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（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

（注）当社は、平成19年９月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、平成18年９月中間期および平成19年３月

期の数値ならびに対前年中間期増減率については記載しておりません。

(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９月中間期 9,000 － 578 － 607 － 347 －

18年９月中間期 － － － － － － － －

19年３月期 －  －  －  －  

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９月中間期 40 28 39 80

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 － － － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３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９月中間期 11,956 8,295 69.4 953 50

18年９月中間期 － － － － －

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 19年９月中間期 8,295百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３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９月中間期 176 △535 △94 3,229

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 － － － －

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

19年３月期 12 00 13 00 25 00

20年３月期 25 00 －

20年３月期（予想） － 25 00 50 00

 (注）　20年３月期中間期末配当金の内訳　記念配当　10円00銭　　20年３月期期末配当金の内訳　記念配当　10円00銭

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 19,300 － 1,195 － 1,220 － 700 － 80 46
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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 １社 （社名　ＴＤＩシステムサービス株式会社）

（注）詳細は、９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

 

(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９月中間期 9,008,560株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 308,098株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －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、26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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 8,968 △8.8 516 △29.6 545 △26.7 311 △14.1

18年９月中間期 9,830 8.7 732 10.3 744 10.1 362 29.4

19年３月期 20,002 － 1,368 － 1,406 － 753 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 36 05

18年９月中間期 42 66

19年３月期 88 42

(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９月中間期 11,953 8,259 69.1 949 31

18年９月中間期 12,545 7,728 61.6 907 55

19年３月期 13,156 8,044 61.1 936 84

（参考）自己資本 19年９月中間期 8,259百万円 18年９月中間期 7,728百万円 19年３月期 8,044百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 19,203 △4.0 1,093 △20.1 1,118 △20.5 645 △14.4 74 13

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、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、予想数値と異なる場合があります。

なお、業績予想に関する事項は添付資料の５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

① 当中間期の概況 

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資も引き続き増加するなど、総じて堅

調に推移いたしました。しかしながら、一方では原油価格・素材価格の高騰や金融市場の不安定化など、先行きに関

して不透明な要因も散見されました。

　当情報サービス業界におきましては、企業の収益改善を背景としたＩＴ投資の継続により、主力のソフトウェア開

発をはじめとして総じて堅調に推移いたしました。しかしながら、品質・価格・納期等に関する顧客の要求レベルは

一段と高くなっており、人材の確保、ソフトウェア開発案件のオフショア化の進展など、業界内での競争も厳しさを

増しております。

　このような状況のもと、当社グループは、顧客に対する「高付加価値ビジネスモデルの確立」を図り、その結果、

より一層の収益機会を得るべく、「営業力の強化」、「開発力の強化」、「人材の育成」を主要施策に掲げ、システ

ムインテグレータとしての戦略的事業を強化してまいりました。また、受託ソフトウェア開発、情報処理サービス、

エンベデッド・ユビキタス／半導体関連の業務についても、受託派遣型からより一層の顧客サービスの向上が図れる

請負化を推進することでビジネスモデルの変革を図り、その結果としての「企業体質の改善」を志向してまいりまし

た。さらに、これらの施策を強力に推進するため、期初に目標・責任体制の明確化、全社横断組織と統制力の強化、

戦略部門の強化を目的とする組織改定を行うとともに、従来の統合システムサービス部の業務遂行を担う、当社完全

子会社「ＴＤＩシステムサービス株式会社」を本年４月に設立いたしました。

　以上のような戦略的施策を推進いたしましたが、一部顧客との間においては、中長期的な戦略の観点より取引の見

直しを行ったことや、従来の受託業務の請負化交渉に想定以上の時間を要したこと、また請負業務化の推進に伴い売

上計上の時期に「期ずれ」が生じる等の事由が重なりました。また損益面につきましても、前期に引き続いてコスト

構造の改善効果はあったものの、売上高の減少が響き、いわゆる「手待ち状態」が発生したことを主因として原価率

の上昇に繋がりました。以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は90億円（対前年同期の単体比較8.4％減）となり

ました。一方利益面につきましては、前期に引き続いてコスト構造の改善効果はあったものの、売上高の減少が響き、

営業利益は５億78百万円（同21.1％減）、経常利益は６億７百万円（同18.4％減）、中間純利益は３億47百万円（同

4.1％減）となりました。

　　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　　「ソフトウェア開発事業」

　この事業は、当社グループの主力事業であり、ＩＴ全般にわたるソリューションの提案、コンサルティング、シス

テム設計、開発、保守を行っております。上記に記載のとおり、取引の一部見直しや従来の受託業務の請負化交渉に

想定以上の時間を要したこと等が影響し、売上高は47億44百万円、営業利益は１億46百万円となりました。

　　 「情報処理サービス事業」

　この事業は、汎用大型コンピュータの管理運営業務からネットワークシステムなどの管理監視業務まで、情報シス

テムに関する総合サービスを行っております。システムの管理運営およびアウトソーシング関連分野において、既存

顧客の受注が堅調に推移し、売上高は21億61百万円、営業利益は３億59百万円となりました。

 　　「エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業」

　この事業は、モバイル、移動体通信、カーエレクトロニクスなどの分野向け組み込みソフトウェア開発と、情報通

信機器の中核となるメモリ、システムＬＳＩなどの半導体製品に関する設計・評価・解析業務を主に行っております。

半導体関連分野において請負業務化に伴う「期ずれ」の影響があったものの、エンベデッド・ユビキタス分野におい

て、携帯電話および車載情報機器などの売上が寄与したことから、売上高は20億94百万円となりました。一方、利益

面におきましては、取引の一部見直しに伴う「手待ち状態」の発生等により、営業利益は72百万円となりました。
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（参考）当中間(連結)会計期間および前中間(非連結)会計期間におけるセグメント別売上高・営業利益は以下のとおりで

あります。

 （百万円未満切捨て）

セグメント別売上高
前中間(非連結)会計期間 当中間(連結)会計期間 増減

金額 比率 金額 比率 金額 比率

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％

ソフトウェア開発事業 5,631 57.3 4,744 52.7 △886 △15.7

 システム・インテグレーション 2,758 28.1 2,680 29.8 △77 △2.8

 受託ソフトウェア開発 2,872 29.2 2,063 22.9 △808 △28.2

情報処理サービス事業 2,154 21.9 2,161 24.0 6 0.3

エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業 2,044 20.8 2,094 23.3 50 2.5

 エンベデッド・ユビキタス 1,032 10.5 1,257 14.0 225 21.8

 半導体関連 1,012 10.3 837 9.3 △174 △17.3

合計 9,830 100.0 9,000 100.0 △830 △8.4

セグメント別営業利益
前中間(非連結)会計期間 当中間(連結)会計期間 増減

金額 比率 金額 比率 金額 比率

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％

ソフトウェア開発事業 254 34.7 146 25.3 △107 △42.5

情報処理サービス事業 300 41.0 359 62.2 58 19.5

エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業 178 24.3 72 12.5 △105 △59.3

合計 732 100.0 578 100.0 △154 △21.1
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② 通期の見通し等

