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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 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 3,805 △1.0 281 7.2 283 7.0 144 0.2

18年９月中間期 3,842 8.3 262 8.0 264 7.8 144 3.1

19年３月期 7,923 － 589 － 583 － 323 －

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 57 17 －  

18年９月中間期 69 34 －  

19年３月期 144 28 －  

（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 4,834 3,361 69.3 1,322 28

18年９月中間期 3,920 2,444 62.2 1,169 63

19年３月期 4,810 3,349 69.5 1,318 94

（参考）自己資本　　　19年９月中間期　3,350百万円　　18年９月中間期　2,437百万円　　19年３月期　3,341百万円

 

(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 290 △24 △121 1,822

18年９月中間期 151 △104 △214 930

19年３月期 394 △328 515 1,678

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 － 50 00 50 00

20年３月期 － －
40 00

20年３月期(予想) － 40 00

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 8,300 4.7 605 2.6 610 4.5 336 3.7 132 61
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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 2,546,640株 18年９月中間期 2,096,640株 19年３月期 2,546,640株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 13,067株 18年９月中間期 12,760株 19年３月期 12,947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、25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 3,439 △0.3 263 7.3 268 7.1 146 4.8

18年９月中間期 3,450 4.6 245 6.6 250 6.4 140 3.4

19年３月期 7,139 － 547 － 544 － 305 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 58 00

18年９月中間期 67 28

19年３月期 136 16

(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 4,616 3,248 70.4 1,282 15

18年９月中間期 3,652 2,347 64.3 1,126 53

19年３月期 4,557 3,238 71.0 1,277 99

（参考）自己資本　　　19年９月中間期　3,248百万円　　18年９月中間期　2,347百万円　　19年３月期　3,238百万円

 

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）

　　中間期の業績は予定どおり推移しており、平成19年５月８日に公表しました業績予想の見直しは行っておりませ 

　 ん。 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の動向やこれに絡む米国や欧

州の信用不安等、先行き不透明感が依然として続いております。また金融商品取引法の施行により投資者保護の横断

的法制が整備されたことで、企業と経営者の義務と責任がますます強く求められることとなりました。一方、海外経

済の拡大に伴う輸出増加や、企業の設備投資の増加等により、景気は緩やかながら拡大基調で推移いたしました。

　情報サービス業界におきましては、情報セキュリティ強化策及び日本版ＳＯＸ法や新会社法に対応する為の、内部

統制システムの構築に対する顧客企業のニーズが強く、情報化投資は堅調に推移しつつあります。しかしながら、価

格競争や企業間競争は一層激化し、引き続き厳しい状況にあるほか、顧客からのソリューション・サービス企業に要

求する専門技術は一段と高度なものとなってきております。 

　このような状況の中で、当社グループはお客様の競争優位性の実現をサポートするパートナーとして、付加価値や

コストパフォーマンスの高いシステムソリューション・サービスの提供に努め、主要顧客の業種である金融業・流通

業向けサービスを中心に売上高は堅調に推移いたしました。

　その結果、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、売上高3,805百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益281

百万円（同7.2％増）、経常利益283百万円（同7.0％増）、中間純利益144百万円（同0.2％増）となりました。 

①　事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。

 （システムインテグレーション・サービス）

 　通信業及び官公庁向けサービスの減少により、売上高は2,028百万円（前年同期比10.0％減）となりました。

 （システムアウトソーシング・サービス）

 　流通業及び金融業向けサービスの増加により、売上高は902百万円（同11.4％増）となりました。

 （プロフェッショナル・サービス）

 　金融業及びその他業種向けサービスの増加により、売上高は875百万円（同12.4％増）となりました。

②　所在地別のセグメントの業績については、本邦以外の国又は地域に所在する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。

 

 　（通期の見通し）

　今後の経済状況の見通しにつきましては、米国経済の減速懸念が見受けられるものの、中国をはじめとするアジア

諸国において依然として成長が継続するものと予想されます。またわが国の経済においても、企業収益の改善による

設備投資や個人消費が増加基調を維持し、企業を取り巻く環境は安定的に推移するものと思われます。

　このような状況の下、情報サービス業界におきましては、企業が整備する内部統制システムによりＩＴへの注目が

さらに高まり、会計システムを軸とした基幹系システムのニーズが拡大すると見込まれます。このような状況の中で、

当社グループは引き続きお客様の競争優位の実現をサポートするパートナーとして、付加価値やコストパフォーマン

スの高いシステムソリューション・サービスの提供に努めてまいります。

　これにより、連結業績の見通しにつきましては、売上高8,300百万円（前期比4.7％増）、営業利益605百万円（同

2.6％増）、経常利益610百万円（同4.5％増）、当期純利益336百万円（同3.7％増）を見込んでおります。

  また、単体業績の見通しにつきましては、売上高7,500百万円（前期比5.1％増）、営業利益564百万円（同3.0％増）、

経常利益569百万円（同4.4％増）、当期純利益307百万円（同0.4％増）を見込んでおります。

 　（目標とする経営指標の達成状況）

　 当社グループは、以下の三つの指標を重視し、目標設定しております。

　　・　株主にとっての企業価値向上の観点からＲＯＥ15％以上

　　・　収益性を計る指標として連結経常利益率8.0％以上

　　　・　従業員一人ひとりのパフォーマンスを高めていきたいとの主旨から、従業員一人当たりの連結売上高25,000

　　　　　千円以上、連結経常利益2,000千円以上

　当期における達成状況としては、以下のとおりです。

ＲＯＥは4.3％となり、前中間連結会計年度末に比べ1.7％減となりましたが、これは主に公募増資による自己資本

の大幅増加によるものです。今後も、資本効率を高め利益率の向上を図ることでＲＯＥ15％以上を目指してまいり

ます。

　また、連結経常利益率は7.4％、従業員一人当たりの連結売上高及び連結経常利益については、それぞれ9,963千

円、741千円となりました。今後も、ＩＴを駆使した業務の効率化と教育研修の充実化を図り、生産性・収益性の向

上に取り組んでまいります。　
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(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計年度末の総資産は4,834百万円となり、前中間連結会計年度末に比べ914百万円の増加となりました。

