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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30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６月中間期 6,545 9.0 465 58.5 486 61.0 233 47.9

18年６月中間期 6,006 8.9 293 14.0 301 14.4 157 20.6

18年12月期 12,664  767  803  403  

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６月中間期 54 13 － －

18年６月中間期 36 60 － －

18年12月期 93 78 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12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６月中間期 7,957 4,888 61.4 1,135 58

18年６月中間期 7,466 4,552 61.0 1,057 52

18年12月期 7,931 4,779 60.3 1,110 29

（参考）自己資本 19年６月中間期 4,888百万円 18年６月中間期 4,552百万円 18年12月期 4,779百万円

(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６月中間期 513 △257 △143 2,259

18年６月中間期 59 △29 △94 2,249

18年12月期 383 △444 △104 2,146

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － 30 00 30 00

19年12月期（実績） － － －

19年12月期（予想） － 30 00 30 00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31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 13,560 7.1 930 21.2 950 18.3 500 23.8 116 14
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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）　無

新規 0社  除外 0社  

 

(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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、24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６月中間期 4,521,000株 18年６月中間期 4,521,000株 18年12月期 4,521,000株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 216,011株 18年６月中間期 216,011株 18年12月期 216,011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、33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．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30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６月中間期 5,897 9.8 430 55.4 454 56.1 218 41.4

18年６月中間期 5,370 6.1 276 21.7 291 23.5 154 48.0

18年12月期 11,412 － 743 － 785 － 407 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 50 76

18年６月中間期 35 90

18年12月期 94 73

(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６月中間期 7,537 4,807 63.8 1,116 72

18年６月中間期 7,054 4,479 63.5 1,040 51

18年12月期 7,524 4,712 62.6 1,094 69

（参考）自己資本 19年６月中間期 4,807百万円 18年６月中間期 4,479百万円 18年12月期 4,712百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31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 12,100 6.0 840 13.0 870 10.7 460 12.8 106 85

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関

する事項は３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間期の経営成績 

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復や設備投資の増加、雇用情勢の改善による個人消費

の底堅い推移等により、景気は回復基調で推移いたしました。

　当情報サービス産業界は、企業業績の回復によるIT投資の増加により、受注量の確保は可能なるも要員不足の状

況と、受注単価の引下げ要請もあり厳しい一面もありました。

　当社グループはこのような環境の中、得意分野であります通信制御分野においては、Linux や Symbian OS 採用

メーカーからの受注拡大や基地局業務の拡大を図りました。

　また金融分野においては、データセンターの運用業務の獲得により受注量の増加を図りました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高65億45百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益４億65百万円

（前年同期比58.5％増）、経常利益４億86百万円（前年同期比61.0％増）、当期純利益２億33百万円（前年同期比

47.9％増）となりました。

 

　当中間連結会計期間の事業部門別業績は、次のとおりであります。

 

①　ソフトウエア開発部門

　当部門は、モバイル関連事業や金融分野の拡大を図った結果、売上高は54億10百万円（前年同期比9.8％増）と

なりました。

 

＜通信制御関係＞

　当分野における業績は、既存業務の拡大により、売上高は39億19百万円（前年同期比12.4％増）となりまし

た。

 

＜金融関係＞

　当分野における業績は、金融・証券業界の業績回復と既存業務の拡大により、売上高は５億68百万円（前年

同期比28.6％増）となりました。

 

＜流通製造関係＞

　当分野における業績は、低採算取引の解消により、売上高は９億23百万円（前年同期比7.3％減）となりまし

た。

 

②　Ｆ・Ｍサービス部門

　当部門は、データセンター業務の拡大により、売上高は10億39百万円（前年同期比9.5％増）となりました。

　なお、この部門は連結子会社のソフトウエア開発（流通製造のみ）の売上を含んでおります。

 

③　その他（コンピュータ機器等商品販売）

　ソフト開発に付随した機器の販売を行なっており、売上高は95百万円（前年同期比27.3％減）となりました。

 

当期の見通し 

　今後のわが国経済は、持続的は企業収益の改善を背景に緩やかな回復基調を維持するものと思われます。

　下半期を含めた当期の見通しにつきましては、多少の不確定要因がありますが、期初計画の業績は概ね確保でき

ると見込んでおります。

 

　［平成19年度業績見通し］

　売上高　　　　　　 135億60百万円（前年同期比  7.1％増）

　営業利益　　　　　　９億30百万円（前年同期比 21.2％増）

　経常利益　　　　　　９億50百万円（前年同期比 18.3％増）

　当期純利益　　　　　　　　５億円（前年同期比 23.8％増）
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中期経営計画等の進捗状況

　当社の中期３ヵ年計画は、１年毎見直しするローリング方式を採用しており、内容につきましては平成19年２月

14日付「平成18年12月期　決算短信（連結）」により開示した内容から変更がないため開示を省略しております。

　当中間連結会計期間における進捗状況は、概ね計画どおり進展しております。

 

目標とする経営指標の達成状況

　「３．経営方針」の「(2）目標とする経営指標」の箇所に記載しております。

 

(2）財政状態に関する分析

資産、負債及び資本の状況

　当中間連結会計期間末における資産は、79億57百万円と前中間連結会計期間末比４億90百万円増加いたしました。

この増加は、長期性預金及び関係会社出資金等の増加によるものであります。

　負債は、30億68百万円と前中間連結会計期間末比１億54百万円増加いたしました。この増加は、未払消費税等、

その他流動負債等の増加によるものであります。

　純資産は、48億88百万円と前中間連結会計期間末比３億36百万円増加いたしました。この増加は、当該期間利益

の内部留保等によるものであります。

 

当中間連結会計期間のキャッシュ・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（以下「資金」という。）は、１億12百万円の増加（前年同期は63百

万円の減少）となりました。その結果、前連結会計年度末（平成18年12月31日）の資金残高21億46百万円を受け、

当中間連結会計期間末の資金残高は22億59万円となりました。

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動の結果、資金の増加は５億13百万円（前年同期は59百万円の増加）（前年同期比755.8％増）となりまし

た。

　この増加は、主に税金等調整前中間純利益４億71百万円、売上債権の減少額２億98百万円、その他流動負債の増

加68百万円等の資金の増加要因が法人税等の支払額２億98百万円、仕入債務の減少額63百万円、役員退職慰労引当

金の減少額61百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、資金の減少は２億57百万円（前年同期は29百万円の減少）となりました。

　この減少は、主に関係会社出資金95百万円、投資有価証券の取得85百万円、無形固定資産の取得84百万円等によ

るものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、資金の減少は１億43百万円（前年同期は94百万円の減少）となりました。

　この減少は、配当金の支払１億28百万円、短期借入金の減少15百万円によるものであります。

 

　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期
平成19年12月

中間期

自己資本比率（％） 60.2 63.0 62.1 60.3 61.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
40.8 59.5 86.3 75.9 75.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ 29.3 15.2 28.7 9.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
207.4 154.6 416.3 221.4 583.6
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　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　（注１）　いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　（注２）　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　（注３）　キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

　（注４）　有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上され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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主への利益還元を行うことを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、更なる経営基盤の強化、将来

の事業展開、配当性向等を勘案しながら、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

　株主の皆様への具体的な収益還元につきましては、中長期的に連結ベースで当期純利益の30％程度を目標に努力

してまいります。

　また、内部留保につきましては、経営基盤の強化と将来の積極的な事業拡大に充当する予定であります。

　なお、今期の配当につきましては、１株当たり年間配当を30円（普通配当　15円、特別配当　15円）と発表して

おりますが、上記方針に基づき通期の業績見通しが概ね確定する第３四半期の開示時に見直しすることといたしま

す。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。

　なお、本項においては、将来に関する事項を記載している場合には、当該事項は本書提出日現在において判断した

ものであります。

 

１．法的規制について

　当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下のとおりであります。

ａ．下請代金支払遅延防止法

　この法律は、資本金３億円を超える法人が、資本金３億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、

書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務（納品、役務提供を受けてから61日以内に指定して代金

を支払う義務）、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。

　当該法律は、平成15年６月に改正され、情報成果物（プログラム、放送番組等）の作成、役務の提供、金型の

製造に係る下請取引が対象として追加され、平成16年４月２日施行されました。

　このため、当社グループに関係する情報成果物（プログラム）の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制