　当社グループの重点施策である「サービス価値向上のための請負化推進」の趣旨については多くのお客様にご理解

いただいており、今後はより一層の浸透が見込まれます。しかしながら、その結果としての受注はお客様の情報関連

および設備投資予算等との兼ね合いにより左右されることや、請負化の推進により検収時期の偏りも大きくなってき

ております。これらの要因の不確実性や中間期の業績を踏まえて本年10月５日発表のとおり、通期の業績予想を以下

のとおり修正しております。

  連　　結  個　　別

売 上 高 19,300百万円 19,203百万円

営 業 利 益 1,195百万円 1,093百万円

経 常 利 益 1,220百万円 1,118百万円

当 期 純 利 益 700百万円 645百万円

　上記のとおり「サービス業務請負化推進」の趣旨については多くのお客様にご理解いただいておりますが、その結

果としての「当社グループの収益機会の増大」をより確実かつ飛躍的なものとするため、高スキル人材の育成強化と

営業力の一層の強化を目的に、人事本部の新設をはじめとした組織変更と人事異動を本年10月１日付けで実施いたし

ました。また今後、営業人員の増強や、営業・開発人員のより一層の適時適切な配置やアサインメントを強化してま

いります。さらには、人材育成強化の手段として静岡県熱海市に研修所を取得、「ｔｄｉ人材開発センター」として

本年10月13日に開所し、ビジネスパーソンとしてのファンダメンタル教育からスキルアップ教育まで内容を拡充し「コ

アコンピタンス（競争力の源泉）」である人材の育成強化のため、ハード・ソフト両面で一層の充実を図ってまいり

ます。

  以上の施策の実行とともに、効率的な事業運営と原価の低減、経費の削減に引き続き取り組んでいくことで、今後

の業績に着実に反映させてまいります。 

 　

(2）財政状態に関する分析

　　　当社は、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前中間連結会計期間および前連結会

　　計年度との比較および分析はしておりません。

　　①　資産、負債、純資産の状況  

　　　当中間連結会計期間における総資産につきましては、流動資産が74億95百万円、固定資産が44億61百万円となり、

　　119億56百万円となりました。

　　　負債につきましては、流動負債が19億23百万円、固定負債が17億37百万円となり36億60百万円となりました。

　　　純資産につきましては、株主資本が87億39百万円、評価・換算差額等が△４億43百万円となり82億95百万円となり

　　ました。　

　　②　キャッシュ・フローの状況

　　　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロ

　　ーが１億76百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが５億35百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・

　　フローが94百万円の支出となったことにより４億53百万円減少し、当中間連結会計期間末における資金残高は32億29

　　百万円となりました。 

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは１億76百万円の収入となりました。

　　これは主に、退職給付引当金の減少額が４億87百万円、未払費用の減少額が３億49百万円および仕入債務の減少額が

    １億81百万円ならびに、法人税等の支払額が２億90百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が６億12百万円、

    売上債権の減少額が９億50百万円あったこと等によります。 

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは５億35百万円の支出となりました。

　　これは主に、投資有価証券の売却による収入が50百万円、関係会社株式の売却による収入が13百万円あったものの、

　　「ｔｄｉ人材開発センター」の開設に伴う用地等の取得等により、有形固定資産の取得による支出が３億74百万円、

　　投資有価証券の取得による支出が２億７百万円あったこと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）

　当中間連結会計期間における財務活動のキャッシュ・フローは94百万円の支出となりました。

これは、短期借入れによる収入が60百万円、ストックオプションの権利行使による自己株式の売却による収入が66百

万円あったものの、短期借入金の返済による支出が60百万円、長期借入金の返済による支出が33百万円および自己株

式の取得による支出が16百万円ならびに、配当金の支払額が１億12百万円あったことによるものであります。
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　　キャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）

平成19年９月
中間期

 
平成18年３月期
（非連結）

平成19年３月期
 （非連結） 

平成20年３月期
（連結）

  中間 期末 中間  期末  中間 

自己資本比率（％） 69.4  57.9 57.1 61.6 61.1 69.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
75.2  73.1 102.9 89.6 75.7 75.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
73.0  － 12.4 － 79.7 73.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
137.1  － 317.7 － 61.0 137.1

（注）１．各指標の算式は以下の算式を使用しております。

　　　　　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／営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い　 

　　　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

　　　３．有利子負債は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にしてお

　　　　　ります。

　　　４．利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　　５．参考として、平成18年３月期から平成20年３月期中間までのキャッシュ・フロー指標のトレンドを記載してお

　　　　　ります。なお、平成18年３月期中間および平成19年３月期中間のキャッシュ・フロー対有利子負債比率および

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため「－」

　　　　　で表示しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、安定的な配当の継続

を基本方針としております。また、株主の皆様への利益還元重視の姿勢を明確にするため、配当金額の業績との連動

性を高めるとともに、平成17年９月中間期より中間配当を実施しております。また、内部留保資金につきましては、

事業基盤の拡大や研究開発活動などに有効活用することを考えております。

　　　具体的な株主還元に関する基本方針は、次のとおりです。

　　　①　業績に連動した配当方針といたします。

　　　②　連結配当性向30％を当面の目標といたします。

　　　③　利益水準を勘案した上、安定配当部分として、原則１株当たり最低年間12円を維持するものといたします。

　　　④　中間配当を実施いたします。

　上記のとおり、普通配当につきましては業績に連動した配当方針のもと、連結配当性向30％を当面の目標といたし

ておりますが、当社グループに対する株主の皆様の日頃のご支援やご期待を踏まえて、本年７月19日に発表しており

ます当期の配当予想（下記ご参照；期初公表の業績予想に連動した普通配当及び創立40周年記念配当）につきまして

は、本年10月５日発表の業績予想修正に関連した修正を行わないことにいたしました。ただし、平成21年３月期以降

につきましては、本来の上記基本方針に基づき、業績に連動した利益配分をさせていただく予定であります。

 　　〔参考：平成20年３月期配当予想（平成19年７月19日発表）〕

　　　　１株当たり配当金

　　　　中間期末　　25円　00銭（普通配当　15円　00銭　　創立40周年記念配当　10円　00銭）

　　　　期末※　　　25円　00銭（普通配当　15円　00銭　　創立40周年記念配当　10円　00銭）

　　　　年間　　　　50円　00銭（普通配当　30円　00銭　　創立40周年記念配当　20円　00銭）

　　　　※期末の配当につきましては、平成20年６月に開催予定の第40回定時株主総会での決議を前提としております。
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　(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価、および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは下記①～⑨のものが考え

られます。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生防止および発生した場合の適切な

対処に努めてまいります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間期末現在において当社が判断したものでありますが、リスクの認識に際