これは主に、平成18年11月に行った公募増資による資金の増加によるものです。

　当中間連結会計年度末の負債合計は1,473百万円となり、前中間連結会計年度末に比べ３百万円の減少となりました。

これは主に、子会社の買掛債務の支払期間短縮等による仕入債務の減少によるものです。

　当中間連結会計年度末の純資産の部は3,361百万円となり、前中間連結会計年度末に比べ917百万円の増加となりま

した。これは主に資本金、資本剰余金及び利益剰余金の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率は69.3％

と高い水準を確保することができました。

 ②　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末に比べ891百

万円増加し、1,822百万円となりました。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）

 　営業活動の結果得られた資金は290百万円（前年同期比91.6％増）となりました。これは主に、引当金の増加額61

百万円、売上債権の減少額196百万円等の資金増加と、たな卸資産の増加額46百万円及び法人税等の支払額122百万円

等の資金減少によるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　投資活動の結果使用した資金は24百万円（前年同期比76.4％減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出14百万円等によるものであります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　財務活動の結果使用した資金は121百万円（前年同期比43.2％減）となりました。これは主に、配当金の支払額124

百万円によるものであります。

 

なお、当企業集団のキャッシュ・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（％） 58.9 69.5 69.3

時価ベースの自己資本比率（％） 128.6 85.8 77.0

債務償還年数（年） 1.5 0.8 1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 38.2 77.8 85.7

※　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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注）１.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　２.株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式総数により算出しております。

３.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。また、有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の最重要課題と認識しております。業績向上に邁

進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指す所存であります。

 配当につきましては、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位への還元として安定した配当

を継続して実施していくことを基本方針としております。

 当期の配当につきましても、「利益配分に関する基本方針」に則って実施していく予定です。

 この方針に基づき、当期末の剰余金の配当につきましては、１株当たり40円を予定しております。
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 また、内部留保資金につきましては、内部統制に対応するためのシステム化投資や新技術を獲得するための体制構築

費用等に充当し、経営基盤の拡充や経営体質の一層の強化を図り、将来にわたる業績向上に努めてまいりたいと考え

ております。

(4）事業等のリスク

  以下において、当社グループの事業等のリスク要因になると考えられる主な事項のうち、投資家の判断上、重要と

考えられる事項について記載しております。なお、本項に記載した内容が、当社グループの事業等に関するリスクの

全てを網羅するものではないことをご留意下さい。　

①　特定の取引先への依存度について

  当社グループの当中間連結会計年度末における富士通グループ（富士通株式会社及び同社が50％以上の株式を保有

している会社）、野村総合研究所グループ（株式会社野村総合研究所及び同社が50％以上の株式を保有している会社）

及びみずほ情報総研株式会社への販売実績の総販売実績に対する割合は、それぞれ30.9％、20.2％、12.0％となって

おります。このため、上記顧客の受注動向等は当社グループの経営成績に影響を与える可能性があり、投資家の判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。

　これに対して、当社グループは常にエンドユーザーに密着したサービスを提供することを志向し、上記顧客との関

係はもちろん、サービスの最終的な利用者であるエンドユーザーとの緊密な関係の構築に注力することで、当社グルー

プの経営成績に及ぼす悪影響の軽減を図っております。

②　プロジェクトの損益管理について

　当社グループでは、システム開発技術の向上・蓄積及び将来の受注拡大を目的として、収益性の低いプロジェクト

又は赤字になると見込まれるプロジェクトであっても積極的に受託する可能性があります。また、当社グループの提

供するサービスは原則として請負契約となるため、受注時に採算が取れると見込まれるプロジェクトであっても、想

定外の仕様変更や当初の見積りを超える追加作業の発生等により収益性が低下し、不採算となる可能性があります。

こうした状況に対処するため、当社グループでは、プロジェクトマネジメントの向上を図るための教育を行うほか、

ＩＳＯ9001に準拠した品質マネジメントシステムを整備しております。

　また、ＱＭＯ（Quality Management Officer）を新設し、一定のリスク要件を超える案件についてはＱＭＯによる

ヒアリング調査及びプロジェクトレビューを実施し、その結果を定期的に経営者へ報告する等、組織横断的にプロジェ

クトの牽制を行うことによってプロジェクト品質の向上と仕損プロジェクトの発生防止に努めております。　　　

③　当社グループの外注比率について　 

　情報サービス業界では、生産性向上及び外部企業の持つ専門性の高いノウハウ活用等のため、システム開発ならび

にシステム運用業務の一部を外部委託することがあります。当社グループにおきましても、システム開発におけるプ

ログラム作成業務をビジネスパートナー（外注先）に委託しているほか、運用業務においても一部、当社グループの

社員と共同で行っていただいております。ビジネスパートナーへの依頼は、顧客要請への迅速な対応を実現し、受注

の機会損失を防ぐことを目的としており、当社グループの受注拡大にはビジネスパートナーの確保及び良好な取引関

係の維持が必要不可欠であります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　当中間連結会計年度末における、当社グループの製造原価に占める外注費の割合は、64.1％と高く、ビジネスパー

トナーとの取引状況は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　そのため、当社グループでは優良なビジネスパートナーの開拓に努めるとともに、ビジネスパートナーとの関係を

より一歩先の信頼へ繋げる取組みとして、ＡＰＲ（Advanced Partner Relationship）を実施し、企業価値向上のベク

トル一致を図り、相互の商品力強化、市場競争力の優位性確保に努めております。更に、長期にわたり当社グループ

との目標一致が図れたビジネスパートナーとは、信頼関係を基盤とした連携強化によりソリューションサービス事業

において相互の業容・業績の拡充・発展を図ることを目的に「keyパートナー契約」を締結し、業務提携を行っており

ます。「keyパートナー契約」締結先企業には、当社グループの保有する品質・セキュリティ管理、人材育成に係るノ

ウハウを提供し、ビジネスパートナーによるＩＳＯ9001及びＩＳＯ27001の取得を実現しております。　　　

④　情報管理・情報漏洩に関するリスク 

　当社グループが顧客に提供するシステムソリューション・サービスにおいては、当社グループの従業員及び当社グ

ループが委託するビジネスパートナーの従業員が、顧客企業の保有する機密情報へアクセス可能な環境にある場合が

あります。当社グループでは顧客情報の保全や機密情報の適切な管理及び情報セキュリティマネジメントシステムの

強化・改善を重要課題と位置づけ、様々な取組みを行っております。しかしながら、これらの施策にもかかわらず個

人情報や企業情報が万一漏洩した場合には、損害賠償責任を負う可能性があるほか、社会的信用の失墜等により、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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２．企業集団の状況
 