を受けることとなります。

ｂ．労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律（いわゆる労働者派遣事業法）

　この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働派遣事業の適正な運営の確保

に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安

定その他福祉の増進に資すること」（第１条）を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、特

定労働者派遣事業の届出を行っております。

　なお、同法第17条において、同法第６条各号に定める事由が特定労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規

定されているほか、同法第21条において、届出後に特定派遣元事業主（役員を含む）が同法第６条各号のいずれ

かに該当した場合、厚生労働大臣は当該特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができること、また特定派遣元

事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚

生労働大臣は期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命じることができるとされておりま

す。

　また、当社グループは、法令を遵守した体制を構築しており、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生して

おりません。

　また、今後においても法令遵守に努める所存でありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約

を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
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２．会計法令（情報サービス業にかかる）について

　当社グループは、各種会計基準の変更に対して適宜対応を行っております。

　しかしながら、情報サービス業にかかる会計基準は、必ずしも会計慣行が定まっていない部分があることから、

会計基準及び監査手続きに変更をきたすことがあります。

　また、国際会計基準の動向など企業会計に影響をもたらす要因も存在します。

　このため、会計慣行及び会計制度に大きな変更があった場合、当社グループの財政状態・経営成績の変動要因に

なる可能性があります。

 

３．人材確保・育成について

　当社グループにおける事業の柱は、移動体通信分野であり、その技術についてはより高度化、複雑化しておりま

す。

　当社グループは、高度な技術力の提供を通じて競合他社との差別化を図ることを基本としておりますが、それを

支えるのは技術スタッフであり、そのため優秀な人材の確保・育成が重要な課題であると考えております。

　今後も継続的に人材の確保・育成に努めていく方針でありますが、当社グループの必要とする人材をタイムリー

に確保できない場合は、当社グループの事業及び将来戦略に制約を受けることとなり、当社グループの事業計画に

影響を及ぼす可能性があります。

　一方、業務に対する社員の意欲を喚起し労働生産性を高めるため、年功序列を廃止し、能力主義・成果主義の人

事評価制度を実施することで、優秀な社員が働きやすい環境を整えるとともに社内教育制度を通じた技術スタッフ

のスキル向上に努めております。

　しかしながら、上記のような諸政策を適切に実施できなかった場合、社員の労働意欲の低下を招き、人材の社外

流失や生産性の低下を招く可能性があります。

 

４．事業環境の変化に伴うリスクについて

　財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動はありません。

　ただし、経済情勢の変化等によるシステム投資動向、競合状況、大型プロジェクト案件の存否、個別プロジェク

トの進捗状況・採算性等により、経営成績が変動する可能性があります。

 

５．競合について

　当社グループが属するソフトウエア業界においては、大規模事業者から小規模事業者まで多数の事業者が存在し

ており、これら事業者との競合が生じております。

　現状においては、政府や民間企業のIT化推進に伴う業界全体の開発需要の拡大等により、競合激化による極端な

価格競争は生じていないものと認識しておりますが、今後において景気低迷による開発需要減少や新規参入増加等

により競争が激化した場合は、受注減少や受注単価下落により当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及

ぼす可能性があります。

 

６．販売先及び業界の変化によるリスクについて

　当社グループの通信制御関係のソフトウエア売上高は平成18年12月期において連結売上高の58.1％を占めるため、

当社グループの業績は主要販売先である携帯電話機メーカー及び移動体通信業界等の影響を受けます。

　今後において同業界等の業績動向が悪化した場合は、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可

能性があります。

 

７．特定の取引先への依存度について

　当社グループの平成18年12月期における売上高のうち、日本電気株式会社及びそのグループ会社への割合は

28.6％を占めております。

　これらの主要取引先とは取引開始以来、永年にわたり安定した取引関係を維持しております。

　しかしながら、今後各社の事業方針に変更があった場合、また当社グループが、サービスの提供にあたって信頼

を損なうような問題を発生させた場合、さらには、その問題が訴訟となる等、何らかの事情により各社との取引が

減少あるいは解約される事態となった場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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８．プロジェクト管理について

　当社グループのシステム開発において、一括請負契約を受託する場合には、受注時に顧客（委託側）の諸要件を

確認し、作業工数及び外注金額等を検討した後に、当社グループから見積金額及び納期等を顧客に提示し契約締結

に至ります。

　受注時におきましては、契約に基づくプロジェクト単位毎に適正利益を確保することに努めておりますが、業務

の性質により、受注時に要件・作業工数等を正確に見積もることが困難な場合もあります。

　そのため、諸要件の変更若しくは作業工数及び外注金額等の変更により、受注時に想定していた利益額が変動す

ることがあります。

　また、これら受注後の大幅な諸条件の変更により、不採算プロジェクトが発生し業績に影響を与えることもあり

ます。

　このため、当社グループではプロジェクトのリスクについて、次の対策を講じております。

［プロジェクトへのリスクマネージメント対策］

　当社グループでは、プロジェクトのリスク管理に際し、当該リスクの早期認識を第一優先とし、日常業務にお

ける内部牽制の状況と併せ、週次及び月次の定例会議を通じてプロジェクトのリスク情報を迅速に把握するよう

努めております。

　これに加え、見積制度や作業範囲の明確化など、受託業務開始前のプロジェクト計画の精度向上を図るととも

に、開発スキルや適正な人員配置等を考慮し、開発体制の妥当性を追求し、プロジェクト管理体制の強化に努め

ております。

 

９．製品・サービスの品質上の問題発生 

　当社グループは、ソフトウエア製品・サービスの品質の重要性を認識し、設計・製造・試験・保守・運用の各場

面において、当社が認定取得している品質管理の国際規格ISO9001（2001年版）の品質マネージメントシステムに基

づいた品質管理を行っております。

　しかしながら、当社グループの提供するソフトウエア製品・サービスにおいて、不具合（バグ）の発生やサービ

ス不良品等の品質上の問題が発生しないという保証はありません。

　したがって、当社グループにおいてこのような品質上の問題が発生した場合には、手直し等の追加コストの発生

や損害賠償により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

10．技術革新への対応について

　当社グループが主力事業とする通信制御関係のソフトウエア開発事業においては、新たな技術開発等が継続して

行われております。

　当社グループでは、研究開発部門による最新技術動向を社内で共有化したり、全社員を対象とした研修を実施し

たりするなど最新技術の取得及び開発技術力向上に努めておりますが、業界における技術革新に対して当社グルー

プの対応が遅れた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

11．業績の上半期・下半期の偏りについて

　当社グループの業績は、例年、下半期が上半期を上回る傾向となっております。

　当社グループは、ソフトウエアの受託開発を主たる業務としており、受託先である企業等の検収が当社期末（12

月）に集中する傾向にあることから、売上高は下半期に偏重しております。

　また、４月入社社員等への教育投資負担の上半期への偏重もあり、営業利益及び経常利益についても、下半期に

偏重をきたす状況にあります。

 

12．アライアンスパートナーとの協力体制について

　当社は、事業運営に関連して、Symbian社（※）とのアライアンスを締結しており、協力体制を構築しております。

　このパートナーとの関係に変化が生じた場合、サービスの提供若しくは適正な価格でのサービスの提供が困難に

なること等により、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(※） Symbian社 ： 英Symbian社は英PSIONのソフトウエア部門を分離し、フィンランドのノキア社、スウェーデン

のエリクソン社、米モトローラ社、松下通信工業株式会社及び英PSIONのオーナーパートナーが出資して設立した会

社で、携帯電話端末向け Symbian OS の開発、ライセンシングを行っております。
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13．外注への依存度について

　当社グループは、業務遂行上必要に応じて協力会社に外注しており、平成18年12月期における当社単体の外注依

存度は48.3％となっております。

　外注を活用する理由としては、固定費の削減や、事業展開が柔軟になる等のメリットを確保することにあり、当

社グループは外注先への要求事項や、ビジネスパートナーとしての位置づけを明確にしたうえで長期・安定的な取

引の構築を図るとともに、納品物の品質向上を指導し実現しております。

　現時点では相応の外注先は確保されておりますが、他社による外注先の囲い込み等による労働市場の逼迫等によ

り、高度な技術レベルのソフトウエア会社を一定数以上確保できない場合、または優良な外注先を安定的または継

続的に確保できない場合は、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

14．個人情報・機密情報管理

　当社グループでは、社内基準に従い個人情報をはじめとする顧客の重要情報を管理し、その情報の外部漏えい防

止に関して、情報資産に対するセキュリティ管理、情報管理に関する従業員への教育、外部委託先との機密保持契

約等を行い、当社グループからの情報漏えいを未然に防ぐ措置を講じています。また、平成17年11月にデータセン

ターにおいてISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を取得しております。

　このような対策にもかかわらず、当社グループから万一顧客の重要情報が漏えいしたり、不正使用されたり、破

壊された場合、さらにはそれに伴う損害賠償責任が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に

影響を及ぼす可能性があります。

 

