払金の増減額 
  (△は減少) 

 6,875 △434 62,732 

19 未払消費税等の増加額  2,597 17,613 4,438 

20 その他負債の増減額 
  (△は減少) 

 △5,207 △3,460 3,368 

21 役員賞与の支払額  △11,150 △11,220 △11,150 

小計  369,147 393,481 479,606 

22 利息及び配当金の受取額  3,968 3,610 13,811 

23 利息の支払額  △25 ― △43 

24 法人税等の支払額  △20,500 △105,048 △103,196 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 352,590 292,042 390,177 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３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10月１日 
至 平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

１ 固定資産取得による支出  △20,435 △34,612 △55,840 

２ 投資有価証券売却による 
  収入 

 14 4,201 14 

３ 投資有価証券取得による 
  支出 

 △328,704 ― △436,962 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △349,126 △30,410 △492,788 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

１ 長期借入金返済による支出  △3,640 ― △7,260 

２ 新株予約権行使による収入  6,247 682 13,335 

３ 配当金の支払額  △59,486 △67,451 △59,574 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △56,878 △66,768 △53,499 

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 
  (△は減少) 

 △53,414 194,863 △156,110 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 876,168 720,057 876,168 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 822,753 914,920 720,057 
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しており

ます。 

 連結子会社の数   １社 

 連結子会社の名称 

グローバルテクノロジーアラ

イアンス株式会社 

 連結子会社の数   ―社 

 連結子会社の名称  ― 

 

前連結会計年度おいて連結子会社

であったグローバルテクノロジー

アライアンス株式会社は、平成19

年３月15日に清算結了したため、

当中間連結会計期間末には連結子

会社はありません。したがって中

間連結財務諸表のうち、中間連結

損益計算書、中間連結株主資本等

変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書は作成しており

ますが、中間連結貸借対照表は作

成しておりません。 

 すべての子会社を連結しており

ます。 

 連結子会社の数   １社 

 連結子会社の名称 

グローバルテクノロジーアラ

イアンス株式会社 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

 関連会社がありませんので、記

載しておりません。 

 同左  同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

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。 

中間決算日が中間連結決算日と異

なる場合の内容等 

 グローバルテクノロジーアライ

アンス株式会社は平成19年３月15

日に清算結了しましたので、連結

子会社の最後の事業年度は平成18

年10月１日から平成19年３月15日

までとなっております。 

 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 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 

 中間連結会計期間末日の

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) 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 

 中間連結会計期間末日の

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) 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場

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) 

    時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

 同左 

    時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  ②  たな卸資産 

   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     個別法による原価法 

   ｂ  原材料 

     最終仕入原価法 

  ②  たな卸資産 

   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     同左 

   ｂ  原材料 

     同左 

  ②  たな卸資産 

   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     同左 

   ｂ  原材料 

     同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(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 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 ３年～50年

器具及び備品 ３年～20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 

    定額法 

 ただし、市場販売目的のソ

フトウェアについては、見込

販売数量に基づく償却額と残

存有効期間(３年)に基づく均

等償却額を比較し、いずれか

大きい額を計上しておりま

す。 

 自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。 

  ②  無形固定資産 

 同左 

  ②  無形固定資産 

 同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準  (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

倒懸念債権等の特定の債権に

ついては、個別に回収可能性

を検討し、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 

 従業員に対する賞与支給に

備えるため、支給見込額を計

上しております。 

  ②  賞与引当金 

 同左 

  ②  賞与引当金 

 同左 

  ③  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、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。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により、翌

連結会計年度より費用処理し

ております。 

  ③ 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当中間

連結会計期間における支給見

込額を計上することとしてお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間

においては、合理的に見積る

ことが困難なため、計上して

おりません。 

 

  ③ 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結

会計年度における支給見込額

を計上しております。 

（会計処理の変更） 

 当連結会計年度より「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年

11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益

が、11,220千円減少しており

ます。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

   ④  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、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。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により、翌

連結会計年度より費用処理し

ております。 

  ④  退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づ

き、当期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。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により、翌

連結会計年度より費用処理し

ております。 

(4) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(4) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(4) 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方法 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

   消費税等の会計処理方法 

 同左 

   消費税等の会計処理方法 

 同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５ 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、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短期

的な投資であります。 

 同左  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短期

的な投資であります。 

 