　最近の有価証券報告書（平成19年６月26日提出）における、当社グループの事業に関する各社の位置付け及び系統図

に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

　(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５月８日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。

　当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。

　（当社ホームページ）

　  http://www.cubesystem.co.jp/

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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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 989,094 1,880,957 1,736,622

２．売掛金 1,425,955 1,299,388 1,495,552

３. 有価証券 100,000 300,000 300,000

４．たな卸資産 213,440 155,135 108,896

５．その他 147,196 152,178 127,137

貸倒引当金 △1,029 △1,143 △701

流動資産合計 2,874,658 73.3 3,786,516 78.3 911,858 3,767,507 78.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 83,471 2.1 88,578 1.8 5,107 83,206 1.7

２．無形固定資産 3,971 0.1 3,870 0.1 △100 3,921 0.1

３．投資その他の資
産

(1）投資有価証券  445,271 418,002 428,091

(2）長期性預金 ※２ 200,000 200,000 200,000

(3）その他 313,389 337,941 327,869

貸倒引当金 △173 958,488 24.5 △173 955,770 19.8 △2,717 △173 955,787 19.9

固定資産合計 1,045,930 26.7 1,048,220 21.7 2,289 1,042,915 21.7

資産合計 3,920,588 100.0 4,834,736 100.0 914,147 4,810,422 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 497,115 392,206 460,362

２．短期借入金  300,000 300,000 300,000

３．未払法人税等 130,500 155,188 128,259

４．賞与引当金 206,713 216,085 164,236

５．役員賞与引当金 18,400 16,710 21,000

６．その他 144,770 187,537 195,167

流動負債合計 1,297,500 33.1 1,267,727 26.2 △29,772 1,269,026 26.4

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 45,140 58,575 51,619

２．役員退職慰労引
当金

133,713 146,971 140,249

固定負債合計 178,854 4.6 205,547 4.3 26,693 191,869 4.0

負債合計 1,476,354 37.7 1,473,274 30.5 △3,079 1,460,896 30.4
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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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１.資本金 399,200 10.2 768,978 15.9 369,778 768,978 16.0

　２.資本剰余金 338,240 8.6 708,018 14.6 369,778 708,018 14.7

　３.利益剰余金 1,623,384 41.4 1,820,998 37.7 197,613 1,802,826 37.5

　４.自己株式 △23,097 △0.6 △23,631 △0.5 534 △23,447 △0.5

　　株主資本合計 2,337,727 59.6 3,274,363 67.7 936,635 3,256,375 67.7

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

99,643 2.5 75,723 1.6 △23,920 85,415 1.8

　　評価・換算差額等
合計

99,643 2.5 75,723 1.6 △23,920 85,415 1.8

Ⅲ　少数株主持分 6,863 0.2 11,375 0.2 4,511 7,734 0.1

　　純資産合計 2,444,234 62.3 3,361,462 69.5 917,227 3,349,525 69.6

　　負債純資産合計 3,920,588 100.0 4,834,736 100.0 914,147 4,810,422 100.0
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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 3,842,627 100.0 3,805,961 100.0 △36,665 7,923,830 100.0

Ⅱ　売上原価 3,225,250 83.9 3,138,728 82.5 △86,521 6,597,364 83.3

売上総利益 617,377 16.1 667,233 17.5 49,856 1,326,465 16.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※ 354,914 9.3 385,771 10.1 30,857 736,880 9.3

営業利益 262,463 6.8 281,461 7.4 18,998 589,585 7.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 662 2,175 2,158

２．受取配当金 4,787 4,054 8,142

３．受取手数料 641 － －

４．投資有価証券
評価損戻入益

1,027 － －

５．その他 128 7,246 0.2 1,010 7,240 0.2 6 2,546 12,847 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 2,851 2,483 5,260

２．投資有価証券
評価損

－ 748 －

３．支払手数料 2,134 2,130 4,260

４．株式交付費 － － 9,257

５．その他 5 4,990 0.1 － 5,362 0.2 372 5 18,783 0.2

経常利益 264,719 6.9 283,339 7.4 18,620 583,649 7.4

Ⅵ　特別利益

 １.保険解約益 5,904 － 5,904

 ２.受取保険金 － 5,904 0.2 － － － △5,904 1,862 7,766 0.0

Ⅶ　特別損失

　 １.貸倒損失 － 15,904 －

　 ２.子会社の本社
移転費用

2,521 － 2,521

 　３.持分変動損失 － 2,521 0.1 207 16,112 0.4 13,591 － 2,521 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益

268,102 7.0 267,227 7.0 874 588,894 7.4

法人税、住民
税及び事業税

126,434 149,681 246,923

法人税等調整
額

△3,316 123,117 3.2 △27,393 122,288 3.2 △829 16,674 263,597 3.3

　少数株主利益 467 0.0 82 0.0 △384 1,338 0.0

中間（当期）
純利益

144,516 3.8 144,856 3.8 339 323,958 4.1
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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） 399,200 338,240 1,562,247 △21,765 2,277,921

当中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当　　　　　　　　　　　（注）   △83,378  △83,378

　中間純利益   144,516  144,516

　自己株式の取得    △1,331 △1,331

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）
     

当中間連結会計期間中の変動額合計   （千円） － － 61,137 △1,331 59,806

平成18年９月30日残高               （千円） 399,200 338,240 1,623,384 △23,097 2,337,727

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） 110,511 110,511 6,595 2,395,029

