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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）

(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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 8,501 27.6 635 400.9 645 417.5

18年９月中間期 6,663 6.3 127 126.8 125 190.7

19年３月期 15,501 － 972 － 965 －

中間（当期）純利益
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

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年９月中間期 299 － 34 30 33 80

18年９月中間期 23 － 2 61 2 55

19年３月期 615 － 70 95 69 37

(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 10,712 6,563 57.3 702 78

18年９月中間期 9,440 5,718 57.2 621 00

19年３月期 10,882 6,358 54.9 686 06

（参考）　自己資本 19年９月中間期 6,143百万円 18年９月中間期 5,403百万円 19年３月期 5,977百万円

(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 366 △80 △57 4,996

18年９月中間期 236 △58 △159 4,221

19年３月期 771 70 △277 4,766

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

 円　　 銭 円　　 銭 円　　 銭 円　　 銭 円　　 銭

19年３月期 － － － 12   00 12   00
20年３月期 － 6   00 － －

12   00
20年３月期（予想） － － － 6   00

  (注)　19年３月期期末配当金の内訳　記念配当２円50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 17,600 13.5 1,300 33.8 1,300 34.7 650 5.6 72 83

（注）　１株当たり当期純利益につきましては、平成19年９月中間期期末発行済株式数（自己株式を含む）に基づき算出
しております。
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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

(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、16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」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９月中間期 8,925,000株 18年９月中間期 8,900,000株 19年３月期 8,900,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 184,524株 18年９月中間期 199,196株 19年３月期 187,524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、35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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 4,832 45.1 455 － 493 559.9

18年９月中間期 3,329 14.4 40 － 75 －

19年３月期 8,101 － 502 － 551 －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 268 489.4 30 67

18年９月中間期 45 － 5 24

19年３月期 466 － 53 76

(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 8,240 5,801 70.4 663 69

18年９月中間期 7,388 5,265 71.3 605 13

19年３月期 8,503 5,667 66.6 650 48

（参考）　自己資本 19年９月中間期 5,801百万円 18年９月中間期 5,265百万円 19年３月期 5,667百万円

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 9,700 19.7 750 49.4 800 45.2 430 △7.8 48 18

（注）　１株当たり当期純利益につきましては、平成19年９月中間期期末発行済株式数（自己株式を含む）に基づき算出
しております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)　

 １． 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予

想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ「経営成績に関する分

析」をご覧ください。

 ２． 通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を増額修正い

たしました。なお、当該業績予想の修正に関する事項は、本日(平成19年10月29日)公表の「平成20年３月期　通

期業績予想の修正について」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　わが国経済は企業規模、業種によって景況感に差異はあるものの、大企業を中心とした企業業績に支えられて、

全体としては引き続き緩やかな拡大傾向にあります。また、米国経済減速、原材料価格の高騰などの懸念材料は存

在しますが、先行きについても緩やかな拡大を続けるとみられます。企業の設備投資は、大企業においては全産業

ベースで増加基調にありますが、特に製造業を中心に増加基調にあり、国内需要は、高水準の企業収益や雇用者所

得の緩やかな増加を背景に引き続き増加していく可能性が高いと考えられます。

　このような中、当社グループにおいては、マーケットのニーズを的確に捉え、マーケットの需要に対応可能な社

内体制を構築するために経営資源を積極的に配分してまいりました。特に会社法や日本版ＳＯＸ法の施行に備える

「企業の内部統制システム」に関するコンサルティング・ニーズ、更には、金融業界における基幹システム増強ニー

ズ等に対して、人的資源を拡充し、必要に応じて社内設備の拡充を実施してまいりました。また、同時に当社グルー

プでは、顧客ニーズに正面から向き合い、品質面や価格面での厳しい要請に応え、「顧客の利益増加に貢献する」

をモットーに顧客満足度の極大化に努めてまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間は売上高8,501百万円（前中間連結会計期間比27.6％増）、営業利益635百万円（前

中間連結会計期間比400.9%増）、経常利益645百万円（前中間連結会計期間比417.5％増）、当期純利益299百万円

（前中間連結会計期間比 ― ）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。

 

[コンサルティング事業]

　コンサルティング事業の当中間連結会計期間は売上高3,345百万円(前中間連結会計期間比54.4％増）、営業利益

　640百万円（前中間連結会計期間比188.0％増）となりました。

　業務管理に関するコンサルティング分野におきましては、内部統制コンサルティングサービスが引き続き好調で

あり、当該サービスは前連結会計年度の下期実績を上回る成果を上げました。この成果は、内部統制コンサルティ

ングの需要に対応するために人員及び設備の増加等の体制整備を適時に行えたことが要因となっております。内部

統制コンサルティングに関しましては、当社の専門性が評価されることで高付加価値のサービスが提供できており、

当該サービスによる売上の増加が売上総利益率の向上の源泉となっております。また、決算早期化、連結決算支援、

戦略管理、人事制度改革等のコンサルティングにおきましては、内部統制コンサルティングサービスに経営資源を

積極的に移行させたために低調となりましたが、セミナーを積極的に展開することで、原価管理等の新たなコンサ

ルティング案件の創出が進行しております。

　経営管理に関するコンサルティング分野におきましては、業務管理に関するコンサルティング分野同様、内部統

制コンサルティングサービスに経営資源を移行させたために、低調な実績となりました。

　ＳＩ開発部門におきましては、市場環境としては、企業が内部統制対応に注力している中でシステム開発自体の

優先順位が下がり、需要が先延ばしされ抑えられている状況であります。そのような環境下において昨年来案件が

小型化しておりますが、売上高は前年を上回る実績を確保しており、徐々に大型案件も復調の兆しが見え始めてお

ります。また、前連結会計年度同様、プロジェクト管理の徹底により赤字プロジェクトを回避し、収益確保に貢献

いたしております。

　ＥＲＰコンサルティング及びネットワークセキュリティコンサルティングに関しましては、前年並みの実績であ

りましたが、前者に関しましては既に人員を増強しており、今後の事業拡大を積極的に推進する予定であります。

 

[システム開発事業]

　システム開発事業の当中間連結会計期間は売上高4,183百万円（前中間連結会計期間比15.5％増）、営業利益140

百万円（前中間連結会計期間比866.5％増）となりました。

　システム開発分野におきましては、株券電子化を中心とした証券業界におけるシステム開発需要が引き続き旺盛

である中、大手証券会社等の主要顧客との連携強化と新規顧客開拓により大型案件の受注を獲得し売上高を伸ばす

ことができました。同様に、銀行、生保等の金融機関の基幹系システムの設備投資需要も活発でありますが、調達

難となっている開発要員の確保を予定どおり行えたため、前年を上回る実績を達成しております。また、会計シス

テム及び統合システムの開発におきましては、開発需要の掘り起こしと、それに対応する要員の確保を適時に行え

たため、全般的に前年を上回る実績を確保いたしました。

　パッケージソリューション開発分野におきましては、ＡＣＴ.ＮｅｔＰｒｏ（.Ｎｅｔ対応のオープン系会計パッ

ケージ）等についてセミナー等を活用した営業展開を図りましたが、当初の販売計画に満たない実績となりました。

ＡＣＴ.ＮｅｔＰｒｏに関しましては、会計ソリューションとして力強く推進してゆくために専属の営業部門を新設

し、販売強化に努めてまいります。ＰＬＭ(Product Lifecycle Management)支援ソリューションはターゲットとし

ている市場の成長が遅れているため、大きな躍進はできませんでしたが、微増ながらも前年実績を上回りました。

当該分野は継続的な市場の拡大が見込まれておりますので、ターゲット市場において戦略的優位を築くべく今後の
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営業展開を実行してまいります。

 

[アウトソーシング事業]

　アウトソーシング事業の当中間連結会計期間は売上高1,118百万円（前中間連結会計期間比21.6％増）、営業利益

89百万円（前中間連結会計期間比464.0％増）となりました。

　人事・給与・労務業務アウトソーシング分野におきましては、大型案件の受注が遅延している状況下ではありま

すが、売上は前年同月比で170.3％であり、順調に拡大を続けております。大型案件の受注に伴う受入れ態勢の整備

等の初期投資の影響を受けて利益率が若干低下しております。

　人材派遣業務分野におきましては、派遣要員の調達が困難であるという課題はありますが、従来の市場において

見通しどおりの実績となりました。病院医療事務受託分野におきましては、派遣人員の増加により、売上高は堅調

に増加しております。

　中堅中小企業向け経理・財務及び人事・給与アウトソーシング分野におきましては、外部環境が良好であり、売

上は順調に伸びております。新規の受注は特にＳＰＣ（特別目的会社）関連の記帳代行・給与計算において顕著で

あります。業容拡大に応じて中途採用を継続実施し、引き続き人員の増加を図ってまいります。

 