㈱インフォメーションクリエーティブ（証券コード）4769  平成19年９月期中間決算短信 

― 23 ― 

会計処理の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（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） 

 当中間連結会計期間から「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。 

  当連結会計年度より「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。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が24,449千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき、当該各資産の金額から直

接控除しております。 

  これにより税金等調整前当期純利

益が24,449千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき、当該各資産の金額から直接控

除しております。 

―――――― ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 

   当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

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」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,377,626千円で

あります。 

 又、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度の連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成して

おります。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（事業区分の変更） ―――――― （事業区分の変更） 

 従来、ネットワークソリューショ

ン事業をシステム運用管理事業に含

めておりましたが、情報化社会にお

けるネットワーク需要の増大に伴う

事業規模の拡大から事業の実態をよ

り適切に反映させるため、当中間連

結会計期間より区分表記し、その他

の事業区分も類似性や事業規模によ

り事業区分の見直しを行っておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間の事業

区分によった場合の前中間連結会計

期間及び前連結会計年度の「事業の

種類別セグメント情報」は、（セグ

メント情報）「事業の種類別セグメ

ント情報」(注)４に記載しておりま

す。 

  従来、ネットワークソリューショ

ン事業をシステム運用管理事業に含

めておりましたが、情報化社会にお

けるネットワーク需要の増大に伴う

事業規模の拡大から事業の実態をよ

り適切に反映させるため、当連結会

計年度より区分表記し、その他の事

業区分も類似性や事業規模により事

業区分の見直しを行っております。 

 なお、当連結会計年度の事業区分

によった場合の前連結会計年度の

「事業の種類別セグメント情報」

は、（セグメント情報）「事業の種

類別セグメント情報」(注)５に記載

しております。 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 119,914千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 100,402千円 
 

 ２ 担保資産 

 担保に供している資産はありません。 

 

 ２ 担保資産 

 担保に供している資産はありません。 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目は、次のとおりでありま

す。 

役員報酬 47,633千円

給料及び賞与 73,822千円

賞与引当金繰入額 26,347千円

退職給付費用 4,363千円

福利費 23,053千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目は、次のとおりでありま

す。 

役員報酬 46,380千円

給料及び賞与 77,087千円

賞与引当金繰入額 28,876千円

退職給付費用 3,844千円

福利費 24,018千円

不動産賃借料 31,391千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目は、次のとおりでありま

す。 

役員報酬 94,093千円

給料及び賞与 179,499千円

賞与引当金繰入額 28,025千円

退職給付費用 8,725千円

福利費 43,860千円
 

※２ 減損損失 

 当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

用途 厚生施設 

場所 静岡県伊東市 

種類 土地、建物 

金額 24,449千円

 内訳 

 土地 21,344千円

 建物  3,105千円

 当社グループは、減損損失の算

定に当たり、原則として事業の種

類別に資産のグループ化を行って

おります。上記の厚生施設は、帳

簿価額に対し著しく時価が下落し

ていることから、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（24,449千円）として

特別損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、専門業者等から入手し

た近隣売買事例等を勘案した合理

的な見積り額により評価しており

ます。 

――――― ※２ 減損損失 

 当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

用途 厚生施設 

場所 静岡県伊東市 

種類 土地、建物 

金額 24,449千円 

 内訳 

 土地 21,344千円 

 建物  3,105千円 

 当社グループは、減損損失の算

定に当たり、原則として事業の種

類別に資産のグループ化を行って

おります。上記の厚生施設は、帳

簿価額に対し著しく時価が下落し

ていることから、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（24,449千円）として

特別損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、専門業者等から入手し

た近隣売買事例等を勘案した合理

的な見積り額により評価しており

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10月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 115,394 ― 1,300 114,094 
 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプションの行使による減少   1,300株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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12月21日 
定時株主総会 

普通株式 67,513 18 平成18年９月30日 平成18年12月21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当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10月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 140,794 ― 25,400 115,394 
 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプションの行使による減少   25,400株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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12月21日 
定時株主総会 

普通株式 59,605 16 平成17年９月30日 平成17年12月22日 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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12月21日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 67,513 18 平成18年９月30日 平成18年12月21日 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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 

現金及び預金勘定 542,045千円

有価証券勘定 280,707千円

計 822,753千円

現金及び現金 
同等物 

822,753千円

  

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と当社の中間貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定 634,069千円