当中間連結会計期間中の変動額     

　剰余金の配当　　　　　　　　　　　（注）    △83,378

　中間純利益    144,516

　自己株式の取得    △1,331

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）
△10,868 △10,868 267 △10,600

当中間連結会計期間中の変動額合計   （千円） △10,868 △10,868 267 49,205

平成18年９月30日残高               （千円） 99,643 99,643 6,863 2,444,234

 （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） 768,978 708,018 1,802,826 △23,447 3,256,375

当中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当   △126,684  △126,684

　中間純利益   144,856  144,856

　自己株式の取得    △183 △183

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）
     

当中間連結会計期間中の変動額合計   （千円） － － 18,171 △183 17,988

平成19年９月30日残高               （千円） 768,978 708,018 1,820,998 △23,631 3,274,363

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） 85,415 85,415 7,734 3,349,525

当中間連結会計期間中の変動額     

　剰余金の配当    △126,684

　中間純利益    144,856

　自己株式の取得    △183

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）
△9,692 △9,692 3,640 △6,051

当中間連結会計期間中の変動額合計   （千円） △9,692 △9,692 3,640 11,936

平成19年９月30日残高               （千円） 75,723 75,723 11,375 3,361,462
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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） 399,200 338,240 1,562,247 △21,765 2,277,921

当連結会計年度中の変動額      

  新株の発行 369,778 369,778   739,557

　剰余金の配当　　　　　　　　　　　（注）   △83,378  △83,378

　当期純利益   323,958  323,958

　自己株式の取得    △1,682 △1,682

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額）
     

当連結会計年度中の変動額合計       （千円） 369,778 369,778 240,579 △1,682 978,453

平成19年３月31日残高               （千円） 768,978 708,018 1,802,826 △23,447 3,256,375

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） 110,511 110,511 6,595 2,395,029

当連結会計年度中の変動額     

  新株の発行    739,557

　剰余金の配当　　　　　　　　　　　（注）    △83,378

　当期純利益    323,958

　自己株式の取得    △1,682

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額）
△25,096 △25,096 1,138 △23,957

当連結会計年度中の変動額合計       （千円） △25,096 △25,096 1,138 954,496

平成19年３月31日残高               （千円） 85,415 85,415 7,734 3,349,525

 （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
268,102 267,227  588,894

減価償却費 9,526 11,011  20,281

引当金の増加額・減

少額（△）
22,544 61,677  △4,644

受取利息及び受取配

当金
△5,449 △6,229  △10,300

支払利息 2,851 2,483  5,260

売上債権の減少額 161,689 196,164  92,092

たな卸資産の増加額

（△）・減少額
△88,295 △46,238  16,249

仕入債務の減少額

（△）
△53,759 △68,156  △90,512

その他 △33,678 △8,002  30,902

小計 283,531 409,936 126,404 648,223

利息及び配当金の受

取額
5,438 6,073  10,106

利息の支払額 △2,482 △3,388  △5,061

法人税等の支払額 △134,836 △122,103  △259,266

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
151,651 290,518 138,867 394,001
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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

有価証券の増加額  △100,000 －  △300,000

有形固定資産の取得

による支出
 △12,649 △14,917  △21,753

投資有価証券の取得

による支出
 △6,982 △7,024  △13,763

その他 15,563 △2,568  7,050

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
△104,068 △24,509 79,558 △328,467

Ⅲ　財務活動によるキャッ

シュ・フロー

短期借入金の減少額 △110,000 －  △110,000

長期借入金の返済に

よる支出
△20,000 －  △20,000

株式の発行による収

入 
－ －  730,299

自己株式の取得によ

る支出
△1,331 △183  △1,682

配当金の支払額 △82,588 △124,839  △82,961

少数株主に対する株

式発行による収入
－ 3,550  －

少数株主に対する配

当金の支払額
△200 △200  △200

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
△214,120 △121,673 92,447 515,455

Ⅳ　現金及び現金同等物の

増加額・減少額（△）
△166,537 144,335 310,873 580,989

Ⅴ　現金及び現金同等物の

期首残高
1,097,132 1,678,122 580,989 1,097,132

Ⅵ　現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
※ 930,594 1,822,457 891,862 1,678,122
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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 連結子会社の数　１社

連結子会社名

　株式会社北海道キューブシステ

ム

なお、非連結子会社はありません。

同左 同左

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 同左 同左

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

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券 ①　有価証券 ①　有価証券

　その他有価証券 　その他有価証券 　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

は部分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）によって

おります。

　時価のあるもの

同左

　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

は部分純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）に

よっております。

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

によっております。

　時価のないもの

同左

　時価のないもの

同左

②　たな卸資産

　仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

②　たな卸資産

　仕掛品

同左

②　たな卸資産

　仕掛品

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）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。主な耐

用年数は次のとおりであります。

①　有形固定資産

  定率法によっております。主な耐

用年数は次のとおりであります。

①　有形固定資産

  定率法によっております。主な

耐用年数は次のとおりであります。

建　　物　　　15～39年

器具備品　　　３～15年

建　　物　　　15～39年

器具備品　　　３～15年

建　　物　　　15～39年

器具備品　　　３～15年

　なお、器具備品のうち、特定プロ

ジェクト開発専用のコンピュータ及

び周辺機器については、取得時に当

該プロジェクトの原価として処理し

ております。また、その他のコン

ピュータ及び周辺機器のうち、取得

価額が30万円未満のものについては、

取得時に一括して費用処理しており

ます。

　なお、器具備品のうち、特定プロ

ジェクト開発専用のコンピュータ及

び周辺機器については、取得時に当

該プロジェクトの原価として処理し

ております。また、その他のコン

ピュータ及び周辺機器のうち、取得

価額が30万円未満のものについては、

取得時に一括して費用処理しており

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につい

ては、改正後の法人税法に規定する

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、この変更に伴う損益への影

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。

　なお、この変更に伴う損益への影

響は軽微であります。

　なお、器具備品のうち、特定プ

ロジェクト開発専用のコンピュー

タ及び周辺機器については、取得

時に当該プロジェクトの原価とし

て処理しております。また、その

他のコンピュータ及び周辺機器の

うち、取得価額が30万円未満のも

のについては、取得時に一括して

費用処理しております。

 ②　長期前払費用

　均等償却によっております。償

却期間は２年～５年でありま

す。 

②　長期前払費用

　　均等償却によっております。償却

期間は２年～15年であります。 

②　長期前払費用

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案して回収不能見込額を

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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、下期支給見込額のうち当中間

