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４. その他

（１）重要な会計方針の変更

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、16ページ 「 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 」をご覧ください

（２）発行済株式数（普通株式）

平成19年９月中間期 平成19年３月期

平成18年９月中間期

平成19年９月中間期 平成19年３月期

平成18年９月中間期

（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定となる株式数については、20ページ 「 １株当たり情報 」をご覧ください

※業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は
　これらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては添付資料３ページをご参照ください。

456,595株      

460,694株      

8,264,850株    

463,190株      

①期末発行済株式数
（自己株式を含む）

②期末自己株式数

8,264,850株    

8,264,850株    
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1．経 営 成 績 

 
（１）経営成績に関する分析 

 
①当期の経営成績 

当中間期における我が国経済は、原油価額高騰の影響やサブプライムローン問題による米国経済の減速

が懸念されるものの、企業収益の改善や設備投資の増加等により、景気は緩やかな回復基調が続いていま

す。 

情報サービス産業も、内部統制システムの構築の需要増加や、堅調な企業収益を背景とした、活発な情

報システム投資が続いていることから好調に推移しております。しかしながら、高度化するユーザーの要

求水準に対応できる技術者は慢性的に不足気味であり、情報サービス産業では技術者の確保・育成が大き

な課題となっております。 

このような状況のもと当社は、収益性の高いネットワークサービス部門およびソフトウェア開発部門

を中心とした事業拡大に向け、優秀な人材の確保、技術教育に注力してまいりました。また、一括アウ

トソーシング事業を推進し、受注案件の幅を広げ顧客ニーズに応えてまいりました。一方で、増えた新

入社員の技術教育を行うため、要員稼働率の低下もあり収益を圧迫する結果となりました。 

この結果、当期の売上高は 4,523 百万円（前期比 4.0％増）、経常利益は 449 百万円（前期比 3.7％

減）、当期純利益は 244 百万円（前期比 6.8％減）となりました。 

 
部門別の営業状況は、次のとおりであります。 

 
（ネットワークサービス） 

一括アウトソーシング事業を軸に事業の集中を図り、技術者確保と育成に努めた結果、売上高は2,541

百万円（前期比10.7％増）となりました。 

（システム開発） 

組込みソフトの開発業務を中心に業容が拡大した結果、売上高は1,255百万円（前期比2.3％増）となり

ました。 

（システム運用） 

汎用系の運用・オペレーション業務は、需要の減少とともに低価格の料金で推移したことから、ネッ

トワーク系技術への移行を進めており、売上高は 612 百万円（前期比 4.4％減）となりました。 

（ＯＡサービス） 

ＯＡサービスの常駐業務は、人材派遣会社との競業が多いことから、採算性と将来性を検討しながら当

事業の縮小を進めており、売上高は114百万円（前期比38.5％減）となりました。 

 

②通期の見通し 

情報サービス産業においては、今後もユーザー企業のシステム投資は増加すると期待されますが、受注

および技術者確保における競争も激しく、厳しい環境が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社は採用力強化による優秀な人材の確保、当社の中枢を担う技術者育成を最

重要課題として取り組むとともに、一括アウトソーシング事業を推進し、より付加価値の高い案件の獲得

を目指してまいります。 

また、情報セキュリティ、コンプライアンス強化に取り組み信頼性向上による企業価値を高め、より一

層の受注獲得に努めてまいります。 

以上により、平成２０年３月期は以下のとおり見込んでおります。 

売上高9,200百万円（前期比5.0％増）、営業利益1,030百万円（2.8％増）経常利益1,030百万円（1.5％

増）、当期純利益600百万円（2.9％増） 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

総資産は、前期末に比べ138百万円減少して、7,922百万円となりました。主な増加は、売掛金85百万円
の増加、有価証券の増加115百万円や保険積立金の増加69百万円であり、主な減少は、法人税等の支払に
よる現預金の減少355百万円や敷金保証金の減少74百万円です。 
負債は、前期末に比べ147百万円減少して、1,838百万円となりました。これは主に、未払法人税等の減