有価証券勘定 280,850千円

計 914,920千円

現金及び現金 
同等物 

914,920千円
 

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 

現金及び預金勘定 439,305千円

有価証券勘定 280,751千円

計 720,057千円

現金及び現金 
同等物 

720,057千円
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 前中間連結会計期間末(平成18年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 744,828 1,060,461 315,632 

計 744,828 1,060,461 315,632 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当中間連結会計期間において減損処理は行

っておりません。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は期末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄

について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％程度の株式の減損にあたっては、個別銘柄ご

とに、当該期末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損処理をし

ております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
前中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

その他有価証券 
中間連結貸借 
対照表計上額 
(千円) 

中期国債ファンド 100,165 

公社債投資信託 180,541 

計 280,707 
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当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 

当中間連結会計期間については、中間連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注

記事項として記載しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 前連結会計年度末(平成18年９月30日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 774,413 883,125 108,711 

計 774,413 883,125 108,711 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当連結会計年度において減損処理を行い、

特別損失「投資有価証券評価損」28,672千円を計上しております。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は連結会計年度末日における時価の簿価に対する下落率が50％

以上の銘柄について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別

銘柄ごとに、当該連結会計年度末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄につい

て、減損処理をしております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
前連結会計年度末 
(平成18年９月30日) 

その他有価証券 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

中期国債ファンド 100,210 

公社債投資信託 180,541 

匿名組合出資金 50,000 

計 330,751 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 



㈱インフォメーションクリエーティブ（証券コード）4769  平成19年９月期中間決算短信 

― 34 ― 

(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10月１日 至 平成19年３月31日) 

 

該当事項はありません。 

 

 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

前連結会計年度中に付与したストック・オプションはありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

1,391,384 926,479 396,904 150,587 2,865,356 ― 2,865,356 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

5,900 ― ― ― 5,900 (5,900) ― 

計 1,397,284 926,479 396,904 150,587 2,871,256 (5,900) 2,865,356 

営業費用 1,155,131 774,739 327,683 162,321 2,419,875 178,235  2,598,111 

営業利益又は営業損失(△) 242,153 151,740 69,220 △11,734 451,380 (184,135) 267,245 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分の内容 
(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用事業 システムの運用 

(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 

(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及び保守,ASPサービス, 

ハードウェア設計,商品の販売 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、 
178,235千円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 事業区分の変更 
  従来、ネットワークソリューション事業をシステム運用管理事業に含めておりましたが、情報化社会に
おけるネットワーク需要の増大に伴う事業規模の拡大から事業の実態をより適切に反映させるため、当
中間連結会計期間より区分表記し、その他の事業区分も類似性や事業規模により事業区分の見直しを行
っております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

1,349,279 1,007,483 457,970 134,818 2,949,551 ― 2,949,551 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―  

計 1,349,279 1,007,483 457,970 134,818 2,949,551 ― 2,949,551 

営業費用 1,080,895 823,558 376,984 139,411 2,420,850 209,694  2,630,544 

営業利益又は営業損失(△) 268,384 183,924 80,985 △4,593 528,701 (209,694) 319,007 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分の内容 
(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用事業 システムの運用 

(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 

(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及び保守,ASPサービス, 

ハードウェア設計,商品の販売 
３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、
209,694千円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は 
全社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

2,801,709 1,905,268 795,030 297,228 5,799,236 ― 5,799,236 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10,010 ― ― ― 10,010 (10,010) ― 

計 2,811,719 1,905,268 795,030 297,228 5,809,246 (10,010) 5,799,236 

営業費用 2,358,009 1,598,795 658,728 387,778 5,003,311 393,430 5,396,742 

営業利益又は営業損失(△) 453,709 306,472 136,302 △90,550 805,934 (403,440) 402,494 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用事業 システムの運用 

(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 

(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及びその保守,ASPサービ

ス,ハードウェア設計,商品の販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、393,430千円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 事業区分の変更 

  従来、ネットワークソリューション事業をシステム運用管理事業に含めておりましたが、情報化社会に

おけるネットワーク需要の増大に伴う事業規模の拡大から事業の実態をより適切に反映させるため、当

連結会計年度より区分表記し、その他の事業区分も類似性や事業規模により事業区分の見直しを行って

おります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３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10月１日 至 平成18年９月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり純資産額 659.00円 ― 633.91円 

１株当たり中間(当期)純利益 37.63円 48.65円 45.72円 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