15．知的財産権の対応について

　当社グループの開発業務は、公知の技術を活用した受託開発が主体であることから、当社グループの開発成果物

による特許性を有する独自技術等は生じ難い業態であります。

　一方で当社グループにおいては、第三者が保有する知的財産権を侵害しないようにIT資産管理委員会においてソ

フトウエアライセンスを一元管理する等の取り組みを行っておりますが、今後も知的財産権の侵害を理由とした訴

訟やクレームが提起されないという保証は無く、かかる事態が発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求

や信用の低下等により、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

16．地震やその他の自然災害、事故等によるリスク

　当社グループでは、当社基幹システムをデータセンターに設置し、耐震・耐火等の対策を講じております。また、

データセンターに設置したサーバについては、確実なバックアップを可能にするため、バックアップ監視・管理体

制の構築とバックアップツールの導入による一元管理を行っております。

　更に、WAN 回線は、ISDN によるバックアップ回線を確保し、ネットワークの安定性と高速化を実現しております。

　今後の課題として、モバイルPCの盗難を考慮し、全社員に対する暗号化対策の実施及び各事業所に分散されてい

るソフトウエア開発データ（プログラム等）も、事業活動の継続に影響を及ぼす可能性のある重要データとして、

事業所間でのリモートバックアップ体制を構築してまいります。

 

17．固定資産の減損会計適用に伴うリスク

　当社グループでは、土地、建物をはじめとする固定資産を保有しており、平成18年12月期より「固定資産の減損

に係る会計基準」を適用しております。

　平成18年12月期末時点において当社グループが、保有する土地につき時価が簿価を下回っており、今後における

固定資産の価格の変動や、将来の収益予測の変動により減損損失が発生した場合、当社グループの財政状態及び経

営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、㈱アイ・エス・ビー（当社）、ソフトウエアメインテナンス㈱、アイ

エスビー応用システム㈱、アイエスビー・ブレインズ㈱及びISB VIETNAM CORPORATION（以上子会社４社）で構成されて

おり情報サービスの事業活動を行っております。

　当社グループの主な事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

　なお、次の３部門について当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって

記載しております。

事業部門 主要な会社及び当該事業における位置付け

＜ソフトウエア開発＞

通信制御関係で次世代携帯電話及びｉモード、ＰＨＳ、

放送のデジタル化、医療機器のデータ解析等のソフト開

発

当社、ソフトウエアメインテナンス㈱

アイエスビー応用システム㈱

アイエスビー・ブレインズ㈱

（会社総数４社）

ISB VIETNAM CORPORATION（非連結）

（会社総数５社）

＜Ｆ・Ｍサービス＞

ネットワークの新設、移設に伴う付帯設備の敷設、保守

等、ヘルプディスク、インストラクター等トータルなオ

ペレーションサービスを提供

当社、ソフトウエアメインテナンス㈱

アイエスビー応用システム㈱

アイエスビー・ブレインズ㈱

（会社総数４社）

＜その他（コンピュータ機器等販売）＞

ソフト開発に付随した機器の販売等

当社、アイエスビー・ブレインズ㈱

（会社総数２社）

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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ソフトウエア開発の委託 

Ｆ・Ｍサービスの委託 

ソフトウエア開発の委託 

Ｆ・Ｍサービスの委託 

ソフトウエア開発の委託 

Ｆ・Ｍサービスの委託 

ソフトウエア開発の委託 

機 器 仕 入 

アイエスビー応用システム株式会社 

アイエスビー・ブレインズ株式会社 

ソフトウエアメインテナンス株式会社 

（連結子会社） 

ソフトウエア開発の委託 

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発
の
委
託 

 

（非連結子会社） 

ISB VIETNAM CORPORATION 

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発
の
委
託 

 

株
式
会
社
ア
イ
・
エ
ス
・
ビ
ー 

ソフトウエア開発の委託 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、急変する技術革新、ユーザニーズに対して、常に「卓越した技術とサービス」を社是とし、活力

ある事業活動の展開を通じ、企業理念である「株式会社アイ・エス・ビーは、世界の進歩発展と豊な社会の創造に貢

献いたします。」の実現を目指してまいります。

　経営の基本方針は、

①　顧客優先志向で高品質の製品とサービスを提供する。

②　行動は常に迅速であり、かつ改善改革志向でなければならない。

③　最大優先課題すなわち主目標は利益であり、利益追求志向に徹する。

の３点として、技術力を高めかつ高収益体質の企業体を目指し、株主重視を引続き図ってまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、収益性の高い事業展開を目指しており生産性の向上とコスト削減・ニュービジネスの展開等によ

り経常利益率7.5％、また株主資本の効率化を図るべくROE（株主資本利益率）10.5％を目指して取組んでまいります。

　当中間連結会計期間末の実績は、経常利益率7.4％となっております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社の中期３ヵ年計画は、１年毎見直しするローリング方式を採用しており、新中期３ヵ年計画における分野別方

針及び事業展開の方向性を以下の計画といたしました。

 

　①　通信制御分野

イ．FOMA向けについては、当社の強みである Symbian OS 及び Linux OS 採用メーカーに対し今後とも拡大を図っ

て参りますが、国内の携帯端末市場の大幅な伸びは期待できず、かつ参入メーカーも多い状況にあります。

かかる状況下、メーカーの競争力や海外展開の有無等によって勝ち組をユーザに取組んでいるかにより、当

社の業績は左右される事となります。

　一方メーカーからの価格引下げ要求は今後とも強まる状況にあり、オフショア開発として ISB VIETNAM 

CORPORATION 社の活用が大きなポイントになります。同社は、創業から３年経ち平成19年末には110名、同21

年末には150名体制を確保する計画にあり当社のコスト削減に大きく貢献する事となります。

　また、トレーニングセンターの開設により、Symbian OS の外部向けの研修会を実施しております。

ロ．Au向けについては、移動体及び BREW の技術を生かし、１ユーザとの取引をしておりますが、今後はユーザ

数の拡大に加えキャリア主導によるプラットフォーム化の開発に取組んでまいります。

ハ．基地局向けについては、NTTドコモを中心とした国内キャリア動向が 3.5G、SUPER-3G、その後 4G へのロー

ドマップが打出されており、これに向けての開発や、IP電話への対応等により拡大してまいります。

　また、これまでのノウハウを活用した、基地局開発ツール（計測器、シュミレータ）、4G 向け先行開発、

無線技術を生かして他の組込系分野への展開も図ってまいります。

二．モバイルSI（インテグレーション）については、ユビキタス時代に向けての次世代モバイル通信技術（ソフ

トウエア無線）や Symbian OS 上で動作するアプリケーションの開発等を行っておりますが、この技術を生

かしコンテンツ及びアプリケーションのベンダーに低コストで高度な製造品質の保証を提案し、モバイルア

プリ関連のユーザの開拓、家電のモバイルネットワークの接続等の分野へ参入してまいります。

ホ．今後とも受注単価の引下げが予想される状況にあり、創業から３年経った当社100％子会社である ISB VIETNAM 

CORPORATION 社の業容拡大のため、事務所の増床及び資本の充実を図り、コスト競争力を高める重要な子会

社として育成してまいります。

 

　②　金融分野

　証券・金融業界の業績回復により、前向きな投資が活発化している事に加え、取引市場システムの再構築に伴

う各証券会社のシステム改良や証券会社のデータセンターにおける基盤設計・構築・監視業務等の受注により業

容の拡大を図ってまいります。

 

