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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 10,232 9.9 1,061 △2.6 1,189 △5.4 646 △6.9

18年９月中間期 9,308 8.6 1,089 △5.7 1,258 3.6 694 △2.2

19年３月期 18,998 － 2,540 － 2,827 － 1,516 －

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 2,040 63 2,033 58

18年９月中間期 2,195 23 2,182 96

19年３月期 4,786 75 4,763 77

（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 15,176 10,540 69.4 33,234 53

18年９月中間期 14,176 9,533 67.2 30,081 45

19年３月期 15,769 10,127 64.2 31,946 07

（参考）自己資本 19年９月中間期 10,539百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 10,126百万円

(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 333 20 △279 2,092

18年９月中間期 662 △1,849 △217 1,681

19年３月期 2,415 △3,054 △434 2,018

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 700 00 900 00 1,600 00

20年３月期 700 00 －
1,600 00

20年３月期（予想） － 900 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 21,500 13.2 2,640 3.9 2,720 △3.8 1,732 14.2 5,462 95
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 324,000株 18年９月中間期 324,000株 19年３月期 324,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 6,875株 18年９月中間期 7,136株 19年３月期 7,001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、38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 9,151 13.1 1,102 △6.1 1,217 △8.2 542 △29.0

18年９月中間期 8,092 11.0 1,174 0.1 1,326 9.2 764 7.3

19年３月期 16,604 － 2,543 － 2,802 － 1,493 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 1,712 49

18年９月中間期 2,414 84

19年３月期 4,715 06

(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 14,286 10,386 72.7 32,753 01

18年９月中間期 13,543 9,575 70.7 30,218 94

19年３月期 15,044 10,078 67.0 31,792 53

（参考）自己資本 19年９月中間期 10,386百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 10,078百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19,000 14.4 2,660 4.6 2,700 △3.6 1,453 △2.7 4,582 95

※　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４ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の概況

 当中間連結会計期間において、当社グループは、「ものづくり支援におけるワンストップソリューションの実現」

のため、付加価値向上に結びつく多様なソリューション提案を継続的に推進してまいりました。ＣＡＥソリューショ

ン事業の拡大に向けては、新規商品の発掘および自社製品の開発や機能アップに積極的に取り組んでまいりました。

ＣＡＥにおけるサービス事業の拡大については、大企業向け産学共同研究・開発への積極的参画ならびに受託解析を

中心としたエンジニアリングサービスの推進に注力してまいりました。また、“人づくり支援”では、中長期的視点

によるＣＡＥエンジニアの養成を目的とした教育プログラムを提供する「ＣＡＥユニバーシティ」を10月22日から開

講いたしました。

 当中間期の売上高は、第２四半期の後半に受注の伸び悩みが一部でみられたものの、全般的に堅調に推移し、計画

を若干上回ることができました。経費面では、当中間期に本社移転を実施し、その一過性費用等により大幅な経費の

増加となりましたが、業務の効率化ならびに経費圧縮に努め、期初計画の営業利益、経常利益を共に達成することが

できました。

 以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は102億32百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益は10億61百万円（前