少122百万円によるものです。 
純資産は、前期末に比べ9百万円増加して、6,084百万円となりました。主な増加は、中間純利益244百

万円であり、主な減少は、剰余金の配当金計上156百万円です。 
以上の結果、自己資本比率は、前期末の75.4％から76.8％に増加しました。 

 
②キャッシュ・フローの状況 

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） 

営業活動の結果減少した資金は、32 百万円でありました。これは、税引前中間純利益が、430 百万円あ
りましたが売掛金の増加 85 百万円、保険積立金の増加 69 百万円、法人税等の支払い 287 百万円があった
ことによるものです。 

 
（投資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・フローにつきましては、投資有価証券の取得 686 百万円、敷金保証金解約
による収入 77 百万円により 597 百万円の支出となりました。 

 
（財務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・フローにつきましては、主に配当金の支払による支出155百万円等により
158百万円の支出となりました。 

 
（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 
平成19年９月 

中間期 

自己資本比率（％） 71.9 68.7 75.0 75.4 76.8 

時価ベースの自己資本比率(％) 107.8 111.4 147.4 119.1 109.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.7 0.3 21.7 0.8 ― 

インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） 27.1 221.3 3.4 86.3 ― 

 
※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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．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）により計算しております。 

２．有利子負債は、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。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．平成19年９月中間期におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため

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･レシオは記載しておりません。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の強

化と長期的な収益の向上を維持するとともに、１株当たり配当金が継続的に増額するよう努めることを基

本方針としております。 

この方針のもと、当中間期の配当金は、期初の予定通り前年中間期に比べ、1 円増配の１株当り 19 円

とさせていただきます。年間では、前期と同額の１株当り 38 円と予定しております。 

また、当社は株主優待制度を設けており、3 月末現在の 1 単元以上の株主さまに対して 5,000 円相当の

「郵便局ふるさと小包」ギフト券を贈呈する制度を実施しております。 
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（４）事業等のリスク 