　③　流通製造分野

　受注量の拡大は微増とし、採算重視の観点から選別受注、提案型ビジネスモデルの構築等により収益力を高め

てまいります。
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　④　Ｆ・Ｍサービス分野

　オペレーション主体の業務から運用設計・構築主体の業務への転換により、効率的な運用ソリューションの提

案と技術力の集約化が徐々に図られてきております。

インフラ構築業務は需要が見込める状況にあり、これの拡大を図ります。また、データセンター業務については、

ISMS認証（情報セキュリティマネージメントシステム）を取得しておりますが、物理的セキュリティやファシリ

ティによる高付加価値の提供により受注の拡大を図ってまいります。

 

　⑤　ニュービジネスの立上げ

　平成19年１月の組織改正でアプリケーションビジネス部とプラットフォームビジネス部を新設いたしました。

両部とも、当社が長年に亘って蓄積してきたモバイル分野の基盤技術をベースにこれまでの受託開発以外のビジ

ネスへの取組みを図ることを目的に推進してまいりましたが、今般積極展開を図るべく設置したものであります。

　具体的には、

1)　Symbian OS 向けのパッケージソフトの販売及び同 OSのトレーニングセンターを開設しメカニズムや利用

方法、更にはプラットフォーム上で展開されているセキュリティの講習を実施しております。

2)　モバイルコンテンツのサポートサービス

3)　評価支援ツールの販売

4)　新しいアプリケーションの開発等

 

　上記を推進し下記の計画達成に向け取組んでおります。

 

 　中期経営計画

 
37期実績

（18年12月）

前期比

増収率

（％）

38期予想

（19年12月）

前期比

増収率

（％）

39期計画

（20年12月）

前期比

増収率

（％）

40期計画

（21年12月）

前期比

増収率

（％）

売上高（百万円） 12,664 9.8 13,560 7.1 14,400 6.2 15,000 4.2

売上総利益（百万円） 2,405 15.7 2,644 9.9 2,808 6.2 2,925 4.2

同率（％） 19.0 － 19.5 － 19.5 － 19.5 －

経常利益（百万円） 803 21.5 950 18.3 1,066 12.2 1,130 6.0

同率（％） 6.3 － 7.0 － 7.4 － 7.5 －

 

(4）会社の対処すべき課題

１．製造人員の確保

　今期新入社員46名を採用し、中途社員の採用も積極的に行っております。またビジネスパートナー部においても

協力社員の確保にあらゆる手段を駆使しておりますが、受注量に見合う人員を確保出来ない状況にあります。

　引続き ISB VIETNAM CORPORATION 社の早期の人員増と教育の徹底による要員確保に加え国内の協力社員を含めた

人員確保に努力し、この課題をクリアーしてまいります。

 

２．受注単価引下げへの対応

　NTTドコモや KDDIの国内キャリアが海外携帯電話メーカーとの取引による調達価格の引下げで、国内のソフト開

発メーカーにも影響がでております。

　また、中国・インド等の低コスト地域へのソフト開発の発注により今後とも価格引下げ要求は強まるものと思わ

れます。

　係る状況下においても収益力を高めるために、国内労務費に比べ大幅に低い ISB VIETNAM CORPORATION 社の早期

の規模拡大による調達価格の引下げ、自社製品の販売による高採算取引の推進、要員支援体制からの脱却、請負比

率の向上等を推し進めてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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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６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31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   2,263,248   2,264,413   2,151,643  

２．受取手形及び売掛
金

  2,129,075   2,070,506   2,374,484  

３．有価証券   －   505,903   －  

４．たな卸資産   634,228   614,824   586,245  

５．前払費用   83,570   85,761   102,788  

６．繰延税金資産   150,468   161,447   154,153  

７．その他   23,717   14,306   25,937  

８．貸倒引当金   △3,286   △3,491   △3,665  

流動資産合計   5,281,022 70.7  5,713,670 71.8  5,391,586 68.0

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物及び構築物  262,772   286,885   263,765   

減価償却累計額  125,264 137,508  △137,823 149,061  △131,895 131,870  

２．土地   248,084   248,084   248,084  

３．その他  78,998   73,880   71,139   

減価償却累計額  ＊１ 51,231 27,767  △50,618 23,262  △47,659 23,479  

有形固定資産合計   413,360 5.6  420,407 5.3  403,434 5.1

(2）無形固定資産   105,659 1.4  157,720 2.0  87,379 1.1

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券   965,428   623,931   1,046,287  

２．関係会社出資金   23,652   119,295   23,652  

３．長期前払費用   11,384   6,685   8,003  

４．差入保証金   253,956   240,526   253,073  

５．会員権   30,000   29,000   30,000  

６．繰延税金資産   382,963   348,972   388,742  

７．その他 ＊２  19,729   316,703   320,275  

８．貸倒引当金   △20,770   △19,753   △20,942  

投資その他の資産
合計

  1,666,344 22.3  1,665,361 20.9  2,049,093 25.8

固定資産合計   2,185,363 29.3  2,243,489 28.2  2,539,906 32.0

資産合計   7,466,386 100.0  7,957,160 100.0  7,931,493 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31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．支払手形及び買掛
金

  872,590   908,798   971,919  

２．短期借入金   120,000   95,000   110,000  

３．未払法人税等   173,003   214,129   307,976  

４．未払費用   26,926   30,575   23,407  

５．未払消費税等   51,044   115,333   62,031  

６．賞与引当金   261,794   277,842   228,530  

７．役員賞与引当金   －   10,000   50,500  

８．受注損失引当金   12,204   8,901   4,070  

９．その他   483,250   534,774   471,045  

流動負債合計   2,000,815 26.8  2,195,356 27.6  2,229,480 28.1

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   606,171   614,805   602,540  

２．役員退職慰労引当
金

  306,798   258,347   319,673  

固定負債合計   912,969 12.2  873,153 11.0  922,213 11.6

負債合計   2,913,785 39.0  3,068,509 38.6  3,151,694 39.7

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  1,440,600 19.3 1,440,600 18.1 1,440,600 18.2

２　資本剰余金  1,970,600 26.4 1,970,600 24.8 1,970,600 24.8

３　利益剰余金  1,329,580 17.8 1,679,673 21.1 1,575,783 19.9

４　自己株式  △189,166 △2.5 △189,166 △2.4 △189,166 △2.4

株主資本合計  4,551,614 61.0 4,901,706 61.6 4,797,816 60.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 986 △0.0 △13,055 △0.2 △18,017 △0.2

評価・換算差額等合計  986 △0.0 △13,055 △0.2 △18,017 △0.2

純資産合計  4,552,601 61.0 4,888,650 61.4 4,779,799 60.3

負債純資産合計  7,466,386 100.0 7,957,160 100.0 7,931,493 100.0
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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   6,006,800 100.0  6,545,864 100.0  12,664,853 100.0

Ⅱ　売上原価   4,925,424 82.0  5,229,371 79.9  10,259,116 81.0

売上総利益   1,081,375 18.0  1,316,493 20.1  2,405,736 19.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

＊１  788,043 13.1  851,491 13.0  1,638,555 12.9

営業利益   293,332 4.9  465,001 7.1  767,180 6.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  4,641   5,404   10,256   

２．受取配当金  53   345   1,804   

３．保険配当金  110   102   13,973   

４．保険事務手数料  1,927   1,814   3,892   

５．雇用事業補助金  972   3,352   3,504   

６．その他  1,742 9,448 0.1 11,656 22,676 0.3 5,019 38,449 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  828   903   1,702   

２．その他  － 828 0.0 528 1,431 0.0 168 1,871 0.0

経常利益   301,951 5.0  486,246 7.4  803,759 6.3

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  728   398   177   

２．その他  － 728 0.0 6,000 6,398 0.1 － 177 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．前期損益修正損  －   －   7,108   

２．固定資産除却損 ＊２ 914   －   1,058   

３．減損損失 ＊３ 5,912   －   14,226   

４．役員退職慰労金  －   20,889   －   

５．賃貸契約解約違約
金

 856   －   －   

６．その他  600 8,283 0.1 － 20,889 0.3 1,456 23,850 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

  294,397 4.9  471,755 7.2  780,087 6.2

法人税、住民税及
び事業税

 162,699   206,112   412,319   

法人税等調整額  △25,851 136,848 2.3 32,603 238,716 3.6 △35,984 376,335 3.0

中間（当期）純利
益

  157,549 2.6  233,039 3.6  403,751 3.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６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12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,316,141 △189,166 4,538,174