通期の見通しに関しましては、以下のとおり考えております。

　今後のわが国経済は、米国経済減速、原材料価格の高騰などの懸念材料は存在しますが、先行きについては緩や

かな拡大を続けるとみられ、企業の設備投資に関しましても、大企業を中心に増加基調にあると判断しております。

そのような中で当社グループは、中期経営計画が掲げる「成長と拡大」をテーマに、更なる「量の拡大」に取組ん

でまいります。

　コンサルティング事業分野におきましては、前年下期より継続している内部統制コンサルティングの需要が高く

推移すると見込まれますので、上期同様売上高及び売上総利益の確保に大きく貢献すると見込まれます。また、シ

ステム開発分野におきましては、金融業界を中心としたシステム開発需要等が継続するものと見込まれますので、

引き続き増収が予想されます。アウトソーシング分野におきましては、経理・財務及び人事・給与のアウトソーシ

ングの成長が見込まれます。当社グループ全体としては、上記の主要な外部環境に支えられつつ、全体として売上

高は前年を上回り拡大基調にありますので、業績見通しを達成するべく引き続き生産体制を整えてまいります。

　当連結会計年度の通期業績見通しは、売上高17,600百万円（前連結会計年度比13.5％増）、営業利益1,300百万円

（前連結会計年度比33.8%増）、経常利益1,300百万円（前連結会計年度比34.7%増）、当期純利益650百万円（前連

結会計年度比5.6％増）を見込んでおります。

 

　目標とする経営指標の達成状況につきましては、ＢＢＳグループ中期経営計画に基づき、営業利益率6.5％、株主

資本利益率8.0％を安定的に実現できる企業体質を確立することを目標としております。通期の業績予想を修正して

おりますが、当該予想に基づきますと、当連結会計年度における営業利益率は7.4％であり、株主資本利益率は

10.0％でありますので、目標を達成できると判断しております。21年３月期以降も安定して営業利益率、株主資本

利益率が達成可能となるように努力してまいります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産負債及び純資産の状況

（資産）

　当中間連結会計期間末の総資産は10,712百万円となり、前連結会計年度末に比べ169百万円の減少となりました。

　流動資産は、8,865百万円と前連結会計年度末比141百万円減少しました。この減少は、現金及び預金の増加231百

万円とプロジェクトの進行によるたな卸資産の増加128百万円、前連結会計年度末に計上された売掛金が回収された

ことによる売掛金の減少503百万円によるものであります。

　固定資産は、1,847百万円と前連結会計年度末比29百万円減少となりました。有形固定資産は、180百万円と前連

結会計年度末比44百万円増加しました。この増加は、主として建物等の増加35百万円によるものであります。無形

固定資産は、37百万円と前連結会計年度末比3百万円減少しました。投資その他の資産は、1,630百万円と前連結会

計年度末比70百万円減少しました。この減少は、主として時価評価に伴う投資有価証券の減少97百万円によるもの

であります。

（負債）

　当中間連結会計期間末の負債合計は4,149百万円となり、前連結会計年度末に比べ375百万円の減少となりました。

　流動負債は、2,670百万円と前連結会計年度末比400百万円減少しました。この減少は、主として買掛金の減少317

百万円、未払法人税等の減少335百万円によりますが、一方でその他の項目が262百万円増加しております。

　固定負債は、1,479百万円と前連結会計年度末比25百万円増加しました。この増加は、退職給付引当金の増加34百

万円によるものであります。
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（資本）

　当中間連結会計期間末の純資産合計は6,563百万円となり、前連結会計年度末に比べ205百万円増加しました。こ

の増加は、利益剰余金195百万円の増加によるものであります。

 

②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末比230百万円

増加の4,996百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、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）

　税金等調整前中間純利益600百万円に加え、賞与引当金の減少39百万円、売掛債権の減少503百万円、仕入債務の

減少286百万円、たな卸資産の増加128百万円、退職給付引当金の増加34百万円、法人税等の支払558百万円等により、

366百万円の資金収入となりました。

（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60百万円等により、80百万円の資金支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

短期借入金の純増額30百万円、配当金の支払105百万円等により57百万円の資金支出となりました。

 

（参考）キャッシュ・フロー指標の推移

平成15年９月
中間期

平成16年９月
中間期

平成17年９月
中間期

平成18年９月
中間期

平成19年９月
中間期

自己資本比率（％） 56.0 60.3 57.3 57.2 57.2

時価ベースの自己資本比

率(％）
25.0 36.0 54.1 57.6 57.5

債務償還年数(年) ― ― 0.6 0.5 0.5

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
― ― 142.0 85.2 223.4

（注）１．各指標の算出は、以下の算式によります。

自己資本比率 ＝ 株主資本／総資産

時価ベースの自己資本 ＝ 株式時価総額(自己株式を除く)／総資産

債務償還年数 ＝ 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ＝ 営業キャッシュ・フロー／利払い

２．平成15年９月中間期から平成16年９月中間期までの債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

は、営業キャッシュフローがマイナスであるため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の配当

　当社は創業以来一貫して、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考えております。利益配分につき

ましては、株主の皆様への安定的な利益配当を基本に、当期業績に基づく株主の皆様への利益還元と財務体質強化

のための内部留保を総合的に勘案して実施する方針であります。

　この方針をもとに、平成19年３月期決算短信(平成19年4月26日開示)で開示いたしましたとおり、当期は中間配当

６円(平成19年10月23日開催の取締役会で中間配当６円を実施する旨決議しております。同日開示の「中間配当に関

するおしらせ」をご参照願います。)、期末配当６円を予定しております。今期も更なる業績の向上に邁進し、株主

の皆様への利益還元に努力してまいります。
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２．企業集団の状況
 当社グループは、当社、連結子会社８社及びその他の関係会社１社で構成され、コンサルティング及びシステム開発並

びにアウトソーシングサービスの事業をしております。

 

コンサルティング

　当社が経営及び業務のコンサルティング・ＩＴコンサルティングサービスを提供し、㈱ギャブコンサルティングが経

営及び業務コンサルティングサービス、グローバルセキュリティエキスパート㈱がセキュリティー関連のコンサルティ

ング及びソリュ－ションサービスを提供しております。

 

システム開発

　当社が民間企業及び官庁・自治体向けのシステム開発、会計システムパッケージソリューション開発等を行い、㈱ファ

イナンシャルブレインシステムズが証券会社向けシステム開発、㈱アドファインが銀行向けシステム開発、㈱ＰＬＭジャ

パンがＰＬＭシステム構築支援ソリューションサービスを提供しております。

 

アウトソーシング

　当社が大会社向け人事・給与計算等のアウトソーシングサービスを提供し、㈱アドックが人材派遣、データエントリー

サービス、㈱ミックスが医療福祉機関の運営支援サービス、㈱ＥＯＳが経理及び人事のアウトソーシングサービスを提

供しております。

 

 

　事業の系統図は以下のとおりであります。

 お客様 

連結子会社 

㈱ギャブコンサルティング 

グローバルセキュリティ 

エキスパート㈱ 

その他の関係会社 
 

日立ソフトウェア 

エンジニアリング㈱ 

連結子会社 
 

 
㈱ファイナンシャル 
ブレインシステムズ 

㈱アドファイン 

㈱ＰＬＭジャパン 

㈱ビジネスブレイン太田昭和（当社） 

コンサルティング システム開発 アウトソーシング 

連結子会社 

㈱アドック 
㈱ミックス 
㈱ＥＯＳ 

コンサルティング 

 

コンサルティング 
システム開発 

アウトソーシング 
システム開発 アウトソーシング 

コンサルティング・ 
システム開発 

 （注） １．矢印は事業の流れを示しております。

２．その他の非連結子会社１社は、重要性が乏しいため上図に記載しておりません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年４月25日開示)により開示を行った内容から重要な変更が無いため開示を省略い