年同期比2.6％減）、経常利益は11億89百万円（前年同期比5.4％減）、中間純利益は６億46百万円（前年同期比6.9％

減）となりました。事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

 なお、当中間連結会計期間より事業領域の拡大に伴い、事業の種類別セグメントの名称を「ネットワークソリュー

ションサービス事業」から「ＩＴソリューションサービス事業」に変更しております。名称の変更による主要商品・

サービス等の変更はありません。

（ＣＡＥソリューションサービス事業）

 制御、信号処理および通信系分野では、自動車・電機メーカーをはじめとする既存顧客の強い需要に基づく長期保

守契約の増加と、堅調な新規ライセンス需要に支えられ、販売が好調に推移いたしました。機械系分野では、大手重

電メーカーからの大型受注など好調な面もありましたが、顧客層拡大を狙いとした新規受注が伸び悩み、全体として

は、前年度と比較して微増となりました。光学系分野では、フラットパネルディスプレイ市場向けの照明解析ソフト

ウェアが前年度から引き続き好調に推移した一方で、輝度・照度・色度測定システムは、開発元との生産体制見直し

により、前年度を下回りました。エレクトロニクス系分野では、高周波回路設計システムが大手企業において、競合

製品から当社商品へのリプレースが進み好調でしたが、電子回路設計の回路図エントリーが前年度に中小および中堅

企業に大幅に浸透した反動もあり、伸び悩む結果となりました。サービス分野では、前年度より注力してまいりまし

た受託解析サービスが、機械系およびエレクトロニクス系分野での展開が進み、サービス収入の増加に大きく貢献し

ました。新規ＣＡＥ分野では、開発期間の短縮、開発コストの削減といった顧客の高度な要求を実現する最適化・自

動化ソフトウェアの販売が好調に推移いたしました。可視化系分野では、メタボリックシンドロームの早期発見を目

的とした、自社開発の内臓脂肪計測ソフトウェアを中心に堅調に推移しました。

 以上の結果、当事業の売上高は90億49百万円（前年同期比16.0％増）、営業利益は21億69百万円（前年同期比

15.3％増）となりました。

（ＩＴソリューションサービス事業）

　ＩＴソリューション分野においては、業務パフォーマンス改善ソフトウェアが、一般ビジネス分野での導入が進ん

だことと、簡易機能版を投入したことで大幅に伸長しました。また、ハードディスク暗号化ソフトウェアやネットワー

ク暗号化ソフトウェアなどのセキュリティソフトウェアは既存契約の追加受注により、堅調に推移しました。一方、

端末エミュレータおよびＩＴ資産管理ソフトウェアは市場の縮小傾向や主要顧客層への導入の一巡により売上が減少

しました。自社開発の内部統制リスク管理システムは、市場の堅調な需要に支えられ好調に推移しました。なお、昨

年９月にウイルス対策ソフトウェアにおける大口顧客との取引を失い、当中間期の売上高に対する影響は大きいもの

の、既存商品の販売強化等により収益の改善を図ることができました。

 以上の結果、当事業の売上高は11億83百万円（前年同期比21.5％減）、営業利益は70百万円（前年同期比19.7％増）

となりました。
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②連結業績予想に関する定性的情報

2007年度の主要な製造業企業においては、激しくなるグローバル競争を勝ち抜くため、資金を重点的に研究開発に

振り向ける姿勢が鮮明になっております。ＣＡＥソリューションサービス事業においては、自動車、電機、精密機器

業界を中心に、グローバルな製品開発への姿勢が旺盛であり、製品の品質向上、開発期間の短縮、開発コスト削減、

製品の安全性の向上ならびに環境に配慮した製品開発に貢献するエンジニアリングソフトウェアは引き続き高い需要

が見込まれます。当社グループは、主力商品・製品を中心としたマルチプロダクトによるソリューション提案を重点

顧客向けに推進してまいります。また、一昨年、昨年、今年度に新規投入した商品・製品の確実な立ち上げに注力し

てまいります。併せて、「人づくり支援」を目的とした「ＣＡＥユニバーシティ」の事業化に努めてまいります。Ｉ

Ｔソリューションサービス事業においても、業務の効率化、内部統制強化、セキュリティ環境の強化等、中長期的に

は、当社グループ取り扱いのソフトウェアも底堅い需要が想定されます。当社グループは、業務パフォーマンス改善

ソフトウェアについて、引き続き一般ビジネス分野への拡販に注力すると共に、PC操作マニュアルの作成目的に特化

した簡易機能版の更なる拡大を目指します。さらに、弊社取扱いの制御設計プログラムの教育ツールとして自動車メー

カー等に採用を働きかけてまいります。また、上期に国内総代理店として発売を開始したSaaS（ASP）形態のセキュリ

ティサービスの立ち上がりが順調で既に複数の大型見込み客が獲得できているため、これらの受注に注力いたします。

そして、内部統制リスク管理システムは市場の変化に対応できる周辺機能の開発に注力し高度なソリューション提供

に取り組んでまいります。

しかしながら、海外市場での米国の景気悪化への警戒感や円高等でグローバル展開の自動車、電機、精密機器業界

への影響、更に国内の個人消費の停滞から、楽観的なシナリオは描きにくい状況です。以上のことから、不透明なリ

スクが想定されますが、期初計画を達成するよう取組んでまいる所存です。

なお、通期の業績予想につきましては、平成19年４月26日に公表した数値より変更はしておりません。

(2）財政状態に関する分析

①当中間連結会計期間末の資産、負債および純資産の状況

　当中間連結会計期間末における総資産は、151億76百万円となり、前連結会計年度末比５億93百万円の減少となりま

した。

　資産の部では、流動資産は、113億71百万円となり、前連結会計年度末比16億４百万円の減少となりました。主な減

少の内訳として、保守サービスに対するロイヤリティーの前渡金が３億62百万円増加しましたが、受取手形及び売掛

金が６億48百万円、有価証券が14億63百万円それぞれ減少したことによるものです。固定資産は、38億５百万円とな

り、前連結会計年度末比10億11百万円の増加となりました。主な増加の内訳として、運用目的の投資有価証券の増加

および平成19年５月に本社事務所を秋葉原に移転したことにより新たに取得した資産等によるものです。

　負債の部では、負債合計が46億36百万円となり、前連結会計年度末比10億５百万円の減少となりました。主な減少

の内訳として、買掛金４億68百万円、未払法人税等３億33百万円、固定資産の購入等に伴う未払金１億57百万等の減

少によるものです。

　純資産の部では、純資産合計が105億40百万円となり、前連結会計年度末比４億12百万円の増加となりました。主な

増加の内訳として、配当金の支払いにより２億85百万円減少しましたが、中間純利益６億46百万円を計上したことに

より利益剰余金が３億53百万円増加したことによります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の64.2％か