連結会計期間負担額を計上してお

ります。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、翌連結会計年度支給見込

額のうち当連結会計年度負担額

を計上しております。

③　役員賞与引当金

　役員の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。

③　役員賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

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）

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき当中間連結会計期

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。

　なお、数理計算上の差異につい

ては、３年による定率法により翌

連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上して

おります。

　また、数理計算上の差異につ

いては、３年による定率法によ

り翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給見込額を計上して

おります。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく連結会

計年度末要支給見込額を計上し

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。

同左 同左

　 (5）その他中間連結財務諸

　　 表（連結財務諸表）作

     成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

  なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債の

「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

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価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
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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

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は2,437,371千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。

──────────── （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の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,341,791千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連

結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

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）

──────────── （中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました営業外収益の

「受取手数料」は、営業外収益における金額的重要性に鑑み、当中間

連結会計期間より、営業外収益の「その他」に含めております。なお、

当中間連結会計期間の「その他」に含まれる「受取手数料」は、605千

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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価

償却累計額
52,758千円

※１　有形固定資産の減価

償却累計額
68,021千円

※１　有形固定資産の減価

償却累計額
62,127千円

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

　ため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出

　コミットメント契約を締結しております。

　　当中間連結会計期間末における当座貸越

　契約及び貸出コミットメントに係る借入未

　実行残高等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

2,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 2,050,000千円

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

　ため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出

　コミットメント契約を締結しております。

　　当中間連結会計期間末における当座貸越

　契約及び貸出コミットメントに係る借入未

　実行残高等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

2,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 2,050,000千円

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

　ため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出

　コミットメント契約を締結しております。

　　当連結会計年度末における当座貸越契約

　及び貸出コミットメントに係る借入未実行

　残高等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

2,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 2,050,000千円

（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）

※  　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。

※  　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。

※  　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 60,000千円

役員賞与引当金繰入

額 18,400千円

給料手当 60,118千円

賞与引当金繰入額 15,904千円

退職給付費用 2,028千円

役員退職慰労引当金

繰入額 6,445千円

支払手数料 32,524千円

賃借料 38,023千円

役員報酬 61,920千円

役員賞与引当金繰入

額 16,710千円

給料手当 63,198千円

賞与引当金繰入額 19,242千円

退職給付費用 1,858千円

役員退職慰労引当金

繰入額 6,747千円

支払手数料 38,764千円

賃借料 46,152千円

役員報酬 120,300千円

役員賞与引当金繰入

額 21,000千円

給料手当 135,552千円

賞与引当金繰入額 14,622千円

退職給付費用 4,030千円

役員退職慰労引当金

繰入額 13,007千円

支払手数料 91,860千円

賃借料 79,650千円
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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

（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 2,096,640 － － 2,096,640

合計 2,096,640 － － 2,096,640

自己株式

普通株式（注） 12,170 590 － 12,760

合計 12,170 590 － 12,760

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加590株は、単元未満株式の買取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27日

定時株主総会
普通株式 83,378 40 平成18年３月31日 平成18年６月28日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

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 2,546,640 － － 2,546,640

合計 2,546,640 － － 2,546,640

自己株式

普通株式（注） 12,947 120 － 13,067

合計 12,947 120 － 13,067

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加120株は、単元未満株式の買取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19年６月26日

定時株主総会
普通株式 126,684 50 平成19年３月31日 平成19年６月27日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

(株)キューブシステム (2335) 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 20 －



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

（株）

当連結会計年度増加株式

数（株）

当連結会計年度減少株式

数（株）

当連結会計年度末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 2,096,640 450,000 － 2,546,640

合計 2,096,640 450,000 － 2,546,640

自己株式

普通株式（注） 12,170 777 － 12,947

合計 12,170 777 － 12,947

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加450,000株は、公募増資による新株の発行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増加777株は、単元未満株式の買取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27日

定時株主総会
普通株式 83,378 40 平成18年３月31日 平成18年６月28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６月26日

定時株主総会
普通株式 126,684 利益剰余金 50 平成19年３月31日 平成19年６月27日

（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

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 989,094千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△58,500千円

現金及び現金同等物 930,594千円

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,880,957千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△58,500千円

現金及び現金同等物 1,822,457千円

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,736,622千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△58,500千円

現金及び現金同等物 1,678,122千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 4,164 416 3,747

(注）取得相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、当中間連結会計

期間より支払利子込み法により算定して

おります。なお、この変更による重要な

影響はありません。

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 4,164 1,249 2,914

(注）取得相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資産
「その他」

4,164 832 3,331

(注）取得相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高に占める割合

が低いため、当連結会計期間より支払利

子込み法により算定しております。なお、

この変更による重要な影響はありません。

(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 832千円

１年超 2,914千円

　合計 3,747千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、当中間連結会計期間より支払利

子込み法により算定しております。なお、

この変更による重要な影響はありません。

１年内 832千円

１年超 2,082千円

　合計 2,914千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

１年内 832千円

１年超 2,498千円

　合計 3,331千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高に占める割合が低いため、当連

結会計年度より支払利子込み法により算

定しております。なお、この変更による

重要な影響はありません。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (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 416千円

減価償却費相当額 416千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、当中間連結会計期間より支払利

子込み法により算定しております。なお、

この変更による重要な影響はありません。

支払リース料 416千円

減価償却費相当額 416千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

支払リース料 832千円

減価償却費相当額 832千円

（注）支払リース料及び減価償却相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高に占める割合が低いため、当