たします。当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ)

http://www.bbs.co.jp/

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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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９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(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
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   4,250,794   5,176,749    4,945,762  

２　売掛金   2,221,305   2,825,905    3,328,689  

３　有価証券   56,435   68,862    70,093  

４　たな卸資産   432,646   331,829    203,901  

５　繰延税金資産   281,608   322,791    352,373  

６　その他   103,698   138,879    104,856  

    貸倒引当金   △161   －    △156  

流動資産合計   7,346,325 77.8  8,865,015 82.8 1,518,690  9,005,518 82.8

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１  108,070 1.1  180,123 1.7 72,053  135,961 1.2

２　無形固定資産   105,134 1.1  36,783 0.3 △68,351  39,480 0.4

３　投資その他の資産            

(1) 投資有価証券  657,668   364,818    461,400   

(2) 繰延税金資産  707,020   701,974    689,081   

(3) その他  521,404   570,451    556,864   

    貸倒引当金  △6,015 1,880,077 19.9 △6,825 1,630,418 15.2 △249,659 △6,475 1,700,870 15.6

固定資産合計   2,093,281 22.2  1,847,324 17.2 △245,957  1,876,311 17.2

資産合計   9,439,606 100.0  10,712,339 100.0 1,272,733  10,881,829 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(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
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金   657,720   674,722    991,943  

２　短期借入金   166,000   155,000    125,000  

３　一年以内返済予定の
長期借入金

  66,100   4,000    4,000  

４　未払法人税等   91,449   236,003    571,342  

５　賞与引当金   548,973   607,898    646,470  

６　役員賞与引当金   －   17,890    52,801  

７　その他   614,847   974,474    677,991  

流動負債合計   2,145,089 22.7  2,669,987 24.9 524,898  3,069,547 28.2

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金   10,000   6,000    8,000  

２　退職給付引当金   1,398,892   1,308,514    1,274,849  

３　役員退職慰労引当金   121,514   134,158    126,001  

４　その他固定負債   45,617   30,411    45,616  

固定負債合計   1,576,023 16.7  1,479,083 13.8 △96,940  1,454,466 13.4

負債合計   3,721,112 39.4  4,149,070 38.7 427,958  4,524,013 41.6

            

 （純資産の部)            

Ⅰ　株主資本            

 　１　資本金   2,205,750 23.4  2,210,500 20.6 4,750  2,205,750 20.3

 　２　資本剰余金   2,651,262 28.1  2,646,437 24.7 △4,825  2,642,047 24.3

 　３　利益剰余金   580,063 6.1  1,367,534 12.8 787,471  1,172,807 10.8

　 ４　自己株式   △89,974 △1.0  △92,266 △0.9 △2,292  △93,766 △0.9

株主資本合計   5,347,101 56.6  6,132,204 57.2 785,103  5,926,837 54.5

            

 Ⅱ　評価・換算差額等            

　１　その他有価証券評
　　　価差額金

  56,116 0.6  10,432 0.1 △45,684  50,458 0.5

 　　評価・換算差額等合
計

  56,116 0.6  10,432 0.1 △45,684  50,458 0.5

            
 Ⅲ　少数株主持分   315,277 3.3  420,633 3.9 105,356  380,521 3.5

純資産合計   5,718,494 60.6  6,563,269 61.3 844,775  6,357,816 58.4

負債純資産合計   9,439,606 100.0  10,712,339 100.0 1,272,733  10,881,829 100.0
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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４月１日
至　平成18年９月30日)

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)

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(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
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   6,663,413 100.0  8,501,491 100.0 1,838,078  15,500,668 100.0

Ⅱ　売上原価   5,392,735 80.9  6,521,221 76.7 1,128,486  12,155,206 78.4

売上総利益   1,270,678 19.1  1,980,270 23.3 709,592  3,345,462 21.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,143,854 17.2  1,344,958 15.8 201,104  2,373,662 15.3

営業利益   126,824 1.9  635,312 7.5 508,488  971,800 6.3

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  364   4,976    2,434   

２　受取配当金  4,623   2,149    10,506   

３　負ののれんの償却額  －   325    －   

４　雇用助成金受入  2,586   －    3,400   

５　債権放棄受贈益  －   5,670    －   

６　その他  5,952 13,525 0.2 3,249 16,369 0.2 2,844 13,253 29,593 0.2

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  2,772   1,640    4,642   

２　有価証券売却損  8,466   －    －   

３　支払手数料  522   825    2,214   

４　固定資産除却損  －   3,365    3,649   

５　その他  3,940 15,700 0.2 793 6,623 0.1 △9,077 25,439 35,944 0.2

経常利益   124,649 1.9  645,058 7.6 520,409  965,449 6.2

Ⅵ　特別利益            

１　貸倒引当金戻入  6,817   156    6,487   

２　その他  423 7,240 0.1 963 1,119 0.0 △6,121 394,145 400,632 2.6

Ⅶ　特別損失            

１　関係会社株式売却損  7,504   －    7,504   

２　投資有価証券解散損  －   30,000    －   

３　移転補償金  －   7,497    －   

４　ソフトウェア構築補
償等損失

 －   6,000    －   

５　その他 ※２ － 7,504 0.1 3,109 46,606 0.5 39,102 115,672 123,176 0.8

税金等調整前中間
(当期)純利益

  124,385 1.9  599,571 7.1 475,186  1,242,905 8.0

法人税、住民税及び
事業税

 82,888   225,205    591,999   

過年度法人税、住民
税及び事業税

 3,101   －    5,383   

法人税等調整額  13,124 99,113 1.5 44,512 269,717 3.2 170,604 △35,767 561,615 3.6

少数株主利益   2,678 0.0  30,577 0.4 27,899  65,951 0.4

中間(当期)純利益   22,594 0.3  299,277 3.5 276,683  615,339 4.0
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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

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,205,750 2,655,970 644,193 △104,574 5,401,339

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注） － － △64,890 － △64,890

役員賞与　（注） － － △21,834 － △21,834

中間純利益 － － 22,594 － 22,594

自己株式の取得 － － － △23,216 △23,216

自己株式の処分 － △4,708 － 37,816 33,108

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）
－ △4,708 △64,130 14,600 △54,238

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,205,750 2,651,262 580,063 △89,974 5,347,101

評価・換算差額等

少数株主持分 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３月31日　残高

（千円）
117,023 117,023 333,969 5,852,331

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注） － － － △64,890

役員賞与　（注） － － － △21,834

中間純利益 － － － 22,594

自己株式の取得 － － － △23,216

自己株式の処分 － － － 33,108

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）
△60,907 △60,907 △18,692 △79,599

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△60,907 △60,907 △18,692 △133,837

平成18年９月30日　残高

（千円）
56,116 56,116 315,277 5,718,494

 (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。
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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）

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）
2,205,750 2,642,047 1,172,807 △93,766 5,926,837

中間連結会計期間中の変動額

  新株の発行 4,750 4,750 － － 9,500

剰余金の配当 － － △104,550 － △104,550

中間純利益 － － 299,277 － 299,277

自己株式の処分 － △360 － 1,500 1,140

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）
4,750 4,390 194,727 1,500 205,367

平成19年９月30日　残高

（千円）
2,210,500 2,646,437 1,367,534 △92,266 6,132,204

評価・換算差額等

少数株主持分 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19年３月31日　残高

（千円）
50,458 50,458 380,521 6,357,816

中間連結会計期間中の変動額

  新株の発行 － － － 9,500

剰余金の配当 － － － △104,550

中間純利益 － － － 299,277

自己株式の処分 － － － 1,140

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）
△40,026 △40,026 40,112 86

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△40,026 △40,026 40,112 205,453

平成19年９月30日　残高

（千円）
10,432 10,432 420,633 6,563,269
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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

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,205,750 2,655,970 644,193 △104,574 5,401,339

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注） － － △64,890 － △64,890

役員賞与　（注） － － △21,834 － △21,834

当期純利益 － － 615,339 － 615,339

自己株式の取得 － － － △67,816 △67,816

自己株式の処分 － △13,924 － 78,624 64,700

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ △13,924 528,615 10,808 525,499