36.79円 47.91円 44.70円 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

中間連結貸借対照表の純資
産の部の合計額 

― ― 2,377,626千円 

普通株式に係る純資産額 ― ― 2,377,626千円 

差額の主な内訳 ― ― ― 

普通株式の発行済株式数 ― ― 3,866千株 

普通株式の自己株式数 ― ― 115千株 

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数 

― ― 3,750千株 

 

２ 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 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益 

140,412千円 182,500千円 170,815千円 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益 

140,412千円 182,500千円 170,815千円 

普通株主に帰属しない金額 
の主要な内訳 

   

― ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 3,731千株 3,751千株 3,736千株 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
用いられた中間(当期)純利
益調整後の主要な内訳 

   

― ― ― ― 
潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
用いられた普通株式増加数
の主要な内訳 

   

 新株予約権 85千株 58千株 85千株 
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
定に含まれなかった潜在株
式の概要 

― ― ― 
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 （子会社の解散及び清算） 

  

  連結子会社であるグローバルテ

クノロジーアライアンス株式会社

は、インド国内のソフト会社とア

ライアンスを組みインド人技術者

による組込みソフトウェア開発を

主に事業展開を行ってまいりまし

たが、組込みソフトウェア開発の

効率を高めることを目的に当該子

会社の機能を当社に移管すること

といたしました。 

 

 当該子会社の概要は以下のとおり

であります。 

 

① 当該子会社の名称、事業内容、

持分比率 

名称 グローバルテクノロジ

ーアライアンス株式会

社 

事業内容 組込み系アプリケーシ

ョンソフトウェア及び

ハードウェア開発 

持分比率 84.4％ 

  

② 解散及び清算の時期 

平成18年11月10日 当社取締役会

で解散決議 

平成18年11月27日 当該子会社臨

時株主総会に

おける解散決

議 

平成19年２月 清算結了 

(予定) 

  

③ 子会社の状況、負債総額 

所在地 東京都品川区南大井 

６-22-７ 

代表者 代表取締役 

 須賀 明宏 

設立年月日 平成11年９月８日 

資本金  128,000千円 

負債総額   53,199千円 

  

④ 当該解散による会社の損失見込

額 

  解散及び清算に伴う損益への影

響は、軽微であります。 

 

⑤ 当該解散が営業活動等へ及ぼす

重要な影響 

  解散及び清算に伴う営業活動等

への影響は、軽微であります。 
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５. 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度末 
要約貸借対照表 
(平成18年９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   530,408   634,069   436,285  

２ 受取手形   ―   ―   1,837  

３ 売掛金   950,730   1,002,985   968,597  

４ 有価証券   280,707   280,850   280,751  

５ たな卸資産   13,098   45,019   19,001  

６ 繰延税金資産   152,245   164,132   159,268  

７ その他   54,514   47,142   106,828  

貸倒引当金   ―   ―   △1,847  

流動資産合計   1,981,705 54.2  2,174,200 58.6  1,970,723 54.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1          

(1) 建物   31,891   44,008   46,990  

(2) 器具及び備品   9,800   20,667   21,245  

(3) 土地   137,547   137,547   137,547  

有形固定資産 
合計 

  179,239 4.9  202,223 5.5  205,783 5.7 

２ 無形固定資産   33,217 0.9  37,073 1.0  7,544 0.2 

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券   1,060,461   842,844   933,125  

(2) 関係会社株式   54,000   ―   ―  

(3) 保険積立金   185,611   189,331   187,588  

(4) 繰延税金資産   ―   86,413   108,305  

(5) その他   231,319   196,620   242,868  

  投資損失 
  引当金 

  △50,000   ―   ―  

貸倒引当金   △20,955   △20,955   △66,955  

投資その他の 
資産合計 

  1,460,437 40.0  1,294,254 34.9  1,404,932 39.2 

固定資産合計   1,672,894 45.8  1,533,552 41.4  1,618,260 45.1 

資産合計   3,654,600 100.0  3,707,752 100.0  3,588,984 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度末 
要約貸借対照表 
(平成18年９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   122,074   124,213   120,236  

２ 未払金   302,704   361,178   360,977  

３ 未払法人税等   148,305   100,542   112,549  

４ 未払消費税等 ※3  38,283   58,739   40,229  

５ 賞与引当金   309,000   343,000   329,000  

６ 役員賞与引当金   ―   ―   11,220  

７ その他   46,264   46,114   48,199  

流動負債合計   966,632 26.5  1,033,789 27.9  1,022,413 28.5 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金   177,950   213,038   169,659  