連結会計年度より支払利子込み法により

算定しております。なお、この変更によ

る重要な影響はありません。

(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

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料 　未経過リース料 　未経過リース料

１年内 1,700千円

１年超 －千円

　合計 1,700千円

１年内 2,082千円

１年超 3,296千円

　合計 5,378千円

１年内 2,078千円

１年超 4,337千円

　合計 6,416千円
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（有価証券関係）

Ⅰ　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）

株式 166,194 334,171 167,977

　（注）　　株式の減損にあたっては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものと

して一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処

理の要否を決定しております。

　なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っておりません。

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）

その他有価証券

非上場株式 111,100

信託受益権 100,000

Ⅱ　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）

株式 179,977 306,902 126,925

　（注）　株式の減損にあたっては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとし

て一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理

の要否を決定しております。

　なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っておりません。

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）

その他有価証券

非上場株式 111,100

信託受益権 300,000

Ⅲ　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）

株式 172,976 316,991 144,015

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理を行っておりません。

　なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性がな

いものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い

減損処理の要否を決定しております。

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）

その他有価証券

非上場株式 111,100

信託受益権 300,000
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成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）

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

 

（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）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１　

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）

　当社グループは、ストック・オプション等の付与はないため、該当事項はありません。

 

（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）、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）

　当社グループは、単一セグメントのため、該当事項はありません。

 

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成18年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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

               1,169円 　63銭                    1,322円　 28銭                   1,318円    94銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

        69円　 34銭           57円　 17銭             144円    28銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。

（注）１．１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　　　　（千円）    

中間（当期）純利益　　　　　　　　　　（千円） 144,516 144,856 323,958

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） 144,516 144,856 323,958

期中平均株式数　　　　　　　　　　　　（千株） 2,084 2,533 2,245

　　　２．１株当たり純資産額の算定基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

前連結会計年度末

（平成19年３月31日）

１株当たり純資産額　　　　    

純資産の合計額　　　　　　　　　　　（千円） 2,444,234 3,361,462 3,349,525

純資産の部の合計額から控除する金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
6,863 11,375 7,734

（うち少数株主持分） （6,863） (11,375) (7,734)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産の額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
2,437,371 3,350,087 3,341,791

普通株式の中間期末（期末）株式数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千株）
2,083 2,533 2,533
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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）

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）

（公募による新株式の発行）

　平成18年10月31日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のように新株式を発行し、平成18

年11月21日に払込が完了致しました。この結果、

平成18年11月21日付で資本金768,978千円、発

行済株式総数は、2,546,640株となっておりま

す。

 ①募集方法　：一般募集

────────── ──────────

 ②発行する株式の種類及び数

             ：普通株式450,000株　

 ③発行価格　：１株につき1,834円

　　　　　　　 一般募集はこの価格

　　　　　　　 にて行いました。

 ④発行価額　：１株につき1,643.46円

               (資本組入額821.73円)

 ⑤発行価額の総額　

　　　　　　 ：739,557千円

 ⑥引受価額　：１株につき1,643.46円この価格

               は当社が引受人より１株当たり

               の新株式払込金として受取った

               金額であります。なお、発行価

               格と引受価額との差額の総額

               は、引受人の手取り金となりま

               す。

 ⑦払込金額の総額　

　　　　　　　 ：739,557千円　

 ⑧資本組入額の総額

　　　　　　　 ：369,778千円　 

 ⑨払込期日　　：平成18年11月21日

 ⑩配当起算日　：平成18年10月１日

 ⑪資金の使途　：システム化投資、アウトソー

                 シングサービスの強化・拡

                 張、子会社への投融資資金と

                 して充当する予定です。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年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 911,723 1,748,628  1,579,865

２．売掛金 1,254,299 1,202,245  1,383,396

３．有価証券 － 300,000  300,000

４．たな卸資産 206,292 150,852  107,796

５．その他 238,561 141,105  147,838

流動資産合計 2,610,876 71.5 3,542,831 76.7 931,954 3,518,896 77.2

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１ 72,485 2.0 79,534 1.7 7,048 73,289 1.6

２．無形固定資産 3,753 0.1 3,652 0.1 △100 3,702 0.1

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

445,271 418,002  428,091

(2）長期性預金 ※２ 200,000 200,000  200,000

(3）その他 320,316 372,672  333,770

貸倒引当金 △173 △173  △173

投資その他の資
産合計

965,414 26.4 990,502 21.5 25,087 961,688 21.1

固定資産合計 1,041,653 28.5 1,073,689 23.3 32,035 1,038,680 22.8

資産合計 3,652,530 100.0 4,616,521 100.0 963,990 4,557,577 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 376,967 346,776  378,824

２．短期借入金 300,000 300,000  300,000

３．未払法人税等 121,050 151,100  114,650

４．賞与引当金 191,383 197,205  152,112

５．役員賞与引当
金

18,000 16,200  20,000

６．その他 132,429 170,099  178,200

流動負債合計 1,139,829 31.2 1,181,381 25.6 41,551 1,143,787 25.1

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当
金

35,169 44,836  39,902

２．役員退職慰労
引当金

129,975 141,885  135,850

固定負債合計 165,145 4.5 186,721 4.0 21,576 175,753 3.9

負債合計 1,304,974 35.7 1,368,102 29.6 63,128 1,319,541 29.0
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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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 399,200 10.9 768,978 16.7 369,778 768,978 16.9

２．資本剰余金  

 資本準備金 338,240 708,018  708,018

資本剰余金合計 338,240 9.3 708,018 15.3 369,778 708,018 15.5

 ３．利益剰余金  

  (1)利益準備金 23,700 23,700  23,700

　(2)その他利益
　　 剰余金

 

  　　別途積立金 125,000 125,000  125,000

  　　繰越利益剰
   　 余金

1,384,869 1,570,629  1,550,371

利益剰余金合計 1,533,569 42.0 1,719,329 37.2 185,760 1,699,071 37.3

　４．自己株式 △23,097 △0.6 △23,631 △0.5 △534 △23,447 △0.5

 株主資本合計 2,247,912 61.6 3,172,695 68.7 924,782 3,152,620 69.2

 Ⅱ　評価・換算差額
等

 