 
本中間決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響

を及ぼす可能性があると考えられる事項には、以下のようなものがあります。なお、文中、将来に関する

事項は、本中間決算短信の公表日現在において当社が判断したものであります。 

 
① 当社の事業にかかわるリスクについて 

当社が属する情報サービス産業は、基本的にはユーザーである個々の企業等の情報化投資に係る予算統

制の影響を受けますが、企業および政府の情報化投資の増加やアウトソーシング需要が高まって市場規模

が毎年拡大しております。その一方で、業界内部では大手コンピューターメーカーなどが設計・開発から

保守・運用までの一括した業務支援で参入するなどこれまで以上に競争が激化しており、従来型の技術

サービスでは価格の低下に拍車がかかり、当社の業績に影響を与える可能性が考えられます。 
 

② システム運用部門について 

当社のシステム運用部門は、平成 19 年９月期の実績で 13.5％を占めていますが、大規模なシステム運

用管理業務が多く、システム運用ミスによるシステムダウンが起きれば、損害賠償金を請求される可能性

があります。当社では、このリスクに備えて情報サービス賠償責任保険に加入しております。 

 
③ システム開発部門について 

当業界の開発需要は、一括請負契約による受託案件が多く、受注時の見積以上の作業工数増大などによ

り赤字が計上される場合があります。当社のシステム開発部門は、平成 19 年９月期の実績で 27.8％を占

めていますが、比較的小型案件が多く、赤字プロジェクトの発生リスクは少ないと考えております。当社

では、開発に係わる瑕疵保証に備えて情報サービス賠償責任保険に加入しております。 

 
④ 特定の取引先への依存度について 

当社のお取引先は、官公庁、電機、自動車、金融、保険など特定の産業分野にかたよらない上場企業を

中心とした優良企業であります。従って、主要お取引先への売上割合は最高でも 10％未満であり、特定

の取引先への依存度による事業リスクは少ないと考えております。 
 

⑤情報漏洩について 

当社は、システム運用部門およびシステム開発部門において顧客の個人情報を扱う場合があります。当

社では、個人情報保護マネジメントシステムを確立して個人情報の取扱いを厳格に管理しており、個人情

報の管理体制が十分に整っている企業に与えられるプライバシーマークを取得しております。しかしなが

ら万が一、個人情報の外部への漏洩が生じた場合、損害賠償を請求される可能性があります。当社ではこ

のリスクに備えて個人情報漏洩保険に加入しておりますが、当社の信用の失墜を招くことにより、経営成

績等に影響を与える可能性があります。 

 
２．企業集団の状況 

 
最近の有価証券報告書（平成19年６月25日提出）における【事業の内容】（事業系統図）から重要な変

更がないため開示を省略します。 

 
３．経営方針 

 
（１）会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来の哲学である「誠」を社是に掲げ、「３６５日２４時間体制」と「正社員のみによる

万全のセキュリティ体制」でサービスを提供することを経営の基本理念としてまいりました。そして、経

営の基本方針として次の三つを掲げ、不況・競争・変化に強く常に利益をあげる会社づくりに全力を注ぎ、

経営目標である「エクセレントカンパニー」の実現を目指しております。 

 
顧客満足･･･IT技術を通じての顧客利益の向上 

社員満足･･･会社を通じての豊かな暮らしと自己実現 

株主満足･･･企業価値の向上と利益還元 
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（２）目標とする経営指標 
 

当社は、企業価値の向上と株主資本の効率的運用により投資効率の高い経営を図るため、以下の指標を重要な

ものとして、目標設定をしております。 

①売上高経常利益率  13％以上 

②自己資本利益率（ROE） 15％以上 

③配当性向 40％以上 

これらを達成するために、高付加価値の実現と生産性の向上を基本方針として、成長性の高いソフトサービス分

野へシフトさせる事業構造改革に積極的に取り組んでおります。 
 

（３）中長期的な会社の経営戦略 
 

経営目標である「エクセレントカンパニー」を実現するために、「主体性と自己責任の確立」、「優秀

な人材の育成」、「市場変化を見通したお客様対応」、「情報セキュリティ強化」、「株主利益還元」の

５つを重点経営方針として、事業の成長と収益力を高め、企業価値の拡大に取り組んでおります。 

 
①社員の主体性と自己責任の確立 

テーマに「行動革新」を掲げ、常に主体的な業務改善とスキルアップに努め、顧客に付加価値の高い

サービスを提供する。 

 
②優秀な人材の確保・育成 

当社にとって重要な資源である優秀な人材の確保・育成に向け 

イ．採用力の強化を図る。 

ロ．技術力とともにマネジメント能力、折衝力を備えた「コアリーダー」を育成する。 

ハ．ITスキル標準（ITSS）の導入によるキャリア開発支援を通し、高度技術者を育成する。 

 
③市場変化を見通したお客様対応 

市場動向や顧客ニーズを見通して、ネットワーク構築事業やアウトソーシング事業の拡大を図る。また、

拡大の見込まれる組込ソフト開発分野に取り組む。 

 
④情報セキュリティ強化 

当社の事業モデルにおいては、ミス・事故を起こさないことが顧客サービスの基本となる。情報セキュ

リティ体制を強化し、またコンプライアンスの遵守に向け、定期的な強化月間の実施や勉強会を通じて、

社員のモラル教育を徹底して行う。 

 
⑤株主利益還元 

競争力の強い企業体質、事業拡大、業務の効率化や業務改善によるコスト削減などにより、常に「利益

のあがる会社」を実現し、株主への利益還元を果たす。 

 
（４）会社の対処すべき課題 
 

事業拡大と高収益化の実現には、優秀な人材の確保・育成と技術力の向上が重要な課題となります。優

秀な人材の確保に向け、従来からの採用活動を根本的に見直して、効果の上がる、効率的な採用活動を積

極的に行ってまいります。また、ITスキル標準（ITSS）を基に高度技術者の育成に取り組むとともに、技

術力に加えて管理力、折衝力を兼ね備えたコアリーダーの育成を行い、当社の中枢人材の強化を図ります。
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４． 中 間 財 務 諸 表 等
（１）中間貸借対照表