しては、業界および当社グループの特性を踏まえております。

（業界ならびに当社グループの事業の特性について） 

　当社グループは、受注ソフトウェア開発を主体として、顧客である企業に様々なＩＴソリューションを提供して

おります。当社グループが提供するサービスは、主として取引先の情報関連および設備投資予算の影響を受けやす

く、取引先企業が事業年度を４月から３月までと定めていることが多いことから、当社グループの売上高は、中間

年度末(９月)および年度末(３月)にかけて集中する傾向があります。したがって、当社グループの四半期もしくは

中間期の業績は、必ずしも通期の業績に連動するものではなく、それらの四半期または中間期の業績だけをもって、

当社グループの通期の業績を予想することは困難となっております。

　また、顧客からシステム構築案件を受注する際に、情報サービス業界において広く行われている取引形態として、

上流工程(システム企画、基本設計)は一次請けの大手システムインテグレータ自身が行い、それ以降の下流工程(詳

細設計、プログラミング、テスト等)は他の中堅以下の情報サービス企業に委託するという形態があります。しかし

ながら当社グループの場合は、従前より顧客との長期安定的な直接取引を重視する戦略を推進してきた結果、当社

グループの売上高の７割強は、最終ユーザーとの直接取引によるものとなっております。

　　　①　特定取引先への依存度について

　当社グループは、250社以上の取引先との間で長期継続的な取引を行っており、それらの取引先が属する業種も、

製造、金融、流通、情報サービス、公共および建設等幅広い業種にわたっておりますが、取引先上位10社の売上

高比率は、全体の約５割を占め、また上位30社では同７割強を占めており、特定取引先への依存度が高くなって

おります。当社グループは引き続き、既存取引先との長期安定取引の継続および新規顧客の開拓に努める方針で

ありますが、今後、これらの主要顧客との受注状況によっては、当社グループの業績および財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

　　　②　協力企業の確保について

　当社グループは、現在約380社の協力企業を外注先として業務の一部を委託しており、当社グループ外注費の売

上原価に占める割合は４割強となっております。当社グループは今後とも外注先を活用していく方針であります

が、当社グループが適切な時期に、必要とする技術力を保有する外注先を確保できなかった場合等には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　　③　情報セキュリティ対策について

　当社グループが提供するサービスは、当該業務の性格上、当社グループ従業員が、取引先の保有する大量の情

報を検索または参照等を行うことが必要となるケースがあり、これらの情報が漏洩する危険性が考えられます。

　なお誠に遺憾ながら、本年４月当社グループにおきまして、顧客情報、協力企業情報、および個人情報がイン

ターネット上に流出していることが判明いたしました。情報の流出は、当社グループ従業員の自宅にある個人用

パソコンがウイルスに感染し、当該パソコンに保存されていた顧客情報、協力企業情報ならびに当該企業の個人

情報、および当社グループ従業員の個人情報が、ファイル交換ソフト「Ｗｉｎｎｙ」のネットワーク経由で流出

したものです。

　当該事案による情報の不正使用等の事実は，現時点においては一切確認されておりません。また、本件に伴う

業績および財政状態への特段の影響もありません。当社グループでは、今回の件を真摯に受け止めて、情報セキュ

リティ管理を経営の最重要項目の一つとして徹底させるべく、当社グループ内の情報管理体制の更なる強化を図

ることとし、それに対応した組織の改編を行い、また社内セミナー、啓発、教育等といった意識向上のための活

動を、協力企業を含めて強力に推進する等の施策を着実に実行し、より実効性ある再発防止策を実施しておりま

す。

　　　④　企業の情報・設備関連投資に対する需要等の影響について

　当社グループは、取引先の情報・設備関連投資動向や半導体関連市場の動向等の影響を受けるため、これらの

動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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　　　⑤　技術革新および顧客ニーズへの対応について

　当社グループが属する情報サービス業界は技術革新が激しいことから、当社グループが現在保有する技術・技

能等が陳腐化する可能性があります。当社グループは技術革新のスピードに対処するために、常に新しい技術・

技能を組織的に習得し、従業員全体の技術力を高め、顧客のニーズに対して的確に対応していく方針を採ってお

ります。今後、これらの技術革新や顧客志向の変化に対し、当社グループが適切かつ迅速に対応できなかった場

合等には、業務の継続関係や業務委託に関する契約が解除される等により、当社グループの業績および財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。 

　　　⑥　国内外の競合企業について

　当社グループは国内外の多くのソフトウェア開発企業と競合関係にあり、それらの上位企業には、財務、技術、

またはマーケティング等において当社グループを上回る事業基盤を有しているものが存在するほか、アジアを中

心とした海外における競合企業の中には、本邦の人件費水準を大幅に下回るようなコスト競争力を備えた企業も

存在します。 

　当社グループは、今後とも既存取引先のニーズに対応し、長期安定取引の継続を図るとともに、新規顧客の獲

得に努める方針でありますが、万が一、競争力のあるサービスを維持できず、顧客ニーズに適切に対応できない

場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　　⑦　戦略的提携等について

　当社グループは、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新たな事業への進出等のために、事業戦略の一環

として企業買収や資本提携を含む戦略的提携、およびこれらに付随した投融資を行う可能性があります。戦略的

提携等の実施に際しては十分な検討・審査を行っておりますが、事業計画が当初計画どおりに進捗しない場合に

は、当社グループの財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　　⑧　人材の育成について

　当社グループは、東京、神奈川、大阪、愛知、および福岡の各都府県を拠点に事業展開を行っておりますが、

顧客のニーズに的確に対応するためには、関連する技術・技能を有した多くの優秀な人材を常時確保しておく必

要があります。当社グループは、定期採用においては、基礎能力が高い人材を採用すること、中途採用において

は、即戦力となる高度なスキル・経歴をもった人材を採用することに努めております。また、入社後は、従業員

の技術教育・職能教育を定期的に実施し、人材の育成に注力しております。今後、当社グループが事業を拡大し

ていくにあたり、これら事業の推進に必要な人材を適切に確保・育成できない場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

　　　⑨　ストックオプション制度について

　当社グループは、株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社グループの業績向上に対する意

欲を一層高めること等を目的として、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。新株

予約権が行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化することにより、短期的な需給バランスの

変動が発生し、株価形成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
 当社グループは、当社および子会社１社と関連会社１社により構成され、顧客の情報システムに関するコンサルティン

グからシステム開発、さらにシステム等管理運営に至るまで一貫したサービスを提供する事業、モバイル・マルチメディ

ア機器向け組み込みソフトウェアの開発に関する事業、ならびに半導体開発に関連した設計・評価・解析に関する事業

を営んでおります。

　戦略的事業の強化を図るために、目標・責任体制の明確化、全社横断組織と統制力の強化、戦略部門の強化を目的と

する組織改定を本年４月に行うとともに、従来の統合システムサービス部の業務遂行を担う、当社完全子会社「ＴＤＩ

システムサービス株式会社」を設立いたしました。

　関連会社の株式会社グローバル・セキュリティ・デザイン（出資額100,050千円、持株比率22.1%）は、生体情報であ

る「顔」を用いた個人認証システムの開発および販売を主業務としております。

 

 　当社グループの事業系統図は、次のとおりです。
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※１ 連結子会社 

※２ 関連会社 

株式会社グローバル・セキュリティ 
・デザイン（システム開発・販売） 
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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、これまで多くの産業分野で多種多様な情報システムの構築やサービスに携わり、市場の厚い信頼