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △94,709  △94,709

中間純利益（千円）   157,549  157,549

利益処分による役員賞与

（千円）
  △49,400  △49,400

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）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 13,439 － 13,439

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,329,580 △189,166 4,551,614

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,296 1,296 4,539,470

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △94,709

中間純利益（千円）   157,549

利益処分による役員賞与

（千円）
  △49,400

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）

（千円）

△309 △309 △309

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△309 △309 13,130

平成18年６月30日　残高

（千円）
986 986 4,552,601
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 当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６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18年12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,575,783 △189,166 4,797,816

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △129,149  △129,149

中間純利益（千円）   233,039  233,039

利益処分による役員賞与

（千円）
    －

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）

（千円）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 103,889 － 103,889

平成19年６月30日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,679,673 △189,166 4,901,706

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（千円）
△18,017 △18,017 4,779,799

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △129,149

中間純利益（千円）   233,039

利益処分による役員賞与

（千円）
  －

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）

（千円）

4,962 4,962 4,962

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
4,962 4,962 108,851

平成19年６月30日　残高

（千円）
△13,055 △13,055 4,888,650
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年１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 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,316,141 △189,166 4,538,174

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △94,709  △94,709

当期純利益（千円）   403,751  403,751

利益処分による役員賞与

（千円）
  △49,400  △49,400

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
  259,642  259,642

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,575,783 △189,166 4,797,816

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,296 1,296 4,539,470

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △94,709

当期純利益（千円）   403,751

利益処分による役員賞与

（千円）
  △49,400

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

△19,314 △19,314 △19,314

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△19,314 △19,314 240,328

平成18年12月31日　残高

（千円）
△18,017 △18,017 4,779,799
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(4) 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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30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18年１月１日
至　平成18年12月31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

    

税金等調整前中間（当期）
純利益

 294,397 471,755 780,087

減価償却費  33,750 25,344 68,549

減損損失  5,912 － 14,226

貸倒引当金の減少額  △728 △1,363 △177

賞与引当金の増加額  40,914 49,312 7,649

役員賞与引当金の増減額  － △40,500 50,500

受注損失引当金の増減額  7,633 4,831 △500

退職給付引当金の増減額  △9,323 11,975 △12,857

役員退職慰労引当金の増減
額

 12,875 △61,325 25,750

受取利息及び配当金  △4,694 △5,750 △12,060

保険配当金  △110 △102 △13,973

支払利息  828 903 1,702

有形固定資産除売却損  757 － 1,058

無形固定資産除売却損  156 － －

売上債権の増減額  505 298,189 △281,441

たな卸資産の増加額  △162,795 △28,579 △114,812

仕入債務の増減額  23,823 △63,120 123,152

未払消費税等の増減額  △13,280 53,302 △2,293

その他の流動資産の増減額  14,096 17,189 △6,694

その他の流動負債の増減額  △6,196 68,536 23,071

役員賞与の支給額  △49,400 － △49,400

その他  883 △62 496

小計  190,004 800,538 602,030

利息及び配当金の受取額  10,938 12,499 23,813

保険配当金の受取額  110 102 13,973

利息及び割引料の支払額  △887 △879 △1,731

法人税等の支払額  △140,174 △298,861 △254,821

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 59,991 513,399 383,265
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30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18年１月１日
至　平成18年12月31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

    

定期預金の預入による支出  △1,200 △1,801 △302,401

定期預金の解約による収入  600 1,200 11,226

有形固定資産の取得による
支出

 △1,718 △18,476 △5,698

無形固定資産の取得による
支出

 △19,290 △84,249 △31,948

投資有価証券の取得による
支出

 △9,980 △85,001 △116,637

差入保証金の増加額  △4,631 △7,767 △5,337

差入保証金の減少額  9,789 20,315 11,377

関係会社出資金による支出  － △95,643 －

長期前払費用の支出  △2,731 △2,133 △4,506

その他  △124 15,934 △277

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △29,289 △257,623 △444,204

     

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  0 △15,000 △10,000

配当金の支払額  △94,213 △128,607 △94,752

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △94,213 △143,607 △104,752

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △63,511 112,168 △165,690

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

 2,312,532 2,146,841 2,312,532

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

＊ 2,249,020 2,259,009 2,146,841
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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
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数　　　　３社

主要な連結子会社の名称

ソフトウエアメインテナンス㈱

アイエスビー応用システム㈱

アイエスビー・ブレインズ㈱

(1）連結子会社数　　　　３社

主要な連結子会社の名称

ソフトウエアメインテナンス㈱

アイエスビー応用システム㈱

アイエスビー・ブレインズ㈱

(1）連結子会社数　　　　３社

主要な連結子会社の名称

ソフトウエアメインテナンス㈱

アイエスビー応用システム㈱

アイエスビー・ブレインズ㈱

(2）非連結子会社　　　　１社

主要な非連結子会社の名称

ISB VIETNAM CORPORATION

(2）非連結子会社　　　　１社

主要な非連結子会社の名称

ISB VIETNAM CORPORATION

(2）非連結子会社　　　　１社

主要な非連結子会社の名称

ISB VIETNAM CORPORATION

（連結範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、中

間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から除

外しております。

（連結範囲から除いた理由）

　同左

（連結範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外し

ております。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用していない非連結

子会社（ISB VIETNAM

CORPORATION）は、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。

　同左 　持分法を適用していない非連結

子会社（ISB VIETNAM

CORPORATION）は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。

　同左 　すべての連結子会社の事業年度

の末日は、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及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

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

部純資産直入法より処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

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

　移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

(イ）商品

先入先出法に基づく原価

法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

(ロ）仕掛品

個別法に基づく原価法
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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。

　なお、主要な耐用年数は次の

とおりであります。

(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）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

建物及び構築物 10～50年

機械装置 ９年

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

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

①　貸倒引当金

　一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(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

　連結財務諸表提出会社及び主

要な連結子会社は、従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額のうち当中

間連結会計期間に負担する額を

計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　連結財務諸表提出会社及び主

要な連結子会社は、従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額のうち当連

結会計年度に負担する額を計上

しております。

③　退職給付引当金

　連結財務諸表提出会社及び主

要な連結子会社においては、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、翌連結

会計年度で一括費用処理するこ

ととしております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　連結財務諸表提出会社及び主

要な連結子会社においては、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、計上しております。

　数理計算上の差異は、翌連結

会計年度で一括費用処理するこ

ととしております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

④　　 ─────── ④　役員賞与引当金

　連結財務諸表提出会社及び一

部の連結子会社は、役員に対し

て支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額のうち中間連

結会計期間負担額を計上してお

ります。

（会計方針の変更）

　前連結会計期間の下期より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しており

ます。

　これにより、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利

益は10,000千円減少しており

ます。

④　役員賞与引当金

　連結財務諸表提出会社及び一

部の連結子会社は、役員に対し

て支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上

しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11

月29日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利

益は50,500千円減少しており

ます。

⑤　役員退職慰労引当金

　連結財務諸表提出会社におい

ては、役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を計

上しております。

　また、連結子会社については、

支出時の費用として処理してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金

　同左

⑤　役員退職慰労引当金

　連結財務諸表提出会社におい

ては、役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

　また、連結子会社については、

支出時の費用として処理してお

ります。

⑥　受注損失引当金

　ソフトウエアの請負契約に基

づく開発のうち、当中間連結会

計期間末時点で将来の損失が見

込まれ、かつ、当該損失額を合

理的に見積もることが可能なも

のについては、当中間連結会計

期間以降に発生が見込まれる損

失額を計上しております。

⑥　受注損失引当金

　同左

⑥　受注損失引当金

　ソフトウエアの請負契約に基

づく開発のうち、当連結会計年

度末時点で将来の損失が見込ま

れ、かつ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能なものに

ついては、当連結会計年度末以

降に発生が見込まれる損失額を

計上しております。

(4）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

連結決算日の直物等為替相場に

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。

(4）外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

同左

(4）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、連結

決算日の直物等為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他の重要な事項

消費税等の会計処理の方法

　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。

(6）その他の重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左

(6）その他の重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左

５．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、価格の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左 同左
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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