平成19年３月31日　残高

（千円）
2,205,750 2,642,047 1,172,807 △93,766 5,926,837

評価・換算差額等

少数株主持分 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３月31日　残高

（千円）
117,023 117,023 333,969 5,852,331

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注） － － － △64,890

役員賞与　（注） － － － △21,834

当期純利益 － － － 615,339

自己株式の取得 － － － △67,816

自己株式の処分 － － － 64,700

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△66,565 △66,565 46,552 △20,013

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△66,565 △66,565 46,552 505,486

平成19年３月31日　残高

（千円）
50,458 50,458 380,521 6,357,816

 (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。
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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４月１日

至　平成18年９月30日)

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)

 

対前中間期比

 

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)

増減

（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  124,385 599,571  1,242,905

 　減価償却費  35,151 20,107  40,858

 　賞与引当金の増減額(△は減少額)  3,250 △38,572  100,747

 　役員賞与引当金の増減額(△は減少

　 額)
 － △34,911  52,801

 　退職給付引当金の増減額(△は減少

   額)
 64,715 33,665  △59,328

    役員退職慰労引当金の増減額  5,665 8,157  10,152

 　受取利息及び受取配当金  △4,987 △7,125  △12,940

 　債権放棄受贈益  － △5,670  －

 　支払利息  2,772 1,640  4,642

 　有価証券売却損  8,466 －  －

   関係会社株式売却損  7,504 －  7,504

 　投資有価証券解散損  － 30,000  －

    有形固定資産除却損  3,221 3,398  4,972

 　移転補償金  － 7,497  －

　 ソフトウェア構築補償等損失  － 6,000  －

　　売上債権の増減額(△は増加額)  382,731 502,784  △724,653

　たな卸資産の増減額(△は増加額)  △181,402 △127,928  47,343

　 仕入債務の増減額(△は減少額)  △100,130 △285,721  234,093

 　未払金の増減額  64,206 37,599  131,713

　未払消費税等の増減額(△は減少額)  △137 △32,069  47,628

　その他の増減額(△は減少額）  17,021 213,621  △130,748

　役員賞与の支払額  △24,100 －  △24,100

小計  408,331 932,043 523,712 973,589

　利息及び配当金の受取額  4,987 7,125  12,940

　利息の支払額  △4,403 △977  △5,466

　移転補償金の支払額  － △7,497  －

　ソフトウェア構築補償等損失の支払額  － △6,000  －

　法人税等の支払額  △172,797 △558,318  △209,940

営業活動によるキャッシュ・フロー  236,118 366,376 130,258 771,123
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

 

対前中間期比

 

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)

増減

（千円） 
金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

　有価証券の取得による支出  △371,490 －  △572,333

　有価証券の売却による収入  326,974 －  574,854

　投資有価証券の取得による支出  △176 －  △25,324

　関係会社株式の追加取得による支出  △900 －  △2,888

　関係会社株式の売却による収入  7,019 －  8,019

　有形固定資産の取得による支出  △14,081 △60,364  △46,843

　無形固定資産の取得による支出  △240 △2,571  △17,011

　その他の増減額(△は減少額）  △4,621 △16,624  151,790

投資活動によるキャッシュ・フロー  △57,515 △79,559 △22,044 70,264

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(△は純減少

　額)
 30,000 30,000  △11,000

　長期借入金の返済による支出  △115,980 △2,000  △180,080

　株式の発行による収入  － 9,500  －

　少数株主に対する株式の発行によ

　る収入 
 － 24,010  －

　ストックオプションの権利行使等に

よる収入
 33,108 1,140  64,700

　自己株式の取得による支出  △23,216 －  △67,816

　配当金の支払額  △64,890 △104,550  △64,890

　少数株主への配当金の支払額  △18,235 △15,160  △18,235

財務活動によるキャッシュ・フロー　  △159,213 △57,060 102,153 △277,321

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  19,390 229,757 210,367 564,066

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,201,789 4,765,855 564,066 4,201,789

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)

　　残高
※ 4,221,179 4,995,612 774,433 4,765,855
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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４月１日
至　平成18年９月30日)

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)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１. 連結の範囲に関

する事項

(1) 連結子会社　８社

会社名

㈱アドック

 ㈱ミックス

グローバルセキュリティ

エキスパート㈱

㈱ギャブコンサルティン

グ

㈱ファイナンシャルブレ

インシステムズ

 ㈱ＥＯＳ

 ㈱アドファイン

 ㈱ＰＬＭジャパン

(1) 連結子会社　８社

会社名

㈱アドック

 ㈱ミックス

グローバルセキュリティ

エキスパート㈱

㈱ギャブコンサルティン

グ

㈱ファイナンシャルブレ

インシステムズ

 ㈱ＥＯＳ

 ㈱アドファイン

 ㈱ＰＬＭジャパン

(1) 連結子会社　８社

会社名

㈱アドック

 ㈱ミックス

グローバルセキュリティ

エキスパート㈱

㈱ギャブコンサルティン

グ

㈱ファイナンシャルブレ

インシステムズ

 ㈱ＥＯＳ

 ㈱アドファイン

 ㈱ＰＬＭジャパン

 

 

(2) 非連結子会社　１社

会社名

㈱ＢＢＳ

(注)１．㈱ビービーエスは、平

成18年６月30日付けで、

社名を㈱ＢＢＳに変更い

たしました。

２．前連結会計年度まで非

連結子会社でありました

BBS(USA)LLCの持株会社

であるBBS USA Holding 

Ltd.につきましては、平

成18年８月に全株式を売

却いたしました。

２．前連結会計年度まで非

連結子会社でありました

BBS(USA)LLCの持株会社

であるBBS USA Holding 

Ltd.につきましては、平

成18年８月に全株式を売

却いたしました。

(2) 非連結子会社　１社

会社名

㈱ＢＢＳ

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　

(2) 非連結子会社　１社

会社名

　㈱ＢＢＳ

(注)１．㈱ビービーエスは、平

成18年６月30日付けで、

社名を㈱ＢＢＳに変更い

たしました。

２．前連結会計年度まで非

連結子会社でありました

BBS(USA)LLCの持株会社

であるBBS USA Holding 

Ltd.につきましては、平

成18年８月に全株式を売

却いたしました。

 

 

（連結の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

めであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の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で

あります。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

２. 持分法の適用に

関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数　

－社

(1) 持分法適用の関連会社数　

－社

(1) 持分法適用の関連会社数　

－社

 

 

(2) 持分法を適用していない非

連結子会社　１社

会社名

㈱ＢＢＳ

(注)１．㈱ビービーエスは、平

成18年６月30日付けで、

社名を㈱ＢＢＳに変更い

たしました。

２．前連結会計年度まで非

連結子会社でありました

BBS(USA)LLCの持株会社

であるBBS USA Holding 

Ltd.につきましては、平

成18年８月に全株式を売

却いたしました。

(2) 持分法を適用していない非

連結子会社　１社

会社名

㈱ＢＢＳ

(2) 持分法を適用していない非

連結子会社　１社

会社名

㈱ＢＢＳ

(注)１．㈱ビービーエスは、平

成18年６月30日付けで、

社名を㈱ＢＢＳに変更い

たしました。

２．前連結会計年度まで非

連結子会社でありました

BBS(USA)LLCの持株会社

であるBBS USA Holding 

Ltd.につきましては、平

成18年８月に全株式を売

却いたしました。

 

 

（持分法を適用していない理

由）

　非連結子会社は、中間連結

純損益及び連結利益剰余金等

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。

（持分法を適用していない理

由）

同左

（持分法を適用していない理

由）

　非連結子会社は、連結純損

益及び連結利益剰余金等に及

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

　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。

同左 　連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。

４. 会計処理基準に

関する事項

(イ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券

　売買目的有価証券

　　時価法(売却原価は移

動平均法により算定)

①　有価証券

　　売買目的有価証券

同左

　①　有価証券

　　売買目的有価証券

同左

 

 

 

　　その他有価証券

　時価のあるもの

　中間連結会計期間

末日の市場価格等に

基づく時価法（評価

差額は全部純資産直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定）

　　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

  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）

 

 

　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
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 

 

②　デリバティブ

　　　時価法

②　デリバティブ

――――――

②　デリバティブ

――――――

 

 

 

③　たな卸資産

　　商品

　移動平均法による原

価法

③　たな卸資産

　　商品

同左

③　たな卸資産

　　商品

同左

 

 

　　仕掛品

　個別法による原価法

　　仕掛品

同左

　　仕掛品

同左

 