構成比 構成比 構成比
(%) (%) (%)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,712,478           2,444,235           2,799,287           

２．売掛金 1,149,983           1,261,576           1,175,637           

３．有価証券 635,387             202,577             636,222             

４．繰延税金資産 290,467             301,492             311,925             

５．その他 94,088               71,067               62,112               

流動資産合計 4,882,405           63.2        4,280,948           54.0        4,985,184           61.8        

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

　(1)建物 ※1 101,398             120,454             125,085             

　(2)工具器具備品 ※1 49,882               45,347               52,092               

　(3)土地 46,312               46,312               46,312               

有形固定資産合計 197,593             2.5          212,113             2.7          223,490             2.8          

２．無形固定資産 17,773               0.2          19,840               0.3          16,493               0.2          

３．投資その他の資産

　(1)投資有価証券 957,393             1,599,863           1,050,719           

　(2)長期性預金 1,000,000           1,000,000           1,000,000           

　(3)敷金保証金 216,533             240,565             315,436             

　(4)保険積立金 379,556             448,917             379,554             

　(5)その他 79,538               120,047             89,632               

投資その他資産合計 2,633,022           34.1        3,409,393           43.0        2,835,342           35.2        

固定資産合計 2,848,390           36.8        3,641,347           46.0        3,075,326           38.2        

資産合計 7,730,796           100.0      7,922,296           100.0      8,060,511           100.0      

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表
（平成18年9月30日） （平成19年9月30日） （平成19年3月31日）

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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構成比 構成比 構成比
(%) (%) (%)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金 480,000             480,000             480,000             

２．賞与引当金 605,000             630,000             620,000             

３．未払費用 334,173             349,370             331,023             

４．未払法人税等 183,537             171,257             293,381             

５．未払消費税等 ※2 60,924               68,844               60,242               

６．その他 66,686               73,226               108,948             

流動負債合計 1,730,321           22.4        1,772,698           22.4        1,893,595           23.5        

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 39,007               ―                     33,296               

２．役員退職慰労引当金 53,137               65,325               59,060               

固定負債合計 92,144               1.2          65,325               0.8          92,356               1.1          

負債合計 1,822,466           23.6        1,838,023           23.2        1,985,952           24.6        

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 733,360             9.5          733,360             9.3          733,360             9.1          

２．資本剰余金

（1）資本準備金 623,845             623,845             623,845             

（2）その他資本剰余金 380                   460                   380                   

資本剰余金合計 624,225             8.1          624,305             7.9          624,225             7.7          

３．利益剰余金

（1）利益準備金 144,000             144,000             144,000             

（2）その他利益剰余金 4,687,235           4,944,946           4,856,606           

　　別途積立金 4,090,000           4,090,000           4,090,000           

　　繰越利益剰余金 597,235             854,946             766,606             

　利益剰余金合計 4,831,235           62.5        5,088,946           64.2        5,000,606           62.0        

４．自己株式 △337,845          △4.4      △346,041          △4.4      △342,988          △4.3      

株主資本合計 5,850,975           75.7        6,100,570           77.0        6,015,203           74.6        

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券
    評価差額金

148,463             1.9          63,468               0.8          139,122             1.7          

２．土地再評価差額金 △91,108            △1.2      △79,767            △1.0      △79,767            △1.0      

　評価・換算差額等合計 57,355               0.7          △16,298            △0.2      59,355               0.7          

　純資産合計 5,908,330           76.4        6,084,272           76.8        6,074,558           75.4        

　負債・純資産合計 7,730,796           100.0      7,922,296           100.0      8,060,511           100.0      