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── ──────

　当中間連結会計期間より、「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

り税引前中間純利益は 5,912千円減少

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

き各資産の金額から直接控除しており

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。 

　これにより、税金等調整前当期純利

益は14,226千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減

価償却累計額に含めて表示しておりま

す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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 4,552,601千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

　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 4,779,799千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

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。

────── （固定資産の減価償却方法の変更） ──────

　法人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。
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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６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

＊１　　　─────── ＊１　減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。

＊１　減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。

＊２　　　─────── ＊２　その他

　その他に含まれています長期性

預金300,000千円（期間３年、満期

日平成21年９月１日）は、継続選

択権を銀行のみが留保しており当

社から解約を行う場合、中途解約

精算金を支払う必要があります。

　この中途解約精算金の支払によ

り預金元本を毀損する可能性があ

ります。

＊２　その他

　その他に含まれています長期性

預金300,000千円（期間３年、満期

日平成21年９月１日）は、継続選

択権を銀行のみが留保しており当

社から解約を行う場合、中途解約

精算金を支払う必要があります。

　この中途解約精算金の支払によ

り預金元本を毀損する可能性があ

ります。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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。

＊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。

＊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。

１．教育研修費 21,623千円

２．役員報酬 118,770

３．従業員給料 238,507

４．従業員賞与 29,780

５．賞与引当金繰入額 37,132

６．退職給付費用 1,612

７．法定福利費 49,190

８．賃借料 44,134

９．減価償却費 15,434

10．役員退職慰労引当金

繰入額

12,875

１．教育研修費 24,419千円

２．役員報酬 104,910

３．従業員給料 246,450

４．従業員賞与 29,908

５．賞与引当金繰入額 35,536

６．退職給付費用 5,991

７．法定福利費 51,252

８．賃借料 39,384

９．減価償却費 11,290

10．役員賞与引当金繰入

額

10,000

11．役員退職慰労引当金

繰入額

10,617

１．教育研修費 45,835千円

２．役員報酬 235,410

３．従業員給料 470,065

４．従業員賞与 96,551

５．賞与引当金繰入額 32,516

６．退職給付費用 3,283

７．法定福利費 97,930

８．賃借料 80,487

９．減価償却費 32,068

10．役員賞与引当金繰入

額

50,500

11．役員退職慰労引当金

繰入額

25,750

＊２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

＊２　　　　　───────

 

＊２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

有形固定資産  

　その他 757千円

無形固定資産 156千円

有形固定資産  

　建物 757千円

　その他 143千円

 無形固定資産 156千円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

＊３　減損損失 ＊３　　　　　─────── ＊３　減損損失

　当中間連結会計期間において、以下の

資産グループについて減損損失を計上し

ました。

場所 用途 種類
金額

(千円)

 本社

(東京都品川区)

遊休

資産

その

他
3,210

 我孫子事業所

(千葉県我孫子市)

遊休

資産

その

他
457

 五反田他

　 ２事業所

(東京都品川区他)

遊休

資産

その

他
1,211

 新横浜事業所

(神奈川県横浜市)

遊休

資産

その

他
457

 三島事業所

(静岡県三島市)

遊休

資産

その

他
40

 甲府事業所

(山梨県甲府市)

遊休

資産

その

他
438

 大阪他２事業所

(大阪府大阪市他)

遊休

資産

その

他
95

　当社及び国内連結子会社は、事業に供

している資産については事業の種類別セ

グメントを基準に資産のグルーピングを

行い、遊休資産については個別にグルー

ピングを行っております。

　上記遊休資産については、今後も事業

の用に供する見込みがないことから、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（5,912千円）として特

別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額に

基づき測定しており、鑑定評価額等によっ

ておりますが、売却や他への転用が困難

な資産は零円として評価しております。

　当連結会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類
金額

(千円)

 本社

(東京都品川区)

遊休

資産

その

他
3,210

 我孫子事業所

(千葉県我孫子市)

遊休

資産

その

他
457

 五反田他

　 ２事業所

(東京都品川区他)

遊休

資産

その

他
1,211

 新横浜事業所

(神奈川県横浜市)

遊休

資産

その

他

無形

固定

資産

457

8,314

 三島事業所

(静岡県三島市)

遊休

資産

その

他
40

 甲府事業所

(山梨県甲府市)

遊休

資産

その

他
438

 大阪他２事業所

(大阪府大阪市他)

遊休

資産

その

他
95

　事業の種類別セグメントを基準に、継

続的に収支の把握がなされている最小単

位を基礎として資産のグルーピングを行

い、遊休資産については個別にグルーピ

ングを行っております。

　上記遊休資産については、今後も事業

の用に供する見込がないことから、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（14,226千円）として特

別損失に計上しております。

　減損損失の内訳は、その他5,912千円、

無形固定資産8,314千円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額に

基づき測定しており、鑑定評価額等によっ

ておりますが、売却や他への転用が困難

な資産は零円として評価しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成18年１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  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 4,521,000 － － 4,521,000

合計 4,521,000 － － 4,521,000

自己株式

普通株式 216,011 － － 216,011

合計 216,011 － － 216,011

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 　３．配当に関する事項

 　（１）配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 94,709 22 平成17年12月31日 平成18年３月31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末後となるもの

 　該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19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  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 4,521,000 － － 4,521,000

合計 4,521,000 － － 4,521,000

自己株式

普通株式 216,011 － － 216,011

合計 216,011 － － 216,011

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 　３．配当に関する事項

 　（１）配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月27日

定時株主総会
普通株式 129,149 30 平成18年12月31日 平成19年３月28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末後となるもの

 　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自平成18年１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  

前連結会計年度末株
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 4,521,000 － － 4,521,000

合計 4,521,000 － － 4,521,000

自己株式

普通株式 216,011 － － 216,011

合計 216,011 － － 216,011

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 　３．配当に関する事項

 　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 94,709 22 平成17年12月31日 平成18年３月31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

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月27日

定時株主総会
普通株式 129,149 利益剰余金 30 平成18年12月31日 平成19年３月28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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

＊　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 2,263,248千円

 
預金預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△14,228

 現金及び現金同等物 2,249,020

  平成19年６月30日現在

 現金及び預金勘定 2,264,413千円

 
預金預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△5,403

 現金及び現金同等物 2,259,009

  平成18年12月31日現在

 現金及び預金勘定 2,151,643千円

 
預金預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△4,802

 現金及び現金同等物 2,146,841

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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)

有形固定資
産のその他

52,027 22,474 29,553

合計 52,027 22,474 29,553

 

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)

有形固定資
産のその他

58,236 30,082 28,154

合計 58,236 30,082 28,154

 

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)

有形固定資
産のその他

51,588 25,705 25,882

合計 51,588 25,705 25,882

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　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等

　　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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,621千円

１年超 18,025千円

合計 30,647千円

１年内       13,289千円

１年超       15,313千円

合計 28,603千円

１年内 6,467千円

１年超 20,558千円

合計 27,026千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 6,743千円

減価償却費相当

額
6,487千円

支払利息相当額 299千円

支払リース料 7,098千円

減価償却費相当

額
6,775千円

支払利息相当額 319千円

支払リース料 13,423千円

減価償却費相当

額
12,857千円

支払利息相当額 612千円

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同　　左

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。
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（有価証券関係）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
前中間連結会計期間
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

 

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

　時価
（千円）

　差額
（千円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

　時価
（千円）

　差額
（千円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

　時価
（千円）

　差額
（千円）

(1）国債・地方債等 － － － － － － － － －

(2）債券 － － － － － － － － －

(3）その他 926,151 915,740 △10,411 913,574 907,750 △5,824 919,863 913,140 △6,723

合計 926,151 915,740 △10,411 913,574 907,750 △5,824 919,863 913,140 △6,723

２．その他有価証券で時価のあるもの

 
前中間連結会計期間
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

 
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）

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 19,893 21,439 1,545 111,109 98,766 △12,342 110,807 93,489 △17,317

(2）債券          

国債・地方債等 － － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － 99,269 99,656 386 14,570 15,097 527

合計 19,893 21,439 1,545 210,379 198,422 △11,956 125,377 108,586 △16,790

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

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 17,837 17,837 17,837

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

１月１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．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18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