 

　　貯蔵品

　最終仕入原価法

　　貯蔵品

同左

　　貯蔵品

同左

 

 

(ロ) 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

　　　ただし、平成10年４

月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)

については定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

建物　　　 ３～22年

器具備品　 ３～15年

(ロ) 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

(ロ) 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

（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、

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日以降に

取得した有形固定資産つ

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。

　これにより営業利益、

経常利益及び税金等調整

前中間純利益は、それぞ

れ416千円減少しておりま

す。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

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)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

  （追加情報）

  当社及び国内連結子会

社は、法人税法改正に伴

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

の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて

計上しております。

　これにより営業利益、

経常利益及び税金等調整

前中間純利益がそれぞれ

313千円減少しております。

 

 

 

②　無形固定資産

　ソフトウェア(販売目

的)

　見込有効期間（３年

以内）における見込販

売数量に基づく償却額

と販売可能な残存有効

期間に基づく均等配分

額を比較し、いずれか

大きい金額を計上して

おります。

②　無形固定資産

　ソフトウェア(販売目

的)

同左

②　無形固定資産

　ソフトウェア(販売目

的)

同左

 　ソフトウェア(自社利

用目的)

　社内における利用可

能期間(５年以内)に基

づく定額法によって償

却しております。

　ソフトウェア(自社利

用目的)

同左

　ソフトウェア(自社利

用目的)

同左

 　その他

  定額法を採用してお

ります。

　その他

同左

　その他

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(ハ) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸

倒れに備えるため、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

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。

(ハ) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ) 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

　従業員に支給する賞

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。

　②　賞与引当金

同左

　②　賞与引当金

同左

 

 

  ③　役員賞与引当金

 　 ――――――

 

  ③　役員賞与引当金

　当社及び連結子会社

は役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度

における支給見込額の

当中間連結会計期間負

担額を計上しておりま

す。

  ③　役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度

における支給見込額に

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、それぞ

れ52,500千円減少してお

ります。

　なお、セグメント情報

に与える影響は、当該箇

所に記載しております。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

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)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 

 

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。

　数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生

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(10年)によ

る定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費

用処理しております。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。

　数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生

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(10年)によ

る定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費

用処理しております。

　過去勤務債務は、発

生時に一括処理してお

ります。

 

 

⑤　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰

労金の支給に備えて、

当社及び連結子会社の

一部は役員退職慰労金

規程に基づく、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

　役員に対する退職慰

労金の支給に備えて、

当社及び連結子会社の

一部は役員退職慰労金

規程に基づく、期末要

支給額を計上しており

ます。 

 (ニ) 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。

(ニ) 重要なリース取引の処理

方法

同左

(ニ) 重要なリース取引の処理

方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 (ホ) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップにおい

て、要件を充足してお

りますので、特例処理

を適用しております。

(ホ) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

     ――――――

(ホ) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップにおい

て、要件を充足してお

りますので、特例処理

を適用しております。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段…金利ス

ワップ

ヘッジ対象…借入金利

息

②　ヘッジ手段とヘッジ対

象

   ――――――

②　ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段…金利ス

ワップ

ヘッジ対象…借入金利

息

 ③　ヘッジ方針

　借入金利息の変動リ

スクを軽減するため、

金利スワップを行って

おります。

③　ヘッジ方針

　　 ――――――

③　ヘッジ方針

　借入金利息の変動リ

スクを軽減するため、

金利スワップを行って

おります。

 ④　ヘッジ有効性評価の方

法

　　当金利スワップは特

例処理を適用している

ため、有効性の評価を

省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方

法

　　 ――――――

④　ヘッジ有効性評価の方

法

　　当金利スワップは特

例処理を適用している

ため、有効性の評価を

省略しております。

(ヘ) その他中間連結財務諸表

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。

(ヘ) その他中間連結財務諸表

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

同左

(ヘ) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

　　  消費税等の会計処理

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

　中間連結キャッシュ・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

資であります。

同左 　連結キャッシュ・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で

あります。
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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４月１日
至　平成18年９月30日)

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)

前連結会計年度
(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。

  これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は5,403,217千円であります。

  なお、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、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、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。

 ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  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。

  これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は5,977,295千円であります。

  なお、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、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「敷

金・保証金」（当中間連結会計期間末の残高は360,806千

円）は、当中間連結会計期間末において金額的重要性が乏

しくなったため、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。

 ――――――

 ―――――― （中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「雇

用助成金受入」（当中間連結会計期間は148千円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

外収益の「その他」に含めて表示しております。

２．前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「固定資産除却損」は、当中間

連結会計期間において、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間における「固定資産除却損」

の金額は3,221千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「役員賞与の支払

額」は、前中間連結会計期間は「その他の増減額」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分

掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他の増減額」に含ま

れている「役員賞与の支払額」は700千円であります。

 ――――――
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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９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

247,137千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

250,470千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

249,086千円

  ２　　　 ────── 　２　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座

貸越限度額契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

　２　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座

貸越限度額契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

 当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

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)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３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。

役員報酬 163,537千円

給与・手当・

賞与
316,568千円

賞与引当金

繰入額
101,451千円

退職給付費用 12,176千円

不動産賃借料 63,679千円

役員報酬 183,778千円

給与・手当・

賞与
365,494千円

賞与引当金

繰入額
121,309千円

役員賞与引当金

繰入額

17,750千円

退職給付費用 13,127千円

役員報酬 357,745千円

給与・手当・

賞与
625,385千円

賞与引当金

繰入額
208,302千円

役員賞与引当金

繰入額

52,500千円

退職給付費用 23,654千円

 ――――――

　

 ――――――

　

※２　減損損失

　当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産について、

減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

長野県上
水内郡信
濃町

遊休
資産

土地
18,903
千円

　

　

 

 

　

　

 

 

  当社グループは、キャッシュ・

フローを生み出す最小単位として、

事業区分及び遊休資産にグルーピ

ングしております。

　当連結会計年度において、事業

の用に供していない遊休資産のう

ち、時価が著しく下落した資産の

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

(18,903千円)として特別損失に計

上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額

は正味売却価額(固定資産税評価

額)により測定しております。
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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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 8,900 － － 8,900

合計 8,900  － － 8,900

 自己株式     

 　　普通株式　（注）１，２ 248 38 87 199

合計 248 38 87 199

　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加38千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加35千

株、単元未満株式の買取りによる増加３千株によるものであります。

　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少87千株は、ストックオプションの権利行使による減少86千株、単元未満

株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。

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23日

定時株主総会
普通株式 64,890 7.5  平成18年３月31日  平成18年６月23日

　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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１  8,900 25 － 8,925

合計 8,900 25 － 8,925

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 188  － 3 185

合計 188  － 3 185

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加25千株は、ストックオプションの権利行使に伴う新株の発行によるもので

あります。

　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
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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４月24日

取締役会
普通株式  104,550 12  平成19年３月31日  平成19年６月21日

　（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が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23日

取締役会
普通株式 52,443 利益剰余金 6  平成19年９月30日  平成19年11月29日

　前連結会計年度（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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 8,900 － － 8,900

合計 8,900 － － 8,900

 自己株式     

 　　普通株式　（注）１，２ 248 109 170 188

合計 248 109 170 188

　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加109千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加105

千株、単元未満株式の買取りによる増加４千株によるものであります。

　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少170千株は、ストックオプションの権利行使による減少169千株、単元未

満株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。

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23日

定時株主総会
普通株式 64,890 7.5  平成18年３月31日  平成18年６月26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４月24日

取締役会
普通株式 104,550 利益剰余金 12  平成19年３月31日  平成19年６月21日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

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)

前連結会計年度
(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９月30日現在)

 千円

※　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)

 千円

※　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19年３月31日現在)