を築いてまいりました。具体的には、汎用大型系、オープン系、Ｗｅｂ系の各システム開発、組み込み系ソフトウェ

ア開発、システム等管理運営、半導体製品に関する設計・評価・解析などの分野において、長年の業務経験と蓄積し

た技術を駆使し、顧客ニーズに的確に対応することにより、着実に事業を拡大してまいりました。 

　また当社は、環境と調和した社会基盤の形成に資する事業活動を行なうため、全社レベルでＩＳＯ14001の認証を取

得するとともに、高品質のサービスの提供および事業の生産性を向上させることを目的として、組み込みソフト

ウェア開発分野におけるＩＳＯ9001の認証取得、全社レベルでのＣＭＭ（ソフトウェア能力成熟度モデル）レベル３

達成、「プライバシーマーク使用許諾事業者」の認定取得などの企業努力を重ねてまいりました。

　今後も徹底した顧客志向をベースに、企業としての成長と利益を従来以上に確実なものとし、株主・取引先・従業

員・社会に対する責務を十分に果たしていくために、当社グループは、以下の企業理念のもと事業に邁進してまいり

ます。　

　　　 <企業理念>　『情報技術で未来を創造』

　　　　　　　　・人にやさしく心あたたかな企業に

　　　　　　　　・社会に親しまれ貢献する企業に

　(2）目標とする経営指標

  当社グループは、業界動向・同業他社との比較分析をする中で、利益率および生産性の向上が極めて重要な経営指

標と位置付けており、高付加価値ビジネスモデルの確立と営業力・開発力の強化を行なうとともに、オフショアの活

用や販管費の抑制などコスト構造の改善に努めてまいります。 

　また、当社グループは、法令遵守の徹底とともに、環境保全への配慮等、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たして

いくことを念頭に企業活動を推進してまいります。

  (3) 中長期的な会社の経営戦略

　　　－業績伸長、高利益率・高生産性の実現

　　　－コーポレートガバナンスの強化、内部統制の確立

　　　－高顧客満足度、高ブランド価値の実現

　　　－チャレンジ型・問題解決型の企業風土の確立

　　【主要テーマ】

　目標とする企業像の実現に向けて、以下のテーマに沿って事業構造の変革と新規ビジネス展開を推し進め、独立系

情報サービス会社としてはトップクラスの企業ステータスを築くことを目指します。

　　　－「サービス価値・顧客満足度の向上」 

　　　－「利益率の向上」 

　　　－「生産性の向上」

　(4）会社の対処すべき課題

　　　－高付加価値ビジネスモデルの確立 

　これまで比率が高かった受託派遣型のオンサイト・サービスビジネスから、より付加価値の高い一括請負を主体

とするＳＩビジネスへと事業モデルの転換を順次図ってまいります。同時に「＠Faceシリーズ」などオリジナルブ

ランドによるビジネスを確立することにより、ビジネスモデルを全社的に高付加価値型へと変革してまいります。

　　　－営業力の強化

　顧客ニーズの的確な把握とそれに合致したサービスの提供を行なうととともに、販売チャネルやパートナーの拡

充を図り、営業力を強化してサービスに対する適正な対価を取得し、生産性の向上を図ります。

　　　－開発力の強化 

 「社内開発プロセス標準」のさらなる徹底を図り、ローコストオペレーションを実施し、コスト構造変革を定着さ

せ、開発力の強化を図ります。

　　　－人材の育成

　一括請負型大型案件の開発能力を強化するため、上級プロジェクトマネジャーの増強、技術者のローテーション・

再教育、受託派遣型ビジネスからの要員シフトなど、総合的なプログラムの実施による技術者のスキル向上に注力

してまいります。

　　　－Ｍ＆Ａ・アライアンス

　ソリューション・プロバイダーとしての総合力向上を目的として、技術、商品、商流、人材などを強化し、より

質の高いサービスを提供するために、Ｍ＆Ａやアライアンスに取り組んでまいります。
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　　　－事業ドメイン毎の戦略策定・実行

　事業ドメイン毎に将来に向けたポートフォリオを明確にし、それぞれの位置付けに応じた基本戦略を策定・実行

することにより、経営リソース配分の最適化と業績の最大化を実現してまいります。 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

  当該事項につきましては、コーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。

(6）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
　当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前中間連結会計期間および前連結会計年度

との対比は行なっておりません。

(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   2,705,466  

２．受取手形及び売掛金 ※２  3,191,581  

３．有価証券   524,191  

４．たな卸資産   283,995  

５．繰延税金資産   482,150  

６．その他   317,433  

貸倒引当金   △9,640  

流動資産合計   7,495,178 62.7

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物  715,265   

(2）その他  752,646 1,467,911  

２．無形固定資産   242,770  

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  799,990   

(2）長期差入保証金  675,877   

(3）繰延税金資産  759,747   

(4）再評価に係る繰延税金
資産  

 274,517   

(5）その他  240,361 2,750,493  

固定資産合計   4,461,175 37.3

資産合計   11,956,354 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

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   578,322  

２．短期借入金   78,400  

３．未払法人税等   59,583  

４．未払費用   905,402  

５．その他   301,319  

流動負債合計   1,923,027 16.1

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金   50,600  

２．退職給付引当金   1,669,560  

３．長期未払金   17,260  

固定負債合計   1,737,420 14.5

負債合計   3,660,447 30.6

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,881,867 15.8

２．資本剰余金   1,749,459 14.6

３．利益剰余金   5,286,639 44.2

４．自己株式   △178,173 △1.5

株主資本合計   8,739,793 73.1

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  △42,585 △0.4

２．土地再評価差額金   △401,300 △3.3

評価・換算差額等合計   △443,886 △3.7

純資産合計   8,295,907 69.4

負債純資産合計   11,956,354 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,000,144 100.0

Ⅱ　売上原価   7,021,558 78.0

売上総利益   1,978,585 22.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※  1,400,367 15.6

営業利益   578,218 6.4

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  1,794   

２．受取配当金  6,719   

３．有価証券売却益  3,525   

４．不動産賃貸料  6,638   

５．生命保険配当金  19,837   

６．その他  6,717 45,233 0.5

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  1,426   

２．不動産賃貸費用  14,429   

３．その他  227 16,084 0.2

経常利益   607,367 6.7

Ⅵ　特別利益     

１．関係会社株式売却益  2,200   

２．貸倒引当金戻入益  2,860 5,060 0.1

税金等調整前中間純利益   612,427 6.8

法人税、住民税及び事業
税

 40,500   

法人税等調整額  224,277 264,777 2.9

中間純利益   347,650 3.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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19年３月31日　残高（千円） 1,881,867 1,749,459 5,057,454 △235,703 8,453,078

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △111,552  △111,552

中間純利益   347,650  347,650

自己株式の取得    △16,198 △16,198

自己株式の処分   △6,913 73,729 66,816

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 229,184 57,530 286,715

平成19年９月30日　残高（千円） 1,881,867 1,749,459 5,286,639 △178,173 8,739,793

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） △7,160 △401,300 △408,460 8,044,617

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △111,552

中間純利益    347,650

自己株式の取得    △16,198

自己株式の処分    66,816

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）

△35,425 － △35,425 △35,425

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△35,425 － △35,425 251,289

平成19年９月30日　残高（千円） △42,585 △401,300 △443,886 8,295,907
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  612,427

減価償却費  81,716

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 △487,634

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 △91,040

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △2,790

受取利息及び受取配当金  △8,513

支払利息  1,426

有価証券売却益  △3,525

関係会社株式売却益  △2,200

売上債権の増減額
（増加:△）

 950,928

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △43,326

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △181,267

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △52,397

未払費用の増減額
（減少：△）

 △349,856

長期未払金の増減額
（減少：△）

 17,260

その他  19,202

小計  460,410

利息及び配当金の受取額  8,551

利息の支払額  △1,289

法人税等の支払額  △290,994

営業活動によるキャッシュ・フロー  176,677
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当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △374,971

無形固定資産の取得による支出  △18,596

投資有価証券の取得による支出  △207,688

投資有価証券の売却による収入  50,567

関係会社株式の売却による収入  13,200

その他の投資活動による支出  △3,534

その他の投資活動による収入  5,122

投資活動によるキャッシュ・フロー  △535,902

   