２ 繰延税金負債   35,419   ―   ―  

３ その他   378   189   283  

固定負債合計   213,747 5.8  213,227 5.7  169,943 4.7 

負債合計   1,180,380 32.3  1,247,016 33.6  1,192,356 33.2 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   407,874 11.2  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   389,037   ―   ―  

２ 自己株式処分 
  差益 

  3,863   ―   ―  

資本剰余金合計   392,900 10.8  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   42,116   ―   ―  

２ 任意積立金   529,411   ―   ―  

３ 中間未処分利益   975,908   ―   ―  

利益剰余金合計   1,547,435 42.3  ― ―  ― ― 

Ⅳ その他有価証券評 
  価差額金 

  187,170 5.1  ― ―  ― ― 

Ⅴ 自己株式   △61,160 △1.7  ― ―  ― ― 

資本合計   2,474,220 67.7  ― ―  ― ― 

負債・資本合計   3,654,600 100.0  ― ―  ― ― 
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前中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度末 
要約貸借対照表 
(平成18年９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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  407,874 11.0  407,874 11.3 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   ―   389,037   389,037  

(2) その他資本 
  剰余金 

  ―   4,607   4,542  

資本剰余金合計   ― ―  393,644 10.6  393,579 11.0 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   ―   42,116   42,116  

(2) その他利益 
  剰余金 

          

特別償却準備金   ―   2,076   2,076  

別途積立金   ―   525,000   525,000  

繰越利益剰余金   ―   1,112,254   1,016,267  

利益剰余金合計   ― ―  1,681,446 45.4  1,585,459 44.2 

４ 自己株式   ― ―  △54,135 △1.5  △54,752 △1.5 

株主資本合計   ― ―  2,428,831 65.5  2,332,161 65.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  31,904 0.9  64,465 1.8 

評価・換算 
差額等合計 

  ― ―  31,904 0.9  64,465 1.8 

純資産合計   ― ―  2,460,736 66.4  2,396,627 66.8 

負債純資産合計   ― ―  3,707,752 100.0  3,588,984 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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   2,834,293 100.0  2,949,551 100.0  5,745,259 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,278,512 80.4  2,317,921 78.6  4,646,312 80.9 

売上総利益   555,781 19.6  631,630 21.4  1,098,946 19.1 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

  276,388 9.7  312,195 10.6  677,709 11.8 

営業利益   279,392 9.9  319,434 10.8  421,237 7.3 

Ⅳ 営業外収益 ※1  7,385   6,849   18,374  

Ⅴ 営業外費用   9   39   11  

経常利益   286,768 10.1  326,244 11.1  439,600 7.7 

Ⅵ 特別利益 ※2  23,910   538   23,910  

Ⅶ 特別損失 
※3 

※4 
 97,443   31,170   239,459  

税引前中間 
(当期)純利益 

  213,234 7.5  295,612 10.0  224,050 3.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

 140,574   92,737   179,896   

法人税等調整額  △31,735 108,839 3.8 39,374 132,112 4.5 △98,265 81,630 1.4 

中間(当期) 
純利益 

  104,395 3.7  163,500 5.5  142,420 2.5 

前期繰越利益   871,512        

中間未処分利益   975,908        
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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10月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 4,542 393,579 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 中間純利益 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 65 65 

 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) ― ― 65 65 

平成19年３月31日残高(千円) 407,874 389,037 4,607 393,644 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,016,267 1,585,459 △54,752 2,332,161 

中間会計期間中の変動額        

 剰余金の配当 ― ― ― △67,513 △67,513 ― △67,513 

 中間純利益 ― ― ― 163,500 163,500 ― 163,500 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 617 682 

 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) 

― ― ― 95,986 95,986 617 96,669 

平成19年３月31日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,112,254 1,681,446 △54,135 2,428,831 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,396,627 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 中間純利益 ― ― 163,500 

 自己株式の処分 ― ― 682 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△32,560 △32,560 △32,560 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△32,560 △32,560 64,108 

平成19年３月31日残高(千円) 31,904 31,904 2,460,736 
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前事業年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 3,268 392,305 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― ― ― ― 