 千円

現金及び預金勘定 4,250,794

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△50,000

有価証券勘定 56,435

現金同等物に含まれ

ない有価証券勘定
△36,050

現金及び現金同等物 4,221,179

現金及び預金勘定 5,176,749

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△250,000

有価証券勘定  68,862

現金及び現金同等物 4,995,612

現金及び預金勘定 4,945,762

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△250,000

有価証券勘定  70,093

現金及び現金同等物 4,765,855
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

 器具備品

取得価額相当額 157,729千円

減価償却累計額

相当額
72,464千円

中間期末残高

相当額
85,266千円

 器具備品

取得価額相当額 149,838千円

減価償却累計額

相当額
83,160千円

中間期末残高

相当額
66,679千円

 器具備品

取得価額相当額  154,468千円

減価償却累計額

相当額
78,106千円

期末残高相当額 76,333千円

　(２) 未経過リース料中間期末残高相

当額

　(２) 未経過リース料中間期末残高相

当額

　(２) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 32,939千円

１年超 53,707千円

  合計 86,646千円

１年内    31,519千円

１年超 36,451千円

  合計 67,970千円

１年内       32,876千円

１年超 44,807千円

  合計 77,683千円

　(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 20,395千円

減価償却費相当額 19,643千円

支払利息相当額 699千円

支払リース料 18,687千円

減価償却費相当額 17,980千円

支払利息相当額 632千円

支払リース料  39,564千円

減価償却費相当額 38,176千円

支払利息相当額 1,346千円

　(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

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リー

ス取引に係る借主側の未経過リース

料中間期末残高相当額があります。

 　　なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ておりますので、ほぼ同額の貸主側

の未経過リース料中間期末残高相当

額があります。

 　未経過リース料中間期末残高相当額

 　借主側

１年内 16,549千円

１年超 ―

  合計 16,549千円

２．転貸リース取引

            同左

 

 

 

 

 

 

 

　未経過リース料中間期末残高相当額

 　借主側

１年内 3,561千円

１年超 12,774千円

  合計 16,335千円

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リー

ス取引に係る借主側の未経過リース

料期末残高相当額があります。

 　　なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ておりますので、ほぼ同額の貸主側

の未経過リース料期末残高相当額が

あります。

 　未経過リース料期末残高相当額

 　借主側

１年内   3,522千円

１年超 14,564千円

  合計 18,086千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省略

しております。

（減損損失について）

　同左

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（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）
中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

（1）株式 364,161 459,181 95,020

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

合計 364,161 459,181 95,020

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

（1）非連結子会社株式  

    非上場株式 10,000

（2）その他有価証券  

    非上場株式 54,138

    ＦＦＦ 20,385

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 129,959 149,072 19,113

（2）債券 － － －

（3）その他 49,981 48,415 △1,566

合計 179,940 197,487 17,547

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

（1）非連結子会社株式  

    非上場株式 10,000

（2）その他有価証券  

    非上場株式 49,138

    ＦＦＦ 20,447

    投資事業有限責任組合出資金 156,608
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前連結会計年度末（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）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 129,959 215,654 85,695

（2）債券 － － －

（3）その他 49,981 49,683 △298

合計 179,940 265,337 85,397

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

（1）非連結子会社株式  

    非上場株式 10,000

（2）その他有価証券  

    非上場株式 79,138

    ＦＦＦ 20,410

    投資事業有限責任組合出資金 156,608

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

当社グループは、金利スワップ取引について、いずれも特例処理を採用しておりますので、記載対象から除いてお

ります。

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

　　期末残高がないため、該当事項はありません。　

㈱ビジネスブレイン太田昭和　(9658)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 31 －



（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（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。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　　該当事項はありません。

　２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 平成16年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役、使用人及び当社の子会社の取締役　合計382名

株式の種類別のストック・オプションの数 普通株式　　576,000株 

付与日 平成16年６月29日

権利確定条件

　権利行使時において当社または当社の子会社の取締役及び使

用人の地位にあること。

　ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正

当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

　権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日

以降、破産宣告を受けていないこと、法令並びに当社または当

社の子会社の内部規律に違反する行為がないこと。

  対象勤務期間 自平成16年６月29日 至平成18年６月30日

権利行使期間  自平成18年７月１日 至平成21年６月30日

権利行使価格（円） 380

付与日における公正な評価単価（円） －
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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４月１日　至平成18年９月30日）

 
コンサルテ
ィング事業
(千円)

システム
開発事業
(千円)

アウトソーシ
ング事業
(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 2,166,599 3,609,505 887,309 6,663,413 － 6,663,413

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
575 13,145 31,926 45,646 (45,646) －

計 2,167,174 3,622,650 919,235 6,709,059 (45,646) 6,663,413

営業費用 1,944,847 3,608,190 903,501 6,456,538 80,051 6,536,589

営業利益 222,327 14,460 15,734 252,521 (125,697) 126,824

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）

 
コンサルテ
ィング事業
(千円)

システム
開発事業
(千円)

アウトソーシ
ング事業
(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 3,335,502 4,113,016 1,052,973 8,501,491 ― 8,501,491

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
9,789 69,832 64,735 144,356 (144,356) ―

計 3,345,291 4,182,848 1,117,708 8,645,847 (144,356) 8,501,491

営業費用 2,705,010 4,043,086 1,028,962 7,777,058 89,121 7,866,179

営業利益 640,281 139,762 88,746 868,789 (233,477) 635,312

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
コンサルテ
ィング事業
(千円)

システム
開発事業
(千円)

アウトソーシ
ング事業
(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 5,412,074 8,178,184 1,910,410 15,500,668 ― 15,500,668

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
10,808 131,256 151,147 293,211 (293,211) ―

計 5,422,882 8,309,440 2,061,557 15,793,879 (293,211) 15,500,668

営業費用 4,720,056 7,696,357 1,999,831 14,416,245 112,623 14,528,868

営業利益 702,826 613,083 61,726 1,377,634 (405,834) 971,800
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　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、売上集計区分によっております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

コンサルティング事業 経営コンサルティング、業務コンサルティング、システムインテグレーション他

システム開発事業 システム設計及び開発、パッケージソリューション開発他

アウトソーシング事業 人事・給与・経理のアウトソーシング、人材派遣、医療事務受託他

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 
前中間連結会
計期間
（千円）

当中間連結会
計期間
（千円）

前連結会計年
度

 （千円）
主な内容

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額

122,546 157,642 250,786
親会社の管理部門にかかる費用で

あります。

４．会計方針の変更

（前連結会計年度）

    役員賞与に関する会計基準　　

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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「システム開発事業」で10,000千円、

「アウトソーシング事業」で2,500千円及び「消去又は全社」で40,000千円、それぞれ営業費用が増加し、

営業利益がそれぞれ同額減少しております。

 

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４月１日　至　平成18年９月30日)、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)及び前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　在外連結子会社及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

　前中間連結会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自　平成19年４月

１日　至　平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　海外売上高は、重要性がないため、記載を省略しております。

（企業結合等関係）

中間決算短信における開示を省略しております。

㈱ビジネスブレイン太田昭和　(9658)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 34 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 621.00円 １株当たり純資産額 702.78円 １株当たり純資産額   686.06円

１株当たり中間純利益
金額

2.61円
１株当たり中間純利益
金額

34.30円
１株当たり当期純利益
金額

70.95円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 2.55円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 33.80円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 69.37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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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） 22,594 299,277 615,339

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）
22,594 299,277 615,339

期中平均株式数（株） 8,668,182 8,725,047 8,673,098

 

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（株） 206,755 128,104 197,529

（うち新株予約権） (206,755) (128,104) (197,529)

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）純利益金額

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９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

 対前中

間期比

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
(％)

増減 
（千円） 

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  2,826,789   3,569,747    3,537,331   

２　売掛金  1,196,958   1,708,538    2,025,923   

３　有価証券  56,435   68,862    70,093   

４　たな卸資産  243,839   188,011    115,606   

５　関係会社短期貸付金  250,000   －    130,000   

６　繰延税金資産  160,425   201,976    234,798   

７　その他  99,029   207,724    90,639   

流動資産合計   4,833,475 65.4  5,944,858 72.1 1,111,383  6,204,391 73.0

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１ 71,699  1.0 142,951  1.7 71,252 99,341  1.2

２　無形固定資産  96,836  1.3 22,692  0.3 △74,144 28,007  0.3

３　投資その他の資産            

(1) 投資有価証券  642,470   349,430    446,059   

(2) 関係会社株式  764,150   800,128    773,150   

(3) 繰延税金資産  427,334   405,988    397,845   

(4) その他  558,077   580,623    560,863   

    貸倒引当金  △6,100   △6,825    △6,475   

計  2,385,932  32.3 2,129,344  25.8 △256,588 2,171,442  25.5

固定資産合計   2,554,466 34.6  2,294,987 27.9 △259,479  2,298,790 27.0

資産合計   7,387,941 100.0  8,239,845 100.0 851,904  8,503,180 100.0
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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)