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  60,000

短期借入金の返済による支出  △60,000

長期借入金の返済による支出  △33,200

自己株式の売却による収入  66,816

自己株式の取得による支出  △16,198

配当金の支払額  △112,178

財務活動によるキャッシュ・フロー  △94,760

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
　　（減少：△）

 △453,985

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,683,643

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高  ※ 3,229,658
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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
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

連結子会社名

　ＴＤＩシステムサービス株式会社

　平成19年４月２日にて情報システムの

管理運営等を行なう当社100％出資のＴＤ

Ｉシステムサービス株式会社を設立しま

した。

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない関連会社

　株式会社グローバル・セキュリティ・

　　　　　デザイン

　アルティオーラ・システム株式会社

　中間純損益および利益剰余金に与える

影響が軽微であり、かつ、重要性に乏し

いため持分法の適用から除外しておりま

す。

　なお、アルティオーラ・システム株式

会社につきましては、平成19年７月に全

株式を売却したことから、関連会社には

該当しなくなりました。

３．連結子会社の中間決算日等に関

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。

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

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　中間連結決算日の市場価格等に

　　　　基づく時価法（評価差額は全部

　　　　純資産直入法により処理し、売

　　　　却原価は移動平均法により算

　　　　定）

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法 

 ②　たな卸資産

　　ⅰ　商品および貯蔵品

　　　移動平均法による原価法

　　ⅱ　仕掛品

　　　個別法による原価法
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

ⅰ　建物（建物附属設備を除く）

　平成10年３月31日以前に取得したも

　の

　　旧定率法

ⅱ　建物以外

　平成19年３月31日以前に取得したも

　の

　　旧定率法

　平成19年４月１日以後に取得したも

　の

　　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 ８～47年

器具及び備品 ３～15年

 

 ②　無形固定資産

　　ソフトウェア

　　　市場販売目的分

　　　　見込販売数量に基づく償却額と

　　　　残存有効期間に基づく均等配分

　　　　額とを比較し、いずれか大きい

　　　　額を計上しております。

　　　自社利用分

　　　　社内における利用可能期間（５

　　　　年）に基づく定額法

 ③　長期前払費用

　　期間均等償却
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 (3）重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

　えるため、一般債権については貸倒実

　績率により、貸倒懸念債権等特定の債

　権については個別に回収可能性を勘案

　し、回収不能見込額を計上しておりま

　す。　

 　②　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

　および年金資産の見込額に基づき、当

　中間連結会計期間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。

　　過去勤務債務については、各発生連

　結会計年度における従業員の平均残存

　勤務期間内における一定の年数（５年

　）により、定額法による按分額をそれ

　ぞれ発生連結会計年度より費用処理し

　ております。

　　数理計算上の差異は、各発生連結会

　計年度における従業員の平均残存勤務

　期間内における一定の年数（５年）に

　より定額法による按分額を、それぞれ

　発生連結会計年度の翌連結会計年度か

　ら費用処理をしております。　

 (4）重要なリース取引の処理方法

　　リース物件の所有権が借主に移転す

　ると認められるもの以外のファイナン

　ス・リース取引については、通常の賃

　貸借取引に係る方法に準じた会計処理

　によっております。　

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

　　手許現金、随時引き出し可能な預金

　及び容易に換金可能であり、かつ、価

　値の変動について僅少なリスクしか負

　わない取得日から３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。

６．その他 　消費税等の会計処理

　　消費税および地方消費税の会計処理

　は税抜方式を採用しております。

　　なお、仮払消費税等及び仮受消費税

　等は相殺のうえ、流動負債「その他」

　に含めて表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

　 1,371,086千円 

※２　中間連結会計期間末日の満期手形の会計処理につ

　　いては、手形交換日をもって決済処理をしておりま

　　す。

　　　なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日

　　であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形

　　が中間連結会計期間末残高に含まれております。
 

　受取手形 1,167千円 

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 ※　販売費及び一般管理費のうち主要なもの

従業員給料手当 485,605千円 

退職給付費用 19,441  
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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19年４月１日　至　平成19年９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 9,008,560 － － 9,008,560

合計 9,008,560 － － 9,008,560

自己株式

普通株式（注）１、２ 421,598 14,500 128,000 308,098

合計 421,598 14,500 128,000 308,098

 （注）１．増加株式数14,500株は平成19年３月29日開催の取締役会において決議された、会社法第165条第２項の規定

　　　　　 による定款の定めに基づく自己株式の取得による増加であります。

 　　　２．減少株式数128,000株は、ストックオプションの権利行使による減少であります。

 

 ２．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６月23日

定時株主総会
普通株式 111,552 13.00 平成19年３月31日 平成19年６月26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末後となるもの  

（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10月25日

取締役会
普通株式 217,311 利益剰余金 25.00 平成19年９月30日 平成19年11月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,705,466千円

有価証券勘定 524,191

現金及び現金同等物 3,229,658

（リース取引関係）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

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）

器具及
び備品

546,601 171,700 374,900

その他 7,002 5,437 1,564

合計 553,603 177,138 376,465

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 97,116千円

１年超 288,512千円

合計 385,628千円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 52,562千円

減価償却費相当額 49,652千円

支払利息相当額 3,263千円

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。 

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 。
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 348,041 282,527 △65,514

(2）その他 342,271 336,069 △6,202

合計 690,313 618,596 △71,716

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 473,646

中期国債ファンド 50,545

非上場株式 181,394

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

　当社および連結子会社は、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。 

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） 

　当中間連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

          当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
ソフトウェ
ア開発事業
（千円）

情報処理
サービス事

業
（千円）

エンベデッ
ド・ユビキ
タス／半導
体関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,744,408 2,161,230 2,094,505 9,000,144 － 9,000,144

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 4,744,408 2,161,230 2,094,505 9,000,144 － 9,000,144

営業費用 4,598,358 1,801,554 2,022,012 8,421,925 － 8,421,925

営業利益 146,049 359,675 72,492 578,218 － 578,218

 

　（注）１．事業区分の方法および各区分に属する主要なサービスの名称

　　　　　　サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業に区分しております。

 

 　　　　　　【ソフトウェア開発事業】　　　　ビジネスアプリケーション等のソフトウェア開発

 　　　　　　【情報処理サービス事業】　　　　顧客の情報システムの管理・運営サービス

 　　　　　　【エンベデッド・ユビキタス　　　組み込み系ソフト開発、

 　　　　　　　　　　　／半導体関連事業】　　半導体製品の設計、評価、解析

 

 　　　　２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用はありません。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　当社および連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。
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（企業結合等）

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） 

 　 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 953.50円

１株当たり中間純利益

金額
40.28円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
39.80円

（注）　１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり中間純利益金額

中間純利益（千円） 347,650

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益（千円） 347,650

期中平均株式数（千株） 8,630

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額

中間純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（千株） 105

（うち新株予約権） (105)

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）

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　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９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３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  3,314,485 2,625,885 3,110,441

２．受取手形  ※２ － 8,229 －

３．売掛金 3,405,812 3,160,371 4,142,510

４．有価証券 603,919 524,191 523,202

５．たな卸資産 537,389 284,430 240,669

６．繰延税金資産 411,277 479,783 474,994

７．その他 272,786 374,406 315,014

貸倒引当金 △10,240 △9,730 △12,430

流動資産合計 8,535,430 68.0 7,447,567 62.3 8,794,402 66.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物  713,725 710,200 726,389