１月１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）にお

いて、情報サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

１月１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）にお

いて、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（ストック・オプション等）

該当事項はありません。

（企業結合等）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 1,057円52銭

１株当たり中間純利益 36円60銭

１株当たり純資産額 1,135円58銭

１株当たり中間純利益 54円13銭

１株当たり純資産額 1,110円29銭

１株当たり当期純利益 93円78銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同　左 　なお、潜在株式調整後１株あたり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 157,549 233,039 403,751

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）
157,549 233,039 403,751

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,304 4,304 4,304

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（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

定に含めなかった潜在株式の概要

────── ────── ──────

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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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６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年12月31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  2,113,984   2,153,167   2,030,814   

２．受取手形  103,950   －   －   

３．売掛金  1,750,234   1,765,620   2,083,053   

４．有価証券  －   505,903   －   

５．たな卸資産  458,989   375,518   385,220   

６．繰延税金資産  133,566   143,018   129,938   

７．その他  262,417   306,341   310,046   

８．貸倒引当金  △1,868   △1,916   △2,142   

流動資産合計   4,821,274 68.3  5,247,653 69.6  4,936,931 65.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  133,402   145,598   128,114   

(2）土地  248,084   248,084   248,084   

(3）その他  27,134   22,950   23,096   

有形固定資産合計   408,620 5.8  416,632 5.5  399,295 5.3

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  77,797   135,601   60,690   

(2）その他  25,452   19,885   24,362   

無形固定資産計   103,249 1.5  155,487 2.1  85,053 1.1

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  956,648   614,197   1,035,720   

(2）差入保証金  251,483   238,043   250,580   

(3）会員権  28,250   27,250   28,250   

(4）繰延税金資産  371,557   335,732   378,323   

(5）その他  ※３ 132,542   520,737   429,773   

(6）貸倒引当金  △19,330   △18,388   △19,467   

投資その他の資産合
計

  1,721,151 24.4  1,717,572 22.8  2,103,180 28.0

固定資産合計   2,233,021 31.7  2,289,692 30.4  2,587,529 34.4

資産合計   7,054,295 100.0  7,537,345 100.0  7,524,460 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年12月31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  681,582   735,255   774,009   

２．短期借入金  90,000   80,000   90,000   

３．未払金  238,814   272,694   247,795   

４．未払費用  25,081   28,569   21,587   

５．未払法人税等  159,956   206,604   291,590   

６．未払消費税等 ※２ 45,130   101,915   60,700   

７．賞与引当金  235,530   247,050   202,696   

８．役員賞与引当金  －   10,000   47,000   

９．受注損失引当金  4,794   5,365   348   

10．その他  205,049   201,634   178,864   

流動負債合計   1,685,938 23.9  1,889,090 25.1  1,914,592 25.5

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  582,167   587,369   577,575   

２．役員退職慰労引当
金

 306,798   253,431   319,673   

固定負債合計   888,965 12.6  840,801 11.1  897,248 11.9

負債合計   2,574,903 36.5  2,729,891 36.2  2,811,840 37.4

           

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  1,440,600 20.4 1,440,600 19.1 1,440,600 19.1

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  1,970,600 1,970,600 1,970,600

資本剰余金合計  1,970,600 27.9 1,970,600 26.1 1,970,600 26.2

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  29,700 29,700 29,700

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金  230,600 230,600 230,600

繰越利益剰余金  996,547 1,339,219 1,249,839

利益剰余金合計  1,256,847 17.8 1,599,519 21.3 1,510,139 20.1

４　自己株式  △189,166 △2.6 △189,166 △2.5 △189,166 △2.5

株主資本合計  4,478,881 63.5 4,821,552 64.0 4,732,173 62.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 510 0.0 △14,098 △0.2 △19,553 △0.3

評価・換算差額等合
計

 510 0.0 △14,098 △0.2 △19,553 △0.3

純資産合計  4,479,391 63.5 4,807,454 63.8 4,712,619 62.6

負債純資産合計  7,054,295 100.0 7,537,345 100.0 7,524,460 100.0
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(2) 中間損益計算書

  

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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   5,370,280 100.0  5,897,672 100.0  11,412,224 100.0

Ⅱ　売上原価   4,420,919 82.3  4,737,465 80.3  9,266,561 81.2

売上総利益   949,360 17.7  1,160,206 19.7  2,145,662 18.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  672,372 12.5  729,654 12.4  1,402,505 12.3

営業利益   276,988 5.2  430,552 7.3  743,157 6.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  14,890 0.2  25,029 0.4  44,234 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  800 0.0  1,091 0.0  1,517 0.0

経常利益   291,078 5.4  454,489 7.7  785,875 6.9

Ⅵ　特別利益 ※３  445 0.0  340 0.0  34 0.0

Ⅶ　特別損失
※４
※６

 7,683 0.1  9,205 0.1  16,003 0.2

税引前中間(当期)
純利益

  283,840 5.3  445,624 7.6  769,905 6.7

法人税、住民税及
び事業税

 149,647   197,795   385,500   

法人税等調整額  △20,340 129,307 2.4 29,299 227,095 3.9 △23,419 362,080 3.2

中間(当期)純利益   154,533 2.9  218,529 3.7  407,825 3.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,970,600 29,700 230,600 983,724 1,244,024 △189,166 4,466,057

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）    －  △94,709 △94,709  △94,709

中間純利益（千円）      154,533 154,533  154,533

利益処分による役員賞与

（千円）
     △47,000 △47,000  △47,000

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 12,823 12,823 － 12,823

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,970,600 29,700 230,600 996,547 1,256,847 △189,166 4,478,881

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
150 150 4,466,208

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △94,709

中間純利益（千円）   154,533

利益処分による役員賞与

（千円）
  △47,000

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

359 359 359

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
359 359 13,183

平成18年６月30日　残高

（千円）
510 510 4,479,391
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当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,970,600 29,700 230,600 1,249,839 1,510,139 △189,166 4,732,173

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）    －  △129,149 △129,149  △129,149

中間純利益（千円）      218,529 218,529  218,529

利益処分による役員賞与

（千円）
     － －  －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 89,379 89,379 － 89,379

平成19年６月30日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,970,600 29,700 230,600 1,339,219 1,599,519 △189,166 4,821,552

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（千円）
△19,553 △19,553 4,712,619

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △129,149

中間純利益（千円）   218,529

利益処分による役員賞与

（千円）
  －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

5,455 5,455 5,455

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
5,455 5,455 94,834

平成19年６月30日　残高

（千円）
△14,098 △14,098 4,807,454
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１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

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,970,600 29,700 230,600 983,724 1,244,024 △189,166 4,466,057

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）      △94,709 △94,709  △94,709

当期純利益（千円）      407,825 407,825  407,825

利益処分による役員賞与

（千円）
     △47,000 △47,000  △47,000

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

         

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 266,115 266,115 － 266,115

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,440,600 1,970,600 1,970,600 29,700 230,600 1,249,839 1,510,139 △189,166 4,732,173

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
150 150 4,466,208

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △94,709

当期純利益（千円）   407,825

利益処分による役員賞与

（千円）
  △47,000

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

△19,704 △19,704 △19,704

事業年度中の変動額合計

（千円）
△19,704 △19,704 246,411

平成18年12月31日　残高

（千円）
△19,553 △19,553 4,712,619

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

(イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

(イ）満期保有目的の債券

　同左

(1）有価証券

(イ）満期保有目的の債券

 同左

(ロ）子会社株式

移動平均法に基づく原価法

(ロ）子会社株式

  同左

(ロ）子会社株式

 同左

(ハ）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

よる時価法（評価差額は全部

純資産直入法より処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

(ハ）その他有価証券

時価のあるもの

  同左

(ハ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等によ

る時価法（評価差額は全部

純資産直入法より処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

先入先出法に基づく原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

仕掛品

個別法に基づく原価法

  

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主要な耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物　　10～50年

機械装置　　　　　　　９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

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当中間期に負担する額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当期に負担する額を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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

当中間会計期間末において発生し

ていると認められている額を計上

しております。

　数理計算上の差異については、

発生年度の翌期に一括して処理す

ることとしております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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

計上しております。

　数理計算上の差異については、

発生年度の翌期に一括して処理す

ることとしております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(4）　　　────── (4）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、支給見込額のう