 役員賞与の支払 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 1,274 1,274 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 1,274 1,274 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 4,542 393,579 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成17年９月30日残高(千円) 42,116 6,746 525,000 939,932 1,513,795 △66,813 2,247,162 

事業年度中の変動額        

 剰余金の配当（注） ― ― ― △59,605 △59,605 ― △59,605 

 当期純利益 ― ― ― 142,420 142,420 ― 142,420 

 役員賞与の支払（注） ― ― ― △11,150 △11,150 ― △11,150 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 12,060 13,335 

 特別償却準備金の取崩（注） ― △2,334 ― 2,334 ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― △2,334 ― 2,334 ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― △4,669 ― 76,334 71,664 12,060 84,999 

平成18年９月30日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,016,267 1,585,459 △54,752 2,332,161 

(注) 前事業年度の利益処分によるものであります。 
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評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年９月30日残高(千円) 82,081 82,081 2,329,243 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △59,605 

 当期純利益 ― ― 142,420 

 役員賞与の支払 ― ― △11,150 

 自己株式の処分 ― ― 13,335 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△17,615 △17,615 △17,615 

事業年度中の変動額合計(千円) △17,615 △17,615 67,384 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,396,627 
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   ① 子会社株式及び関連会社株 

    式 

     移動平均法による原価法 

   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) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   ① 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) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

   ① 子会社株式及び関連会社株 

    式 

     同左 

   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(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 

 (2) たな卸資産 

   ① 商品、製品及び仕掛品 

    個別法による原価法 

   ② 原材料 

    最終仕入原価法 

 (2) たな卸資産 

   ① 商品、製品及び仕掛品 

    同左 

   ② 原材料 

    同左 

 (2) たな卸資産 

   ① 商品、製品及び仕掛品 

    同左 

   ② 原材料 

    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年～50年
器具及び 
備品 

３年～20年
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左 

２ 固定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 

   ただし、市場販売目的のソフ

トウェアについては、見込販売

数量に基づく償却額と残存有効

期間(３年)に基づく均等償却額

を比較し、いずれか大きい額を

計上しております。 

   自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によ

っております。 

 (2) 無形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

   同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

３ 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

念債権等の特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対する賞与支給に備

えるため、支給見込額を計上し

ております。 

 (2) 賞与引当金 

   同左 

 (2) 賞与引当金 

   同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間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。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により、翌期から費用

処理しております。 

 (3) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当中間会

計期間における支給見込額を

計上することとしておりま

す。 

   なお、当中間会計期間におい

ては、合理的に見積ることが

困難なため、計上しておりま

せん。 

 

 (3) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額を計上

しております。 

 （会計処理の変更） 

   当事業年度より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

   この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が、11,220

千円減少しております。 

 (4) 投資損失引当金 

   関係会社への投資等に係る損

失に備えるため、関係会社の財

政状態等を勘案して損失負担見

込額を計上しております。 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間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。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により、翌期から費用

処理しております。 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づき、当期

末において発生している額を計

上しております。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により、翌期から費用

処理しております。 

４ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理方法 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

４ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理方法 

   同左 

４ その他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方法 

   同左 
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会計処理の変更 

 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（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） 

 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。 

  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。 

 これにより税引前中間純利益が

24,449千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき、当該各資産の金額から直接

控除しております。 

  これにより税引前当期純利益が

24,449千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き、当該各資産の金額から直接控除

しております。 

――――― ――――― （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」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)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

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,396,627千円で

あります。 

 又、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度の貸借対照表の純資

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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(5) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年３月31日) 