(2）器具及び備品 188,082 168,144 175,064

(3）土地  275,167 275,167 275,167

(4）建設仮勘定  － 309,334 －

有形固定資産合計 1,176,975 9.4 1,462,847 12.3 1,176,620 8.9

２．無形固定資産 287,918 2.3 242,770 2.0 264,286 2.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 483,359 799,990 703,368

(2）長期差入保証金 547,045 675,877 675,291

(3）繰延税金資産 989,771 759,672 966,947

(4）再評価に係る繰
延税金資産

274,517 274,517 274,517

(5）その他 250,498 290,152 300,847

投資その他の資産
合計

2,545,191 20.3 2,800,209 23.4 2,920,971 22.2

固定資産合計 4,010,085 32.0 4,505,827 37.7 4,361,879 33.1

資産合計 12,545,515 100.0 11,953,395 100.0 13,156,281 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３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 863,431 659,826 759,589

２．短期借入金  90,400 78,400 78,400

３．未払法人税等 33,225 31,593 309,285

４．未払費用 1,161,009 903,487 1,255,258

５．その他 248,704 283,259 377,097

流動負債合計 2,396,771 19.1 1,956,566 16.4 2,779,630 21.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 117,000 50,600 83,800

２．退職給付引当金 2,212,019 1,669,560 2,157,194

３．役員退職慰労引当
金

91,040 － 91,040

４．長期未払金 － 17,260 －

固定負債合計 2,420,059 19.3 1,737,420 14.5 2,332,034 17.7

負債合計 4,816,831 38.4 3,693,986 30.9 5,111,664 38.9

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  1,881,867 15.0 1,881,867 15.8 1,881,867 14.3

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  1,749,459 1,749,459 1,749,459

資本剰余金合計  1,749,459 14.0 1,749,459 14.6 1,749,459 13.3

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  470,466 470,466 470,466

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金  616,000 616,000 616,000

繰越利益剰余金  3,684,333 4,163,674 3,970,987

利益剰余金合計  4,770,800 38.0 5,250,140 43.9 5,057,454 38.4

４　自己株式  △275,392 △2.2 △178,173 △1.5 △235,703 △1.8

株主資本合計  8,126,734 64.8 8,703,294 72.8 8,453,078 64.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 3,250 0.0 △42,585 △0.4 △7,160 △0.0

２　土地再評価差額金  △401,300 △3.2 △401,300 △3.3 △401,300 △3.1

評価・換算差額等合
計

 △398,050 △3.2 △443,886 △3.7 △408,460 △3.1

純資産合計  7,728,684 61.6 8,259,408 69.1 8,044,617 61.1

負債純資産合計  12,545,515 100.0 11,953,395 100.0 13,156,281 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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 9,830,363 100.0 8,968,578 100.0 20,002,130 100.0

Ⅱ　売上原価 7,506,200 76.4 7,141,852 79.6 15,396,953 77.0

売上総利益 2,324,162 23.6 1,826,726 20.4 4,605,176 23.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,591,196 16.1 1,310,480 14.6 3,236,860 16.2

営業利益 732,965 7.5 516,245 5.8 1,368,316 6.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 27,373 0.3 45,184 0.5 72,198 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 16,234 0.2 15,959 0.2 33,948 0.2

経常利益 744,104 7.6 545,470 6.1 1,406,566 7.0

Ⅵ　特別利益 ※３ 7,550 0.1 4,900 0.0 6,600 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 103,814 1.1 － － 111,745 0.5

税引前中間（当
期）純利益

647,839 6.6 550,370 6.1 1,301,421 6.5

法人税、住民税及
び事業税

7,000 12,500 303,000

法人税等調整額 278,420 285,420 2.9 226,719 239,219 2.6 244,649 547,649 2.7

中間（当期）純利
益

362,419 3.7 311,151 3.5 753,772 3.8
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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４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３月31日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 3,478,067 4,564,533 △297,630 7,898,230

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △76,275 △76,275  △76,275

役員賞与（注）      △78,400 △78,400  △78,400

中間純利益      362,419 362,419  362,419

自己株式の取得        △119 △119

自己株式の処分      △1,477 △1,477 22,357 20,880

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）
－ － － － － 206,266 206,266 22,238 228,504

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 3,684,333 4,770,800 △275,392 8,126,734

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
26,245 △401,300 △375,055 7,523,175

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △76,275

役員賞与（注）    △78,400

中間純利益    362,419

自己株式の取得    △119

自己株式の処分    20,880

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

△22,995 － △22,995 △22,995

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△22,995 － △22,995 205,509

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,250 △401,300 △398,050 7,728,684

　（注）平成18年６月24日の定時株主総会における利益処分によるものであります。
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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19年３月31日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 3,970,987 5,057,454 △235,703 8,453,078

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △111,552 △111,552  △111,552

中間純利益      311,151 311,151  311,151

自己株式の取得        △16,198 △16,198

自己株式の処分      △6,913 △6,913 73,729 66,816

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）
－ － － － － 192,686 192,686 57,530 250,216

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 4,163,674 5,250,140 △178,173 8,703,294

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
△7,160 △401,300 △408,460 8,044,617

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △111,552

中間純利益    311,151

自己株式の取得    △16,198

自己株式の処分    66,816

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

△35,425 － △35,425 △35,425

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△35,425 － △35,425 214,791

平成19年９月30日　残高

（千円）
△42,585 △401,300 △443,886 8,259,408
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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４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３月31日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 3,478,067 4,564,533 △297,630 7,898,230

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △76,275 △76,275  △76,275

剰余金の配当      △102,071 △102,071  △102,071

役員賞与（注）      △78,400 △78,400  △78,400

当期純利益      753,772 753,772  753,772

自己株式の取得        △119 △119

自己株式の処分      △4,104 △4,104 62,046 57,942

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

 

         

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 492,920 492,920 61,927 554,847

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,881,867 1,749,459 1,749,459 470,466 616,000 3,970,987 5,057,454 △235,703 8,453,078

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
26,245 △401,300 △375,055 7,523,175

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △76,275

剰余金の配当    △102,071

役員賞与（注）    △78,400

当期純利益    753,772

自己株式の取得    △119

自己株式の処分    57,942

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

 

△33,405 － △33,405 △33,405

事業年度中の変動額合計

（千円）
△33,405 － △33,405 521,441

平成19年３月31日　残高

（千円）
△7,160 △401,300 △408,460 8,044,617

　（注）平成18年６月24日の定時株主総会における利益処分によるものであります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