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表
（平成18年9月30日） （平成19年9月30日） （平成19年3月31日）

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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（2）中間損益計算書

百分比 百分比 百分比
(%) (%) (%)

Ⅰ　売上高 4,349,425           100.0      4,523,491           100.0      8,759,278           100.0      

Ⅱ　売上原価 3,213,517           73.9        3,380,564           74.7        6,414,434           73.2        

売上総利益 1,135,907           26.1        1,142,926           25.3        2,344,844           26.8        

Ⅲ　販売費及び一般管理費 673,174             15.5        705,127             15.6        1,342,801           15.3        

営業利益 462,733             10.6        437,798             9.7          1,002,043           11.4        

Ⅳ　営業外収益 ※1 6,896                 0.2          15,422               0.3          20,477               0.2          

Ⅴ　営業外費用 ※2 3,359                 0.1          4,105                 0.1          7,018                 0.1          

経常利益 466,269             10.7        449,115             9.9          1,015,502           11.6        

Ⅵ　特別利益 ※3 7,685                 0.2          21,373               0.5          7,685                 0.1          

Ⅶ　特別損失 ※4 14,090               0.3          40,271               0.9          15,603               0.2          

 税引前中間(当期)純利益 459,864             10.6        430,217             9.5          1,007,583           11.5        

 法人税、住民税
 及び事業税

178,360             4.1          167,144             3.7          425,495             4.9          

 法人税等調整額 19,272               0.4          18,649               0.4          △1,404             ―           

 中間（当期）純利益 262,231             6.0          244,423             5.4          583,491             6.7          

前中間会計期間 当中間会計期間
前事業年度の

要約損益計算書
自　平成18年4月 1日 自　平成19年4月 1日 自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日 至　平成19年9月30日 至　平成19年3月31日

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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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

利益剰余金

その他利益剰余金

平成18年3月31日残高　（千円）

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成18年9月30日残高 （千円）　

評価・換算差額等

平成18年9月30日残高　（千円）

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成18年9月30日残高 （千円）　

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

資本剰余金

733,360      

―             

164,541               

―             

△16,078             

148,463               

その他有価証券
評価差額金

△16,078             △16,078             

△16,078             

5,908,330             

―                      

△140,555            

57,355                

純資産合計

5,835,233             

△16,078             

73,097                

△32,000             

262,231               

△539                 

37                      

その他資本
剰余金

その他資本
剰余金合計

623,845      

資本金

733,360      

資本
準備金

623,845      

362           

17             

株主資本
合計

17             

380           

624,207      

別途積立金
繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

自己株式

17             

624,225      

利益準備金

17             

144,000      

144,000      

3,790,000   

300,000      

△32,000    

262,231      

―             △210,324  

597,235      

4,741,559   

―             

△140,555  

807,559      

△300,000  

△140,555  

△539        

△32,000    

262,231      

△337,327  

20             

△518        

△337,845  

5,761,799   

△140,555  

△32,000    

262,231      

△539        

37             

89,175       

5,850,975   

土地再評価
差額金

89,676       

4,831,235   

300,000      

4,090,000   

△91,108             

評価・換算差額等
合計

73,433                

―                      

△91,108             
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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

利益剰余金

その他利益剰余金

平成19年3月31日残高　（千円）

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成19年9月30日残高　（千円）

評価・換算差額等

平成19年3月31日残高　（千円）

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成19年9月30日残高　（千円）

（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

資本剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

733,360      623,845      380           624,225      144,000      4,090,000   766,606      

資本金

5,000,606   △342,988  6,015,203   

                                                                                                                                                

                                                                                                △156,083  △156,083                  △156,083  

                                                                                                244,423      244,423                      244,423      

                                                                                                                                △3,203      △3,203      

                                79             79                                                                             150           230           

                                                                                                                                                ―             

―             ―             79             79             ―             ―             88,340       88,340       △3,052      85,367       