その他有価証券
評価差額金

99,643 2.7 75,723 1.7 △23,920 85,415 1.8

評価・換算差額
等合計

99,643 2.7 75,723 1.7 △23,920 85,415 1.8

 純資産合計 2,347,555 64.3 3,248,418 70.4 900,862 3,238,036 71.0

 負債純資産合計 3,652,530 100.0 4,616,521 100.0 963,990 4,557,577 100.0
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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 3,450,069 100.0 3,439,956 100.0 △10,113 7,139,411 100.0

Ⅱ　売上原価 2,880,824 83.5 2,818,772 81.9 △62,051 5,911,204 82.8

売上総利益 569,244 16.5 621,183 18.1 51,938 1,228,207 17.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

324,124 9.4 358,090 10.5 33,965 680,846 9.5

営業利益 245,120 7.1 263,093 7.6 17,972 547,361 7.7

Ⅳ　営業外収益 ※１ 10,443 0.3 10,700 0.3 256 16,270 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 4,990 0.1 5,362 0.1 372 18,783 0.3

経常利益 250,573 7.3 268,430 7.8 17,857 544,847 7.6

Ⅵ　特別利益 5,904 0.1 －  △5,904 7,766 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

256,477 7.4 268,430 7.8 11,953 552,614 7.7

法人税、住民
税及び事業税

116,537 145,530 226,615

法人税等調整
額

△295 116,241 3.3 △24,042 121,488 3.5 5,246 20,261 246,876 3.4

中間（当期）
純利益

140,235 4.1 146,942 4.3 6,706 305,737 4.3
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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) 399,200 338,240 338,240 23,700 125,000 1,328,012 1,476,712 △21,765 2,192,387

当中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当　                (注)      △83,378 △83,378  △83,378

　中間純利益      140,235 140,235  140,235

　自己株式の取得        △1,331 △1,331

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
         

当中間会計期間中の変動額合計  (千円) － － － － － 56,856 56,856 △1,331 55,524

平成18年９月30日残高　 　　　 (千円) 399,200 338,240 338,240 23,700 125,000 1,384,869 1,533,569 △23,097 2,247,912

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) 110,511 110,511 2,302,898

当中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当                　(注)   △83,378

　中間純利益   140,235

　自己株式の取得   △1,331

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△10,868 △10,868 △10,868

当中間会計期間中の変動額合計  (千円) △10,868 △10,868 44,656

平成18年９月30日残高　　　 　 (千円) 99,643 99,643 2,347,555

 （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

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) 768,978 708,018 708,018 23,700 125,000 1,550,371 1,699,071 △23,447 3,152,620

当中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　 　　    　　　       △126,684 △126,684  △126,684

　中間純利益      146,942 146,942  146,942

　自己株式の取得        △183 △183

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
         

当中間会計期間中の変動額合計   (千円) － － － － － 20,257 20,257 △183 20,074

平成19年９月30日残高　　　     (千円) 768,978 708,018 708,018 23,700 125,000 1,570,629 1,719,329 △23,631 3,172,695

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) 85,415 85,415 3,238,036

当中間会計期間中の変動額

  剰余金の配当　　　   　　 　   △126,684

　中間純利益   146,942

　自己株式の取得   △183

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△9,692 △9,692 △9,692

当中間会計期間中の変動額合計　(千円) △9,692 △9,692 10,381

平成19年９月30日残高　　　　  (千円) 75,723 75,723 3,248,418
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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) 399,200 338,240 338,240 23,700 125,000 1,328,012 1,476,712 △21,765 2,192,387

当事業年度中の変動額

　新株の発行 369,778 369,778 369,778      739,557

剰余金の配当　　　　  　　　(注)      △83,378 △83,378  △83,378

　当期純利益      305,737 305,737  305,737

　自己株式の取得        △1,682 △1,682

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
         

当事業年度中の変動額合計    (千円) 369,778 369,778 369,778 － － 222,359 222,359 △1,682 960,233

平成19年３月31日残高　　  　(千円) 768,978 708,018 708,018 23,700 125,000 1,550,371 1,699,071 △23,447 3,152,620

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) 110,511 110,511 2,302,898

当事業年度中の変動額

　新株の発行   739,557

剰余金の配当　　　　  　　　(注)   △83,378

　当期純利益   305,737

　自己株式の取得   △1,682

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△25,096 △25,096 △25,096

当事業年度中の変動額合計    (千円) △25,096 △25,096 935,137

平成19年３月31日残高　　  　(千円) 85,415 85,415 3,238,036

 （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 (1）有価証券 (1）有価証券

①　子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

①　子会社株式

同左

①　子会社株式

同左

②　その他有価証券 ②　その他有価証券 ②　その他有価証券

時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

部分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）によっております。

時価のあるもの

同左

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、部分

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）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。主な耐

用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　15～39年

器具備品　　　３～15年

　なお、器具備品のうち、特定プロ

ジェクト開発専用のコンピュータ及

び周辺機器については、取得時に当

該プロジェクトの原価として処理し

ております。また、その他のコン

ピュータ及び周辺機器のうち、取得

価額が30万円未満のものについては、

取得時に一括して費用処理しており

ます。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。主な耐

用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　15～39年

器具備品　　　３～15年

　なお、器具備品のうち、特定プロ

ジェクト開発専用のコンピュータ及

び周辺機器については、取得時に当

該プロジェクトの原価として処理し

ております。また、その他のコン

ピュータ及び周辺機器のうち、取得

価額が30万円未満のものについては、

取得時に一括して費用処理しており

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は、

改正後の法人税法に規定する減価償

却の方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益への影

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

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した会計年度の翌会計

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

上している。

　なお、この変更に伴う損益への影

響は軽微であります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。主な耐

用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　15～39年

器具備品　　　３～15年

　なお、器具備品のうち、特定プロ

ジェクト開発専用のコンピュータ及

び周辺機器については、取得時に当

該プロジェクトの原価として処理し

ております。また、その他のコン

ピュータ及び周辺機器のうち、取得

価額が30万円未満のものについては、

取得時に一括して費用処理しており

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）

 (2）長期前払費用

　均等償却によっております。償却

期間は２年～５年であります。

(2）長期前払費用

　均等償却によっております。償却

期間は２年～15年であります。

(2）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、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案して回収不能見込額を