　　　　当中間会計期間における「中間キャッシュ・フロー計算書」については、中間連結財務諸表を作成しているため

　　　記載しておりません。

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ

ロー

税引前中間（当期）純利益 647,839 1,301,421

減価償却費 77,734 156,587

退職給付引当金の増減額（減

少：△）
△482,791 △537,616

役員退職慰労引当金の増減額

（減少：△）
△850 △850

貸倒引当金の増減額（減少：

△）
△950 1,240

受取利息及び受取配当金 △5,622 △15,346

支払利息 1,144 2,846

有価証券売却益 － △21,199

投資有価証券売却益 0 0

関係会社株式売却益 △6,600 △6,600

固定資産除却損 3,764 11,695

関係会社株式評価損 100,050 100,050

売上債権の増減額（増加：

△）
305,704 △430,992

たな卸資産の増減額（増加：

△）
△110,010 186,709

仕入債務の増減額（減少：

△）
102,587 △1,255

未払消費税等の増減額（減

少：△）
△61,151 8,142

未払費用の増減額（減少：

△）
△264,859 △170,611

役員賞与の支払額 △78,400 △78,400

その他 △21,771 △56,541

小計 205,818 449,279

利息及び配当金の受取額 5,689 15,366

利息の支払額 △1,785 △3,335

法人税等の支払額 △236,601 △257,801

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
△26,878 203,509
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ

ロー

投資有価証券の取得による支

出
△95,524 △571,930

投資有価証券の売却による収

入
105,220 364,458

関係会社株式の取得による支

出
－ △50,000

関係会社株式の売却による収

入
16,600 16,600

有形固定資産の取得による支

出
△38,796 △42,618

無形固定資産の取得による支

出
△44,217 △59,785

貸付けによる支出 △10,000 △10,000

貸付金の回収による収入 － 10,000

その他の投資活動による支出 △3,178 △137,894

その他の投資活動による収入 3,660 8,855

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
△66,237 △472,314

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー

短期借入れによる収入 60,000 120,000

短期借入金の返済による支出 △98,000 △170,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入れの返済による

支出
△16,600 △49,800

自己株式の取得による支出 △119 △119

自己株式の売却による収入 20,880 57,942

配当金の支払額 △76,668 △177,601

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
89,491 △19,579

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（減

少：△）
△3,623 △288,384

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,922,028 3,922,028

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
※ 3,918,404 3,633,643
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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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

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

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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

同左

(2）たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

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　　　　　８～47年

器具及び備品　３～15年

(1）有形固定資産

ⅰ　建物（建物附属設備を除

　　く）

　平成10年３月31日以前に取

　得したもの

　　旧定率法

ⅱ　建物以外

　平成19年３月31日以前に取

　得したもの

　　旧定率法

　平成19年４月１日以後に取

　得したもの

　　定率法 

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(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　　　　　８～47年

器具及び備品　３～15年 

建物 ８～47年

器具及び備品 ３～15年

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的分

見込販売数量に基づく償却額

と残存有効期間に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか

大きい額を計上しております。

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的分

同左

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的分

同左

自社利用分

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

自社利用分

同左

自社利用分

同左

（3）長期前払費用

期間均等償却

 （3）長期前払費用

同左 

（3）長期前払費用 

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）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職給

付債務の見込額に基づき、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。

　過去勤務差異については、各

発生事業年度における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）により、定額法に

よる按分額をそれぞれ発生事業

年度より費用処理をしておりま

す。

　数理計算上の差異については、

各発生事業年度における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）により、定額法

による按分額をそれぞれ発生事

業年度の翌事業年度から費用処

理をしております。

(2）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

職給付債務および年金資産の見

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。

　過去勤務債務については、各

発生事業年度における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）により、定額法に

よる按分額をそれぞれ発生事業

年度より費用処理をしておりま

す。 

　数理計算上の差異については、

各発生事業年度における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）により、定額法

による按分額をそれぞれ発生事

業年度の翌事業年度から費用処

理をしております。 

(2）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、各発生

事業年度における従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数

（５年）により、定額法による

按分額をそれぞれ発生事業年度

の翌事業年度から費用処理をし

ております。

　過去勤務債務については、各

発生事業年度における従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年

数（５年）により、定額法によ

る按分額をそれぞれ発生事業年

度より費用処理をしております。

(3）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。

　なお、平成17年６月22日開催

の定時株主総会の日をもって役

員退職慰労金制度は廃止となり、

「役員退職慰労引当金」は制度

適用期間中から在任している役

員に対する支給予定額でありま

す。

 (3）役員退職慰労引当金

────── 

(3）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。

　なお、平成17年６月22日開催

の定時株主総会の日をもって役

員退職慰労金制度は廃止となり、

「役員退職慰労引当金」は制度

適用期間中から在任している役

員に対する支給予定額でありま

す。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．中間キャッシュ・フロー計

算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３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。

 ────── 　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３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。

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

　消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債「その

他」に含めて表示しております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しております。
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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４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は7,728,684千円であります。

　なお、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、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

  ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

8,044,617千円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

 （退職給付引当金の会計処理に関する事項）

 退職給付会計制度における未認識数理計算上

の差異については、発生年度の翌期に一括して

処理する方法をとっておりましたが、当中間会

計期間より発生年度の翌期から５年で処理する

方法に変更しました。

　平成18年４月１日より、従来の勤続年数に基

づく退職一時金制度から、ポイント制の退職一

時金制度およびキャッシュバランスプランに基

づく年金制度を導入し、成果主義をベースとし

た退職給付金制度に移行することとなりまし

た。

　この制度変更に伴い、当社の退職給付会計制

度に係る会計環境は、従来採用していた退職給

付制度とは大幅に異なることとなり、年金制度

に50％程度移行することにより従来と比べて数

理計算上の差異の発生要因が増え、多額に数理

計算上の差異が発生することが予想されます。

したがって、現在発生している数理計算上の差

異を従来の方法により処理することは必ずしも

現時点の会計環境に適したものでないことから

会計方針を変更して未認識数理計算上の差異を

発生年度の翌期から平均残存勤務期間内の５年

で処理する方法に変更しました。

　この変更に伴い、数理計算上の差異201,353

千円を発生年度の翌年から５年で処理した結果

従来の方法に比較して、退職給付費用が80,541

千円減少し、営業利益、経常利益および税引前

中間純利益が75,631千円増加しております。

 ────── 　 （退職給付引当金の会計処理に関する事項）

　退職給付会計制度における未認識数理計算上

の差異については、発生事業年度の翌事業年度

に一括して費用処理する方法をとっておりまし

たが、当事業年度より発生事業年度の翌事業年

度から５年で費用処理する方法に変更しまし

た。

　平成18年４月１日より、従来の勤続年数に基

づく退職一時金制度から、ポイント制の退職一

時金制度およびキャッシュバランスプランに基

づく年金制度を導入し、成果主義をベースとし

た退職給付制度に移行することとなりました。

この制度変更に伴い、当社の退職給付会計制度

に係る会計環境は、従来採用していた退職給付

制度とは大幅に異なることとなり、年金制度に

50％程度移行することにより従来と比べて数理

計算上の差異の発生要因が増え、多額に数理計

算上の差異が発生することが予想されます。こ

れらの変更により数理計算上の差異を従来の方

法により処理することは必ずしも現時点の会計

環境に適したものでないことから会計方針を変

更して未認識数理計算上の差異を発生事業年度

の翌事業年度から平均残存勤務期間以内の５年

で処理する方法に変更しました。

　この変更に伴い、前事業年度において割引率

を2.5%から2.0%に変更したこと等による数理計

算上の差異201,353千円を発生事業年度の翌事

業年度から５年で処理した結果、従来の方法に

比べて退職給付費用が161,082千円減少し、営

業利益、経常利益、および税引前当期純利益が

158,944千円増加しております。 
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 ────── 　 （固定資産の減価償却の方法に関する事項）