733,360      623,845      460           624,305      144,000      4,090,000   854,946      5,088,946   △346,041  6,100,570   

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

139,122               △79,767             59,355                

△156,083            

6,074,558             

                                                                           

                         △3,203               

                         244,423                                                                 

                                                  

                         230                    

△75,653                                      △75,653             △75,653             

                                                  

△75,653             ―                      △75,653             9,714                  

63,468                △79,767             △16,298             6,084,272             
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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

利益剰余金

その他利益剰余金

平成18年3月31日残高　（千円）

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）

剰余金の配当

役員賞与（注）

別途積立金の積立（注）

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成19年3月31日残高 （千円）　

評価・換算差額等

平成18年3月31日残高　（千円）

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）

剰余金の配当

役員賞与（注）

別途積立金の積立（注）

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成19年3月31日残高 （千円）　

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

362           

その他資本
剰余金

その他有価証券
評価差額金

164,541               

資本金

733,360      

資本剰余金

純資産合計評価・換算差額等
合計

資本
準備金

623,845      

5,835,233             △91,108             73,433                

△140,555            

△140,548            

―                      

583,491               

△5,681               

38                      

△25,419             △25,419             11,341                △14,078             

△25,419             239,325               11,341                △14,078             

139,122               6,074,558             △79,767             59,355                

△32,000             

―             

733,360      

土地再評価
差額金

―             

623,845      

17             

380           

17             17             

17             

624,225      

△337,327  

利益準備金
別途積立金

利益剰余金
合計

自己株式
その他資本
剰余金合計

144,000      807,559      624,207      3,790,000   

繰越利益
剰余金

―             

144,000      

300,000      

300,000      

4,090,000   

△140,555  

△140,548  

△32,000    

△300,000  

583,491      

△11,341    

△40,953    

766,606      

4,741,559   

△140,555  

△140,548  

△32,000    

―             

583,491      

△11,341    

259,046      

5,000,606   

△5,681      

20             

6,015,203   

△5,660      

△342,988  

5,761,799   

△140,555  

△140,548  

△32,000    

―             

583,491      

株主資本
合計

38             

△11,341    

253,403      

△5,681      
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（４）　キャッシュ・フロー計算書

（自平成18年４月１日
　至平成18年９月30日）

（自平成19年４月１日
　至平成19年９月30日）

（自平成18年４月１日
　至平成19年３月31日）

注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

増減
（千円）

増減（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 459,864           430,217           1,007,583         

減価償却費 9,675             12,604            21,343            

長期前払費用償却 3,757             4,772             7,868             

賞与引当金増減額 △15,000          10,000            ―                

有形固定資産除却損 3,438             8,052             3,620             

役員退職慰労引当金増減額 △2,373           6,265             3,550             

受取利息及び配当金 △4,653           △13,809          △12,116          

支払利息 3,359             4,105             7,018             

投資有価証券売却益 △7,107           △20,650          △7,107           

ゴルフ会員権清算損 △578             ―                ―                

社有社宅減損処理 1,392             ―                ―                

売掛金増減額 △33,835          △85,938          △59,489          

保険積立金増減額 81,201            △69,362          81,202            

その他資産増減額 △50,105          △29,686          △27,108          

未払費用増減額 4,743             18,346            1,594             

未払消費税増減額 △1,865           8,602             △1,316           

その他負債増減額 △7,078           △37,354          9,469             

役員賞与支払額 △32,000          ―                △32,000          

その他 5,693             △252             11,485            

小計 418,530           245,910           △172,619 1,015,599         

利息及び配当金の受取額 4,652             13,808            12,112            

利息の支払額 △3,278           △4,398           △6,938           

法人税等の支払額 △277,817         △287,892         △421,725         

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,086           △32,571          △174,658 599,046           

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出 △21,017          △6,842           △32,127          