 対前中

間期比

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
(％)

増減 
（千円） 

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  395,134   487,107    788,122   

２　短期借入金  30,000   30,000    －   

３　一年以内返済予定の長
期借入金

 66,100   4,000    4,000   

４　未払法人税等  18,309   141,067    390,405   

５　前受金  75,191   －    30,330   

６　賞与引当金  330,404   398,887    431,013   

７　役員賞与引当金  －   10,500    40,000   

８　その他  250,742   531,352    327,935   

流動負債合計   1,165,880 15.8  1,602,913 19.5 437,033  2,011,804 23.7

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  10,000   6,000    8,000   

２　退職給付引当金  791,154   669,012    644,358   

３　役員退職慰労引当金  65,924   76,624    71,324   

４　預り保証金  44,214   －    54,768   

５　その他  45,617   84,367    45,617   

固定負債合計   956,909 13.0  836,003 10.1 △120,906  824,066 9.7

負債合計   2,122,789 28.7  2,438,916 29.6 316,127  2,835,870 33.4

(純資産の部)            

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   2,205,750 29.9  2,210,500 26.8 4,750  2,205,750 25.9

　２　資本剰余金            

　（１）資本準備金  1,005,971   1,010,721    1,005,971   

　（２）その他資本剰余金  1,645,292   1,635,716    1,636,076   

      資本剰余金合計   2,651,262 35.9  2,646,437 32.1 △4,825  2,642,047 31.1

　３　利益剰余金            

　（１）利益準備金  81,809   81,809    81,809   

　（２）その他利益剰余金            

　　　　別途積立金  201,000   201,000    201,000   

　　　　繰越利益剰余金  159,728   743,607    580,569   

 利益剰余金合計   442,536 6.0  1,026,415 12.5 583,879  863,377 10.2

　４　自己株式   △89,974 △1.2  △92,266 △1.1 △2,292  △93,766 △1.1

　　　　株主資本合計   5,209,574 70.5  5,791,085 70.3 581,511  5,617,407 66.1

Ⅱ　評価・換算差額等            

　１　その他有価証券評価差
額金

  55,578 0.8  9,844 0.1 △45,734  49,903 0.6

　　評価・換算差額等合計   55,578 0.8  9,844 0.1 △45,734  49,903 0.6

　　純資産合計   5,265,152 71.3  5,800,929 70.4 535,777  5,667,310 66.6

　　負債純資産合計   7,387,941 100.0  8,239,845 100.0 851,904  8,503,180 100.0
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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）

対前中

間期比

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
(％)

 増減
（千円）

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   3,329,201 100.0  4,831,589 100.0 1,502,388  8,100,731 100.0

Ⅱ　売上原価   2,669,998 80.2  3,613,173 74.8 943,175  6,285,793 77.6

売上総利益   659,203 19.8  1,218,416 25.2 559,213  1,814,938 22.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   619,604 18.6  763,095 15.8 143,491  1,312,800 16.2

営業利益   39,599 1.2  455,321 9.4 415,722  502,138 6.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  49,262 1.5  42,911 0.9 △6,351  64,053 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  14,163 0.4  5,306 0.1 △8,857  15,240 0.2

経常利益   74,697 2.2  492,926 10.2 418,299  550,951 6.8

Ⅵ　特別利益 ※３  6,944 0.2  － － △6,944  396,747 4.9

Ⅶ　特別損失 ※4,6  7,504 0.2  37,497 0.8 29,993  116,726 1.4

税引前中間(当期)純
利益

  74,137 2.2  455,429 9.4 381,291  830,972 10.3

法人税、住民税及び
事業税

 14,826   135,325    391,275   

過年度法人税、住民
税及び事業税

 3,101   －    3,587   

法人税等調整額  10,810 28,737 0.9 52,517 187,841 3.9 159,103 △30,131 364,731 4.5

中間(当期)純利益   45,400 1.4  267,588 5.5 222,188  466,241 5.8
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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
その他資
本剰余金

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）
2,205,750 2,205,970 450,000 2,655,970 81,809 201,000 194,218 477,026 △104,574 5,234,172

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注) － － － － － － △64,890 △64,890 － △64,890

役員賞与　(注)　 － － － － － － △15,000 △15,000 － △15,000

資本準備金取崩 － △1,200,000 1,200,000 － － － － － － －

中間純利益 － － － － － － 45,400 45,400 － 45,400

自己株式の取得 － － － － － － － － △23,216 △23,216

自己株式の処分 － － △4,708 △4,708 － － － － 37,816 33,108

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）
－ △1,200,000 1,195,292 △4,708 － － △34,490 △34,490 14,600 △24,598

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,205,750 1,005,971 1,645,292 2,651,262 81,809 201,000 159,728 442,536 △89,974 5,209,574

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３月31日　残高

（千円）
116,253 116,253 5,350,425

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注) － － △64,890

役員賞与　(注)　 － － △15,000

資本準備金取崩 － － －

中間純利益 － － 45,400

自己株式の取得 － － △23,216

自己株式の処分 － － 33,108

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

△60,675 △60,675 △60,675

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△60,675 △60,675 △85,273

平成18年９月30日　残高

（千円）
55,578 55,578 5,265,152

 　(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。
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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
その他資
本剰余金

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）
2,205,750 1,005,971 1,636,076 2,642,047 81,809 201,000 580,569 863,377 △93,766 5,617,407

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 4,750 4,750 － 4,750 － － － － － 9,500

剰余金の配当 － － － － － － △104,550 △104,550 － △104,550

中間純利益 － － － － － － 267,588 267,588 － 267,588

自己株式の処分 － － △360 △360 － － － － 1,500 1,140

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）
4,750 4,750 △360 4,390 － － 163,038 163,038 1,500 173,678

平成19年９月30日　残高

（千円）
2,210,500 1,010,721 1,635,716 2,646,437 81,809 201,000 743,607 1,026,415 △92,266 5,791,085

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19年３月31日　残高

（千円）
49,903 49,903 5,667,310

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 9,500

剰余金の配当 － － △104,550

中間純利益 － － 267,588

自己株式の処分 － － 1,140

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

△40,059 △40,059 △40,059

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△40,059 △40,059 133,619

平成19年９月30日　残高

（千円）
9,844 9,844 5,800,929
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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
その他資
本剰余金

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）
2,205,750 2,205,970 450,000 2,655,970 81,809 201,000 194,218 477,026 △104,574 5,234,172

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注) － － － － － － △64,890 △64,890 － △64,890

役員賞与　(注)　 － － － － － － △15,000 △15,000 － △15,000

資本準備金取崩 － △1,200,000 1,200,000 － － － － － － －

当期純利益 － － － － － － 466,241 466,241 － 466,241

自己株式の取得 － － － － － － － － △67,816 △67,816

自己株式の処分 － － △13,924 △13,924 － － － － 78,624 64,700

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）
－ △1,200,000 1,186,076 △13,924 － － 386,351 386,351 10,808 383,235

平成19年３月31日　残高

（千円）
2,205,750 1,005,971 1,636,076 2,642,047 81,809 201,000 580,569 863,377 △93,766 5,617,407

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３月31日　残高

（千円）
116,253 116,253 5,350,425

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注) － － △64,890

役員賞与　(注)　 － － △15,000

資本準備金取崩 － － －

当期純利益 － － 466,241

自己株式の取得 － － △67,816

自己株式の処分 － － 64,700

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額

（純額）

△66,350 △66,350 △66,350

事業年度中の変動額合計

（千円）
△66,350 △66,350 316,885

平成19年３月31日　残高

（千円）
49,903 49,903 5,667,310

 　(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。
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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

売買目的有価証券

　時価法(売却原価は移動

平均法により算定)

(1）有価証券

売買目的有価証券

　　　同左

(1）有価証券

売買目的有価証券

　　　同左

 

 

　　子会社株式及び関連会社

株式

　移動平均法による原価

法

　　子会社株式及び関連会社

株式

同左

　　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

　中間会計期間末日の

市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)

　　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

　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)

 

 

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) デリバティブ

　　　時価法

(2) デリバティブ

  　　 ――――――

(2) デリバティブ

　  　 ――――――

 (3）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

　最終仕入原価法

(3）たな卸資産

商品

　　　同左

仕掛品

　　  同左

貯蔵品

　　　同左

(3）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 

　ただし、平成10年４

月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)