　法人税法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律平成19年３月30日　法律第６号）

および（法人税法施行令の一部を改正する政

令　平成19年３月30日政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以後に取得した減価償却資

産については、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。

　なお、この変更による影響は軽微でありま

す。

（追加情報）

　当中間会計期間より、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法を適用しており

ます。

　この適用により、償却可能限度額まで償却

が終了した翌事業年度より、償却可能限度額

から備忘価額を差し引いた額を５年間にて均

等償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

　なお、この結果、従来の方法に比べ営業利

益、経常利益、税引前中間純利益が2,366千

円減少しております。

────── 　

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（貸借対照表関係） （貸借対照表関係）

────── 　　前中間会計期間において、区分掲記しておりまし

　た「役員退職慰労引当金」につきましては、監査第

　一委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及

　び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労

　引当金等に関する監査上の取扱い」が平成19年４月

　13日に公表されたことに伴い、当中間会計期間よ

　り、固定負債の「長期未払金」として表示しており

　ます。

　　なお、当中間会計期間の「長期未払金」に含まれ

　ている役員退職慰労引当金の金額は、17,260千円で

　あります。 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１有形固定資産の減価償却累計

　　額
1,438,697千円 1,370,611千円 1,329,483千円

※２中間会計期間末日の満期手形

　　の会計処理
 ――――――  手形交換日をもって決済処

理をしております。

　なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間会計期間

末日満期手形が中間会計期

間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 1,167千円

 ――――――

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息

受取配当金

有価証券売却益

不動産賃貸料

生命保険配当金

生命保険事務取扱手数料

3,466千円

2,155

－

5,768

4,487

3,633

1,745千円

6,719

3,525

6,638

19,837

3,378

4,852千円

10,494

21,199

11,208

4,487

7,146

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息

不動産賃貸費用

1,144千円

15,089

1,426千円

14,429

2,846千円

31,020

※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益

関係会社株式売却益

貸倒引当金戻入益

0千円

6,600 

950 

－千円

2,200 

2,700 

0千円

6,600 

－ 

※４．特別損失のうち主要なもの

　固定資産売却・除却損

　固定資産除却損

　建物

　器具及び備品

　関係会社株式評価損

3,748千円

16

100,050

－千円

－

－

3,748千円

7,946

100,050

５．減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

38,249千円

39,485

41,127千円

40,112

78,136千円

78,451
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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４月１日　至　平成18年９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）

発行済株式

普通株式 9,008,560 － － 9,008,560

合計 9,008,560 － － 9,008,560

自己株式

普通株式（注）１、２ 532,514 84 40,000 492,598

合計 532,514 84 40,000 492,598

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加84株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少40,000株は、ストックオプションの権利行使による減少であります。

 

 ２．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６月24日

定時株主総会
普通株式 76,275 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月24日

 （２）基準日が当中間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会計期間末後となるもの  

（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18年10月26日

取締役会
普通株式 102,071 利益剰余金 12.00 平成18年９月30日 平成18年11月30日
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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）

自己株式

 普通株式（注）１、２ 421,598 14,500 128,000 308,098

合計 421,598 14,500 128,000 308,098

 （注）１．増加株式数14,500株は平成19年３月29日開催の取締役会において決議された、会社法第165条第２項の規定

           による定款の定めに基づく自己株式の取得による増加であります。

 （注）２．減少株式数128,000株は、ストックオプションの権利行使による減少であります。

 

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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）

発行済株式

普通株式 9,008,560 － － 9,008,560

合計 9,008,560 － － 9,008,560

自己株式

普通株式（注）１、２ 532,514 84 111,000 421,598

合計 532,514 84 111,000 421,598

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加84株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少111,000株は、ストックオプションの権利行使による減少であります。

 

 ２．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６月24日

定時株主総会
普通株式 76,275 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月24日

平成18年10月26日

取締役会
普通株式 102,071 12.00 平成18年９月30日 平成18年11月30日

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの  

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（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６月23日

定時株主総会
普通株式 111,552 利益剰余金 13.00 平成19年３月31日 平成19年６月26日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と

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９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,314,485千円

有価証券勘定 603,919

現金及び現金同等物 3,918,404

現金及び預金勘定 3,110,441千円

有価証券勘定 523,202

現金及び現金同等物 3,633,643

（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

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）

器具及
び備品

279,021 92,129 186,892

その他 7,633 5,572 2,061

合計 286,655 97,701 188,953

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）

器具及
び備品

546,601 171,700 374,900

その他 7,002 5,437 1,564

合計 553,603 177,138 376,465

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）

器具及
び備品

503,595 134,819 368,775

その他 8,676 6,342 2,334

合計 512,271 141,162 371,109

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 49,082千円

１年超 144,230千円

合計 193,312千円

１年内 97,116千円

１年超 288,512千円

合計 385,628千円

１年内 91,502千円

１年超 288,072千円

合計 379,574千円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 27,214千円

減価償却費相当額 25,619千円

支払利息相当額 2,206千円

支払リース料 52,562千円

減価償却費相当額 49,652千円

支払利息相当額 3,263千円

支払リース料 69,412千円

減価償却費相当額 66,422千円

支払利息相当額 5,047千円

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
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 106,517 108,863 2,345

(2）その他 158,723 161,852 3,128

合計 265,240 270,715 5,474

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式 11,000

(2）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 553,528

中期国債ファンド 50,390

非上場株式 212,644

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

　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。

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 257,384 250,271 △7,113

(2）その他 245,398 240,453 △4,944

合計 502,782 490,724 △12,058

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（千円）

　(1）子会社株式及び関連会社株式 61,000

　(2）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 472,749

中期国債ファンド 50,452

非上場株式 212,644
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当社は、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。

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表にて記載しております。

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

　当社は、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。

（持分法損益等）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表にて記載しております。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 907.55円

１株当たり中間純利益

金額
42.66円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
41.67円

１株当たり純資産額 949.31円

１株当たり中間純利益

金額
36.05円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
35.62円

１株当たり純資産額 936.84円

１株当たり当期純利益

金額
88.42円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
86.60円

（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４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３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） 362,419 311,151 753,772

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）
362,419 311,151 753,772

期中平均株式数（千株） 8,496 8,630 8,524

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） 200 105 179

（うち新株予約権） (200) (105) (179)

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

──── ──── ────
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（重要な後発事象）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　該当事項はありません。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　子会社「ＴＤＩシステムサービス株式会社」設立について

　　当社は平成19年３月７日開催の取締役会において、情報処理システムの運用サービスなど、情報処理サービ

　ス分野に特化する組織を構築することにより、サービス内容の質の充実を図ると共に、新規サービスへの取組

　みを推進し、より一層のお客様へのサービス提供力を向上させることを目的として子会社設立を決議し、平成

　19年４月２日に設立いたしました。

　　子会社の概要は以下のとおりであります。

　　（１）商号　　　　　　ＴＤＩシステムサービス株式会社

　　（２）所在地　　　　　東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

　　（３）主な事業内容　　①情報システムの管理運営

　　　　　　　　　　　　　②情報処理に係るシステムインテグレーションに関する業務

　　　　　　　　　　　　　③コンピュータ、通信機器およびその周辺機器ならびにこれに係るソフトウェア

　　　　　　　　　　　　　　の設計、開発および製造

　　（４）資本金　　　　　50,000千円

　　（５）設立年月日　　　平成19年４月２日

　　（６）取得する株式数　1,000株

　　（７）当社との関係　　当社出資比率100％
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