投資有価証券取得による支出 △517,484         △686,759         △629,331         

投資有価証券売却による収入 18,284            30,040            18,400            

投資有価証券償還による収入 ―                ―                2,690             

敷金保証金に対する支出 △47,134          △5,546           △178,232         

敷金保証金解約による収入 8,326             77,315            34,869            

その他 △1,129           △5,785           △730             

投資活動によるキャッシュ・フロー △560,154         △597,578         △37,423  △784,464         

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額 △500             △2,973           △5,643           

配当金の支払額 △139,914         △155,574         △279,780         

財務活動によるキャッシュ・フロー △140,415         △158,547         △18,131  △285,423         

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △558,484         △788,697         △230,213 △470,840         

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 3,906,350         3,435,509         △470,840 3,906,350         
Ⅵ

3,347,866         2,646,812         △701,054 3,435,509         
現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書第45期 第46期 対前年

同期比

区　　　　　分
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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 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 項目 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日 

1. 資産の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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）を採

用しております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

2. 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及び

残存価額については、法

人税法に規定する方法と

同一の基準によっており

ます。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

（５年）に基づいており

ます。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

定額法によっておりま

す。なお、償却期間につ

いては、法人税法に規定

する方法と同一の基準に

よっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、回収不能見込額を

計上することにしており

ます。なお、貸倒懸念債

権等については当中間期

末において該当事項はあ

りません。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、回収不能見込額を

計上することにしており

ます。なお、貸倒懸念債

権等については当期末に

おいて該当事項はありま

せん。 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 項目 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日 

  (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見

込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

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る額を

計上しております。 

なお、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数（７

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生事

業年度から費用処理するこ

とにしております。 

年金資産が退職給付債務を

上回る部分については、前

払年金費用として固定資産

の投資その他の資産「その

他」に含めて表示しており

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。 

なお、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（７年）による定額

法により按分した額をそ

れぞれ発生事業年度から

費用処理することにして

おります。 

年金資産が退職給付債務

を上回る部分について

は、前払年金費用として

固定資産に計上しており

ます。 

  (4) 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。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 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。 

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 

5. 中間キャッシュ・

フロー計算 

（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。 

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 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

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 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30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 5,908,330千円であります。 

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）

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 6,074,558千円であります。 

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。 

 
― 

 
― 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の改正） 

当事業年度より、改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準第１号 最終改

正平成18年8月11日）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第２号 最終改正平成18年8月11日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成してお

ります。 

 （会計方針の変更） 

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日以降に

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。 

 
（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、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

償却の方法の運用により取得価格の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価格の５％相当額と備

忘価格との差額を５年間に亘り均等

償却し、減価償却に含めて計上して

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 当中間会計期間末 前事業年度末 
項目 

（平成18年9月30日現在） （平成19年9月30日現在） （平成19年3月31日現在）

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
197,590千円 190,054千円 205,649千円

※２．消費税の取扱い 仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、未

払消費税等として表示して

おります。 

同左 ― 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 項目 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日 

※１．営業外収益の主要項目 受取利息 2,687 千円 受取利息 5,029 千円 受取利息 4,197 千円

 受取配当金 1,965 千円 受取配当金 8,780 千円 受取配当金 5,164 千円

      

※２．営業外費用の主要項目 支払利息 3,359 千円 支払利息 4,105 千円 支払利息 7,018 千円

      

※３．特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 

 7,107 千円 20,650 千円 7,107 千円

   

※４．特別損失の主要項目 事務所移転関連費用 事務所移転関連費用 事務所移転関連費用 

 6,710 千円 39,400 千円 10,591 千円

  

５．減価償却実施額 有形固定資産  7,731千円 有形固定資産 10,166千円 有形固定資産 17,387千円

 無形固定資産  1,943千円 無形固定資産   2,437千円 無形固定資産   3,955千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成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 

前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末  

株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 8,264,850 ― ― 8,264,850 

合 計 8,264,850 ― ― 8,264,850 

自己株式  

普通株式（注） 460,694 2,698 202 463,190 

合 計 460,694 2,698 202 463,190 

(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加 2,698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 202株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株式に関する事項 