ち中間会計期間負担額を計上して

おります。

（会計方針の変更）

　前事業年度の下期より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は10,000

千円減少しております。

(4）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、支給見込額に基

づき計上しております。

（会計方針の変更）

　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

第４号　平成17年11月29日）を

適用しております。

　これにより、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は47,000

千円減少しております。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(6）受注損失引当金

ソフトウエアの請負契約に基づ

く開発のうち、当中間会計期間末

時点で将来の損失が見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的に見積も

ることが可能なものについては、

当中間会計期間以降に発生が見込

まれる損失額を計上しております。

(6）受注損失引当金

同左

(6）受注損失引当金

ソフトウエアの請負契約に基づ

く開発のうち、当事業年度末時点

で将来の損失が見込まれ、かつ、

当該損失額を合理的に見積もるこ

とが可能なものについては、当事

業年度末以降に発生が見込まれる

損失額を計上しております。

４．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、中間決

算日の直物等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

の直物等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。

５．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

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜き方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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。これにより

税引前中間純利益は 5,912千円減少し

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

各資産の金額から直接控除しておりま

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。

　これにより、税引前当期純利益は

14,226千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減価

償却累計額に含めて表示しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　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 4,479,391千円であります。

　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。

　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 4,712,619千円であります。

　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。

────── （固定資産の減価償却方法の変更） ──────

 　法人税法の改正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。
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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18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の取得原価から控除した

減価償却累計額

※１　有形固定資産の取得原価から控除した

減価償却累計額

※１　有形固定資産の取得原価から控除した

減価償却累計額

169,974千円 183,501千円 174,978千円

※２　消費税等の取扱い ※２　同　　左 ※２　　 　　──────

　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　　 　　────── ※３　その他 ※３　その他

　その他に含まれています長期性預金

300,000千円（期間３年、満期日平成21年

９月１日）は、継続選択権を銀行のみが

留保しており当社から解約を行う場合、

中途解約精算金を支払う必要があります。

　この中途解約精算金の支払により預金

元本を毀損する可能性があります。

　その他に含まれています長期性預金

300,000千円（期間３年、満期日平成21年

９月１日）は、継続選択権を銀行のみが

留保しており当社から解約を行う場合、

中途解約精算金を支払う必要があります。

　この中途解約精算金の支払により預金

元本を毀損する可能性があります。

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息配当金    5,256千円 受取利息配当金 3,206千円 受取利息配当金 9,835千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息    613千円 支払利息 753千円 支払利息 1,308千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益      445千円 貸倒引当金戻入益 340千円 貸倒引当金戻入益 34千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 914千円

減損損失 5,912千円

賃貸契約解約違約金 856千円

役員退職慰労金 9,205千円 減損損失 14,226千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 10,603千円

無形固定資産 17,963千円

計 28,567千円

有形固定資産 8,522千円

無形固定資産 12,939千円

計 21,462千円

有形固定資産 20,915千円

無形固定資産 36,748千円

計 57,664千円
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※６　減損損失 ※６　　　　 ─────── ※６　減損損失

　当中間会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類
金額

(千円)

 本社

(東京都品川区)

遊休

資産

その

他
3,210

 我孫子事業所

(千葉県我孫子市)

遊休

資産

その

他
457

 五反田他

　 ２事業所

(東京都品川区他)

遊休

資産

その

他
1,211

 新横浜事業所

(神奈川県横浜市)

遊休

資産

その

他
457

 三島事業所

(静岡県三島市)

遊休

資産

その

他
40

 甲府事業所

(山梨県甲府市)

遊休

資産

その

他
438

 大阪他２事業所

(大阪府大阪市他)

遊休

資産

その

他
95

　当社は、事業に供している資産につい

ては事業の種類別セグメントを基準に資

産のグルーピングを行い、遊休資産につ

いては個別にグルーピングを行っており

ます。

　上記遊休資産については、今後も事業

の用に供する見込みがないことから、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（5,912千円）として特

別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額に

基づき測定しており、鑑定評価額等によっ

ておりますが、売却や他への転用が困難

な資産は零円として評価しております。

　当会計期間において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

(千円)

 本社

(東京都品川区)

遊休

資産

その

他
3,210

 我孫子事業所

(千葉県我孫子市)

遊休

資産

その

他
457

 五反田他

　 ２事業所

(東京都品川区他)

遊休

資産

その

他
1,211

 新横浜事業所

(神奈川県横浜市)

遊休

資産

その

他

無形

固定

資産

457

8,314

 三島事業所

(静岡県三島市)

遊休

資産

その

他
40

 甲府事業所

(山梨県甲府市)

遊休

資産

その

他
438

 大阪他２事業所

(大阪府大阪市他)

遊休

資産

その

他
95

　事業の種類別セグメントを基準に、継

続的に収支の把握がなされている最小単

位を基礎として資産のグルーピングを行

い、遊休資産については個別にグルーピ

ングを行っております。

　上記遊休資産については、今後も事業

の用に供する見込がないことから、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（14,226千円）として特

別損失に計上しております。

　減損損失の内訳は、その他5,912千円、

無形固定資産8,314千円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額に

基づき測定しており、鑑定評価額等によっ

ておりますが、売却や他への転用が困難

な資産は零円として評価しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

 ※自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 216,011 － － 216,011

合計 216,011 － － 216,011

当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

 ※自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 216,011 － － 216,011

合計 216,011 － － 216,011

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

 ※自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 216,011 － － 216,011

合計 216,011 － － 216,011
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　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．借主側 １．借主側 １．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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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)

有形固定資産
のその他

46,260 19,425 26,834

合計 46,260 19,425 26,834

 

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)

有形固定資産
のその他

52,663 27,625 25,037

合計 52,663 27,625 25,037

 

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)

有形固定資産
のその他

47,608 23,805 23,803

合計 47,608 23,805 23,803

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　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等

　　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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,325千円

１年超 16,158千円

合計 27,484千円

１年内 11,981千円

１年超 13,015千円

合計 24,997千円

１年内 5,911千円

１年超 18,690千円

合計 24,602千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 5,966千円

減価償却費相当額 5,813千円

支払利息相当額 189千円

支払リース料 6,450千円

減価償却費相当額 6,219千円

支払利息相当額 227千円

支払リース料 12,030千円

減価償却費相当額 11,652千円

支払利息相当額 412千円

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同　　　　左

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 1,040円51銭

１株当たり中間純利益 35円90銭

１株当たり純資産額 1,116円72銭

１株当たり中間純利益 50円76銭

１株当たり純資産額 1,094円69銭

１株当たり当期純利益 94円73銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同　左 　なお、潜在株式調整後１株あたり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額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。

 
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金

額
   

中間（当期）純利益（千円） 154,533 218,529 407,825

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）
154,533 218,529 407,825

普通株式の期中平均株式数

（千株）
4,304 4,304 4,304

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（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）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　　────── 　　──────  　　──────

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
　　生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

当中間連結会計期間の生産実績を事業部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門 金額（千円） 割合（％） 前年同期比（％）

ソフトウエア開発 5,398,803 82.8 103.1

Ｆ・Ｍ　サービス 1,117,963 17.2 99.3

合計 6,516,767 100.0 102.5

　（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．Ｆ・Ｍサービス部門は連結子会社のソフトウエア開発の生産を含んでおります。

(2）受注状況

当中間連結会計期間の受注状況を事業部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門

受注高 受注残高

金額（千円） 割合（％）
前年同期比
（％）

金額（千円） 割合（％）
前年同期比
（％）

ソフトウエア開発 7,221,312 87.0 138.1 3,581,590 96.8 124.6

Ｆ・Ｍ　サービス 992,366 12.0 98.1 117,493 3.2 44.9

その他 89,454 1.0 69.8 2,480 0.0 414.0

合計 8,303,133 100.0 130.4 3,701,563 100.0 118.0

　（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．Ｆ・Ｍサービス部門は連結子会社のソフトウエア開発の受注を含んでおります。

(3）販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門 金額（千円） 割合（％） 前年同期比（％）

ソフトウエア開発    

通信制御関係 3,919,144 59.9 112.4

金融関係 568,338 8.7 128.6

流通製造関係 923,471 14.1 92.7

小計 5,410,954 82.7 109.8

Ｆ・Ｍサービス 1,039,425 15.9 109.5

その他 95,484 1.4 72.7

合計 6,545,864 100.0 109.0

　（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．Ｆ・Ｍサービス部門は連結子会社のソフトウエア開発（流通製造のみ）の売上を含んでおります。
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