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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、下期支給見込額のうち当中間

会計期間負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、翌期支給見込額のうち当期負

担額を計上しております。

 (3）役員賞与引当金

 　役員の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。

 (3）役員賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しており

ます。

　なお、数理計算上の差異につい

ては、３年による定率法により翌

事業年度から費用処理することと

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、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　また、数理計算上の差異につい

ては、３年による定率法により翌

事業年度から費用処理することと

しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間会計期

間末要支給見込額を計上しており

ます。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

見込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．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

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債の「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

税抜方式によっております。
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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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は2,347,555千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

──────────── （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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は3,238,036千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

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）

  前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて表示してお

りました「有価証券」は、当中間会計期間において資産の合計額の100

分の５を超えたため区分掲記しております。なお、前中間会計期間末

の「有価証券」の金額は100,000千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年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

 

51,681

 

千円

※１　有形固定資産の減価

償却累計額

 

65,002

 

千円

※１　有形固定資産の減価

償却累計額

 

59,981

 

千円

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

　ため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出

　コミットメント契約を締結しております。

　　当中間会計期間末における当座貸越契約

　及び貸出コミットメントに係る借入未実行

　残高等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
2,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 2,050,000千円

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

　ため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出

　コミットメント契約を締結しております。

　　当中間会計期間末における当座貸越契約

　及び貸出コミットメントに係る借入未実行

　残高等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
2,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 2,050,000千円

  ３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

　ため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出

　コミットメント契約を締結しております。

　　当事業年度末における当座貸越契約及び

　貸出コミットメントに係る借入未実行残高

　等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
2,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 2,050,000千円

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

受取利息 658千円

受取配当金 7,987千円

投資有価証券評価損

戻入益

 

1,027

 

千円

受取利息 1,316千円

受取配当金 7,254千円

受取利息 1,571千円

受取配当金 11,342千円

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

支払利息 2,851千円

支払手数料 2,134千円

支払利息 2,483千円

支払手数料 2,130千円

支払利息 5,260千円

支払手数料 4,260千円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 7,414千円

無形固定資産 50千円

有形固定資産 8,671千円

無形固定資産 50千円

有形固定資産 15,715千円

無形固定資産 100千円

(株)キューブシステム (2335) 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 36 －



（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

（株）

当中間会計期間増加株式

数（株）

当中間会計期間減少株式

数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

普通株式 （注） 12,170 590 － 12,760

合計 12,170 590 － 12,760

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加590株は、単元未満株式の買取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

（株）

当中間会計期間増加株式

数（株）

当中間会計期間減少株式

数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

普通株式 （注） 12,947 120 － 13,067

合計 12,947 120 － 13,067

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加120株は、単元未満株式の買取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

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

普通株式 （注） 12,170 777 － 12,947

合計 12,170 777 － 12,947

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加777株は、単元未満株式の買取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

　　　

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 4,164 416 3,747

(注）取得相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、当中間会計期間

より支払利子込み法により算定しており

ます。なお、この変更による重要な影響

はありません。

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 4,164 1,249 2,914

(注）取得相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

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）

器具備品 4,164 832 3,331

(注）取得相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、当事業年度より支払利子

込み法により算定しております。なお、

この変更による重要な影響はありませ

ん。  

(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 832千円

１年超 2,914千円

合計 3,747千円

１年内 832千円

１年超 2,082千円

合計 2,914千円

１年内 832千円

１年超 2,498千円

合計 3,331千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、当中間会計期間より支払

利子込み法により算定しております。

なお、この変更による重要な影響はあ

りません。

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、当

事業年度より支払利子込み法により算定

しております。なお、この変更による重

要な影響はありません。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 416千円

減価償却費相当額 416千円

支払リース料 416千円

減価償却費相当額 416千円

支払リース料 832千円

減価償却費相当額 832千円

 （注）支払リース料、減価償却相当額及び支

払利息相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、当中間

会計期間より支払利子込み法により算

定しております。なお、この変更によ

る重要な影響はありません。

(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。

 （注）支払リース料、減価償却相当額及び支

払利息相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（注）支払リース料、減価償却相当額及び支

払利息相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、当事業年度より支払利

子込み法により算定しております。なお、

この変更による重要な影響はありませ

ん。 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,700千円

１年超 －千円

　合計 1,700千円

１年内 2,082千円

１年超 3,296千円

　合計 5,378千円

１年内 2,078千円

１年超 4,337千円

合計 6,416千円
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（有価証券関係）

　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）及び前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）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。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（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）

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）

（公募による新株式の発行）

　平成18年10月31日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のように新株式を発行し、平成18

年11月21日に払込が完了致しました。この結果、

平成18年11月21日付で資本金768,978千円、発

行済株式総数は、2,546,640株となっておりま

す。

 ①募集方法　：一般募集

──────────

 

 

──────────

 ②発行する株式の種類及び数

             ：普通株式450,000株　

 ③発行価格　：１株につき1,834円

　　　　　　　 一般募集はこの価格

　　　　　　　 にて行いました。

 ④発行価額　：１株につき1,643.46円

               (資本組入額821.73円)

 ⑤発行価額の総額　

　　　　　　 ：739,557千円

 ⑥引受価額　：１株につき1,643.46円この価格

               は当社が引受人より１株当たり

               の新株式払込金として受取った

               金額であります。なお、発行価

               格と引受価額との差額の総額

               は、引受人の手取り金となりま

               す。

 ⑦払込金額の総額　

　　　　　　　 ：739,557千円　

 ⑧資本組入額の総額

　　　　　　　 ：369,778千円　 

 ⑨払込期日　　：平成18年11月21日

 ⑩配当起算日　：平成18年10月１日

 ⑪資金の使途　：システム化投資、アウトソー

                 シングサービスの強化・拡

                 張、子会社への投融資資金と

                 して充当する予定です。
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６．その他
　  該当事項はありません。

 

(株)キューブシステム (2335) 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 40 －