前事業年度末 
(平成18年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

115,647千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

102,378千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

95,966千円 

 ２ 担保に供している資産及びそ

れに対応する債務 

  担保に供している資産はありま

せん。 

――――― ――――― 

※３ 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。 

※３ 消費税等の取扱い 

   同左 

――――― 

 ４ 偶発債務 

 銀行借入に対する保証債務 
グローバルテクノロジーア

ライアンス株式会社 
3,631千円

計 3,631千円
 

――――― ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目は、次

のとおりであります。 

受取利息 2,557千円

受取配当金 1,619千円

保険事務取扱手数料 846千円
 

※１ 営業外収益の主要項目は、次

のとおりであります。 

受取利息 724千円

受取配当金 2,892千円

保険事務取扱手数料 824千円
 

※１ 営業外収益の主要項目は、次

のとおりであります。 

受取利息 3,159千円 

受取配当金 10,866千円 

保険事務取扱 
手数料 

1,673千円 

保険金収入 725千円 
 

※２ 特別利益の主要項目は、次の

とおりであります。 

保険金 23,910千円 
 

※２ 特別利益の主要項目は、次の

とおりであります。 

貸倒引当金戻入益 538千円 
 

※２ 特別利益の主要項目は、次の

とおりであります。 

保険金 23,910千円 
 

※３ 特別損失の主要項目は、次の

とおりであります。 

特別退職金 22,993千円 

減損損失 24,449千円 
投資損失引当金 
繰入額 

50,000千円 
 

※３ 特別損失の主要項目は、次の

とおりであります。 
投資有価証券 
売却損 

2,224千円 

投資有価証券 
評価損 

28,946千円 
 

※３ 特別損失の主要項目は、次の

とおりであります。 

固定資産廃棄損 7,380千円 

貸倒引当金繰入額 46,000千円 

本社移転費用 55,963千円 

減損損失 24,449千円 
投資有価証券 
評価損 28,672千円 

特別退職金 22,993千円 
関係会社株式 
評価損 54,000千円 

 
※４ 減損損失 

 当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

用途 厚生施設 

場所 静岡県伊東市 

種類 土地、建物 

金額 24,449千円

 内訳 

 土地 21,344千円

 建物  3,105千円

 当社は、減損損失の算定に当た

り、原則として事業の種類別に資

産のグループ化を行っておりま

す。上記の厚生施設は、帳簿価額

に対し著しく時価が下落している

ことから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失（24,449千円）として特別損

失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、専門業者等から入手し

た近隣売買事例等を勘案した合理

的な見積り額により評価しており

ます。 

――――― ※４ 減損損失 

 当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

用途 厚生施設 

場所 静岡県伊東市 

種類 土地、建物 

金額 24,449千円

 内訳 

 土地 21,344千円

 建物  3,105千円

 当社は、減損損失の算定に当た

り、原則として事業の種類別に資

産のグループ化を行っておりま

す。上記の厚生施設は、帳簿価額

に対し著しく時価が下落している

ことから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失（24,449千円）として特別損

失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、専門業者等から入手し

た近隣売買事例等を勘案した合理

的な見積り額により評価しており

ます。 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,043千円 

無形固定資産 3,142千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,412千円 

無形固定資産 2,231千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,157千円 

無形固定資産 5,569千円 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 115,394 ― 1,300 114,094 
 
  （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減少    1,300株 

 

前事業年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 140,794 ― 25,400 115,394 
 
  （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減少   25,400株 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 

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。 

 

当中間会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 当中間会計期間末(平成19年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 739,041 792,844 53,802 

計 739,041 792,844 53,802 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当中間会計期間において減損処理を行い、

特別損失「投資有価証券評価損」28,946千円を計上しております。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は期末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄

について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％程度の株式の減損にあたっては、個別銘柄ご

とに、当該期末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損処理をし

ております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
当中間会計期間末 
(平成19年３月31日) 

その他有価証券 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

中期国債ファンド 100,308 

公社債投資信託 180,541 

匿名組合出資金 50,000 

計 330,850 

 

３ 子会社株式及び関連会社で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

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。 
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(企業結合等関係) 

当中間会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり純資産額 662.04円 655.84円 638.97円 

１株当たり中間(当期)純利益 27.98円 43.59円 38.12円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

27.35円 42.92円 37.27円 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

中間貸借対照表の純資産の部
の合計額 

― 2,460,736千円 2,396,627千円 

普通株式に係る純資産額 ― 2,460,736千円 2,396,627千円 

差額の主な内訳 ― ― ― 

普通株式の発行済株式数 ― 3,866千株 3,866千株 

普通株式の自己株式数 ― 114千株 115千株 

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数 

― 3,752千株 3,750千株 

 

２ 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 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

中間損益計算書上の 
中間(当期)純利益 

104,395千円 163,500千円 142,420千円 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

104,395千円 163,500千円 142,420千円 

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳 

   

― ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 3,731千株 3,751千株 3,736千株 

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた中間(当期)純利益調整
後の主要な内訳 

   

― ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳 

   

 新株予約権 85千株 58千株 85千株 

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
まれなかった潜在株式の概要 

 
該当事項はありません。 

 
該当事項はありません。 

 
該当事項はありません。 
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(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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６. その他 

該当事項はありません。 

 