については、定額法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

  建物　　　３～22年

  器具備品　３～15年

 

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

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)

  （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。

　これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益は、それぞれ343千円減少

しております。

（追加情報）

  法人税法改正に伴い、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

償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しており

ます。

　これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益がそれぞれ223千円減少し

ております。

 

 

 

 

(2）無形固定資産

①  ソフトウェア(販売目

的)

　見込有効期間（３年

以内）における見込販

売数量に基づく償却額

と販売可能な残存有効

期間に基づく均等配分

額を比較し、いずれか

大きい金額を計上して

おります。

(2）無形固定資産

①  ソフトウェア(販売目

的)

同左

(2）無形固定資産

①  ソフトウェア(販売目

的)

同左

 

 

②　ソフトウェア(自社利用

目的)

　社内における利用可

能期間(５年以内)に基

づく定額法によって償

却しております。

②　ソフトウェア(自社利用

目的)

同左

②　ソフトウェア(自社利用

目的)

同左

 

 

③　その他

　定額法を採用してお

ります。

③　その他

同左

③　その他

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

　売掛金等の債権の貸倒

れに備えるため、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

別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与

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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3）役員賞与引当金

  　 ――――――

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備え

て、当事業年度における

支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上してお

ります。

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備え

て、当事業年度における

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、それぞれ40,000千円

減少しております。

 

 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

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。

　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

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理しております。

過去勤務債務は、発生

時に一括処理しておりま

す。
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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）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労

金の支給に備えて、役員

退職慰労金規程に基づく、

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

  役員に対する退職慰労

金の支給に備えて、当社

は役員退職慰労金規程に

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. ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップにおいて、

要件を充足しております

ので、特例処理を適用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

 ――――――

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップにおいて、

要件を充足しております

ので、特例処理を適用し

ております。

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワッ

プ

ヘッジ対象…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

   ――――――

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワッ

プ

ヘッジ対象…借入金利息

    

 

 

(3）ヘッジ方針

　借入金利息の変動リス

クを軽減するため、金利

スワップを行っておりま

す。

(3）ヘッジ方針

 ――――――

(3）ヘッジ方針

　借入金利息の変動リス

クを軽減するため、金利

スワップを行っておりま

す。

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　当金利スワップは特例

処理を適用しているため、

有効性の評価を省略して

おります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

 ――――――

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　当金利スワップは特例

処理を適用しているため、

有効性の評価を省略して

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

  消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。

　消費税等の会計処理

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
(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5,265,152千円であります。

　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5,667,310千円であります。

　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。

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)

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで区分掲記しておりました「関係会社

長期貸付金」（当中間会計期間末の残高は80,000千円）及

び「敷金・保証金」（当中間会計期間末の残高は320,249千

円）は、当中間会計期間末において金額的重要性が乏しく

なったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しております。

（中間貸借対照表）

１．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「関係会

社短期貸付金」（当中間会計期間末の残高は90,000千円）

は、当中間会計期間末において金額的重要性が乏しくなっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

２．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「前受金」

（当中間会計期間末の残高は139,371千円）は、当中間会

計期間末において金額的重要性が乏しくなったため、流

動負債の「その他」に含めて表示しております。

３．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「預り保

証金」（当中間会計期間末の残高は53,956千円）は、当

中間会計期間末において金額的重要性が乏しくなったた

め、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

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

201,761千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       200,591千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

202,029千円

  ２　　　 ──────

 

 

 

　２  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座

貸越限度額契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

  ２　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座

貸越限度額契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

 

 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自　平成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 ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 3,936千円

受取配当金 41,382千円

受取利息 5,342千円 受取利息 7,492千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,526千円

固定資産除却損 3,221千円

有価証券売却損 8,466千円

支払利息 345千円 支払利息 2,272千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　――――――― ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入 6,944千円 投資有価証券

売却益
223,589千円

退職給付過去

勤債務戻入益
166,464千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　　　――――――― ※４　　　―――――――

関係会社株式

売却損
7,504千円

　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 5,497千円

無形固定資産 23,556千円

計 29,053千円

有形固定資産 9,352千円

無形固定資産 5,973千円

計 15,325千円

有形固定資産 11,676千円

無形固定資産 17,584千円

計 29,260千円

※６      ―――――――

 

※６      ―――――――

 

※６　減損損失

　当事業年度において、当社は以

下の資産について、減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類 金額

長野県上
水内郡信
濃町

遊休
資産

土地
18,903
千円

　当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、事業区

分及び遊休資産にグルーピングし

ております。

　当事業年度において、事業の用

に供していない遊休資産のうち、

時価が著しく下落した資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(18,903千

円)として特別損失に計上してお

ります。

　なお、当該資産の回収可能価額

は正味売却価額(固定資産税評価

額)により測定しております。
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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４月１日　至　平成18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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　（注）１,２　 248 38 87 199

　　　　合計 248 38 87 199

 （注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加38千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加

35千株、単元未満株式の買取りによる増加３千株によるものであります。

 ２.　普通株式の自己株式の株式数の減少87千株は、ストックオプションの権利行使による減少86千株、単元未

満株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。

　　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）

 

　　　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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　（注）１ 188 － 3 185

　　　　合計 188 － 3 185

 （注）１.　普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、ストックオプションの権利行使による減少３千株によるも

のであります。

 

　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

　　　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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式　（注）１,２　 248 109 170 188

　　　　合計 248 109 170 188

 （注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加109千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加

105千株、単元未満株式の買取りによる増加４千株によるものであります。

 ２.　普通株式の自己株式の株式数の減少170千株は、ストックオプションの権利行使による減少169千株、単元

未満株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。
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（リース取引関係）

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）

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．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

 器具備品

取得価額相当額 142,094千円

減価償却累計額

相当額
66,987千円

中間期末残高

相当額
75,108千円

 器具備品

取得価額相当額  138,185千円

減価償却累計額

相当額
78,588千円

中間期末残高

相当額
59,597千円

 器具備品

取得価額相当額  138,833千円

減価償却累計額

相当額
71,057千円

期末残高相当額 67,746千円

　(２) 未経過リース料中間期末残高相

当額

　(２) 未経過リース料中間期末残高相

当額

　(２) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 29,875千円

１年超 46,470千円

合計 76,345千円

１年内   29,183千円

１年超 31,550千円

合計 60,733千円

１年内 30,209千円

１年超 38,731千円

合計 68,940千円

　(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 18,736千円

減価償却費相当額 18,089千円

支払利息相当額 559千円

支払リース料   17,080千円

減価償却費相当額  16,475千円

支払利息相当額 532千円

支払リース料   36,990千円

減価償却費相当額 35,759千円

支払利息相当額 1,185千円

　(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

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リー

ス取引に係る借主側の未経過リース

料中間期末残高相当額があります。

 　　なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ておりますので、ほぼ同額の貸主側

の未経過リース料中間期末残高相当

額があります。

 　未経過リース料中間期末残高相当額

 　借主側

１年内 16,549千円

１年超 ―

合計 16,549千円

２．転貸リース取引

同左

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　未経過リース料中間期末残高相当額

 　借主側

１年内 3,561千円

１年超 12,774千円

合計 16,335千円

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リー

ス取引に係る借主側の未経過リース

料期末残高相当額があります。

 　　なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ておりますので、ほぼ同額の貸主側

の未経過リース料期末残高相当額が

あります。

 　未経過リース料期末残高相当額

 　借主側

１年内   3,522千円

１年超 14,564千円

合計 18,086千円

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省略

しております。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（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のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

（企業結合等関係）

 中間決算短信における開示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 605.13円 １株当たり純資産額     663.69円 １株当たり純資産額   650.48円

１株当たり中間純利益
金額

5.24円
１株当たり中間純利益
金額

    30.67円
１株当たり当期純利益
金額

     53.76円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 5.12円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額     30.23円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額      52.56円

（注）　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） 45,400 267,588 466,241

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）
45,400 267,588 466,241

期中平均株式数（株） 8,668,182 8,725,047 8,673,098

 

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（株） 206,755 128,104 197,529

（うち新株予約権） (206,755) (128,104) (197,529)

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）純利益金額

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」については、中間決算短信における開示を省略しております。
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