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６月22日 

定時株主総会 
普通株式 156,083 

20.00 

普通 18.00 
記念  2.00 

平成19年３月31日 平成19年６月25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中間期末後となるもの 

（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26日 

取締役会 
普通株式 148,231 利益剰余金 19.00 平成19年９月30日 平成19年11月27日

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30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９月30日現在） （平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 2,712,478千円 現金及び預金勘定 2,444,235千円 現金及び預金勘定 2,799,287千円

有価証券勘定 635,387千円 有価証券勘定 202,577千円 有価証券勘定 636,222千円

現金及び現金同等

物中間期末残高 
3,347,866千円 

現金及び現金同等

物中間期末残高 
2,646,812千円

現金及び現金同等

物期末残高 
3,435,509千円
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（リース取引関係） 

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 

リース物件の当中間期末残高はありませんので、該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成18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) 中間貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

(1)株式 205,561 456,893 251,322 

(2)その他    

利付国債 500,000 500,300 300 

合計 705,561 957,193 251,632 

 

2. 時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

ＭＭＦ 635,387 

 

当中間会計期間末(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) 中間貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

(1)株式 221,915 342,323 120,407 

(2)その他    

利付国債 997,260 997,500 240 

投資信託 272,913 259,840 △13,073 

合計 1,492,089 1,599,663 107,574 

 

2. 時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

ＭＭＦ 202,577 

 

前事業年度末(平成19年3月31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) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

(1)株式 205,561 444,479 238,917 

(2)その他    

利付国債 500,000 499,750 △250 

投資信託 109,157 106,290 △2,867 

合計 814,719 1,050,519 235,800 

 

2. 時価のない有価証券の主な内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

ＭＭＦ 636,222 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間 

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 

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。 

 

前事業年度 

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） 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

当社は関連当事者との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。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 項目 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日 

1株当たり純資産額 756円68銭 779円87銭 778円37銭 

1株当たり中間（当期）

純利益 
33円58銭 31円32銭 74円73銭 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 

潜在株式が存在しないため該

当事項はありません。 

同左 同左 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日

 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日

中間（当期）純利益（千円） 262,231  244,423  583,491  

普通株式に帰属しない金額（千円） ―  ―  ―  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 262,231  244,423  583,491  

期中平均株式数（千株） 7,808  7,802  7,807  

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 
(1) 生産実績 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 部門別 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日 

ネットワークサービス(千円) 2,295,894 2,541,106 4,665,461 

システム開発(千円) 1,226,527 1,255,319 2,450,894 

システム運用(千円) 640,319 612,304 1,272,528 

ＯＡサービス(千円) 186,684 114,760 370,393 

合計 4,349,425 4,523,491 8,759,278 

 
(2) 受注状況 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 部門別 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日 

ネットワークサービス(千円) 2,295,894 2,541,106 4,665,461 

システム開発(千円) 1,226,527 1,255,319 2,450,894 

システム運用(千円) 640,319 612,304 1,272,528 

ＯＡサービス(千円) 186,684 114,760 370,393 

受 

注 

高 

合計 4,349,425 4,523,491 8,759,278 

 
(3) 販売実績 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自 平成18年4月 1日 自 平成19年4月 1日 自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 至 平成19年9月30日 至 平成19年3月31日 部門別 

金額(千円) 
構成比

(%) 
金額(千円) 

構成比 

(%) 
金額(千円) 

構成比

(%) 

ネットワークサービス 2,295,894 52.8 2,541,106 56.2 4,665,461 53.3

システム開発 1,226,527 28.2 1,255,319 27.8 2,450,894 28.0

システム運用 640,319 14.7 612,304 13.5 1,272,528 14.5

ＯＡサービス 186,684 4.3 114,760 2.5 370,393 4.2

合計 4,349,425 100.0 4,523,491 100.0 8,759,278 100.0

 