ら69.4％となりました。

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の現金及び現金同等物の残高は20億92百万円となり、前連結会計年度末比74百万円増加いた

しました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、３億33百万円のプラスとなりました。これは、主に税金等調整前中間純利

益10億46百万円、減価償却費１億98百万円、売上債権の減少により７億44百万円増加し、一方、仕入債務の減少８億

30百万円、秋葉原移転に伴う旧本社ビルの原状回復費用の支払いを含む未払費用の減少１億88百万円、法人税等の支

払い７億46百万円など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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、20百万円のプラスとなりました。これは、主に有形・無形固定資産の取得

による支出７億４百万円があったものの、有価証券および投資有価証券の運用による純収入５億33百万円、旧本社ビ

ルの敷金の返金による収入１億86百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、２億79百万円のマイナスとなりました。これは、主に配当金の支払い２億

83百万円によるものです。
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 　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） ― 66.1 64.2 69.4 

時価ベースの自己資本比率（％） ― 307.3 154.3 151.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年）
― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
― ― ― ―

　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　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．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、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

　　　　３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　４．有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する配当政策を最重要課題とし、安定的かつ継続的な配当を行いながら、産業界の急激な変化・

発展に対応した収益基盤の強化・拡充と、積極的な事業展開に備えるための内部留保に努めることを利益配分の基本

としております。

　各期の配当につきましては、安定配当を基本としながらも、配当性向30％を目処に業績に連動した配当を実施する

こととしております。

　当社は、役員、従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め、優秀な人材を確保し、企業価値を高めることを目的

としたストックオプションを実施しております。その他の利益配分につきましては、今後の情勢を慎重に判断し、取

締役会において決定してまいります。

　なお、内部留保金につきましては、先端分野の調査・研究、新規ソフトウェアの発掘、人材育成、セミナーの施設

等の設備投資への積極的活用により、収益基盤の強化・拡充を図ります。

　当期の中間配当金につきましては、上記の方針に従い業績等を勘案し、１株当たり700円とさせていただきました。

当期の年間配当金は、中間配当を含め、１株当たり1,600円を予定しております。

(4）事業等のリスク

  当社グループの事業展開上、リスクとなる可能性がある主な事項は次のとおりであります。なお、文中における将

来に関する事項は、当連結会計期間末日現在において、当社グループが判断したものであります。

①商品競争力に係るリスク

　当社グループの事業は、デジタルエンジニアリング分野において、世界的かつ先端的な信頼の高いソフトウェアを、

関連する技術サービスとともにソリューションとして提供するものであります。当社グループが取扱う主要なソフト

ウェアは、これまでの長い商品ライフサイクルにおいて常に進化を繰り返してきておりますが、将来強力な競合ソフ

トウェアの出現や、開発元の開発力の低下等の理由により、市場競争力が低下することで、業績に悪影響をおよぼす

可能性があります。

　このため当社グループでは、競合商品の動向や開発元の開発力について調査・検証を行う一方で、競争力のある商

品の開拓に努め、リスクの低減に努めております。

②特定の仕入先への依存度に関するリスク

　当社グループが取扱っているソフトウェアは、その多くが開発元から直接仕入れているため、仕入先が限定されて

おり、その依存度は高いと考えております。また、主要な開発元との販売代理店契約は原則として、非独占かつ短期

間で更新するものとなっており、他の有力な販売代理店が指定された場合や、開発元自身が直営を開始する場合、ま

たは、販売代理店契約が更新されない場合には、業績に悪影響をおよぼす可能性があります。なお、開発元の買収等

の経営権等にかかる状況の変化により、契約の見直しを求められる可能性もあります。
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③事業投資によるリスク

　当社グループは、「ＣＡＥのワンストップソリューション企業」としての地位を築くために、Ｍ＆Ａが有効な手段

であると認識しております。

　当社グループでは、Ｍ＆Ａの実施にあたり、企業の財務内容や契約関係等の事前調査を十分に行っておりますが、

買収後に未認識の偶発債務が発生した場合や、当該子会社等の利益が、期待した水準を大幅に下回った場合には、の

れんの残高について、相当の減額を行う必要が生じることで、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④情報漏洩リスク

　業務上、顧客等の個人情報や機密情報を受領する場合があり、当該情報が漏洩した場合には、顧客等からの損害賠

償請求や当社の信用失墜等により、業績に悪影響をおよぼす可能性があります。

　このため、当社では「情報セキュリティ委員会」を設置し、不正アクセス等への物理的、システム的なセキュリティ

対策を講じるとともに、情報セキュリティに関する社内規程を整備し、社員教育を徹底する等、当社の情報管理体制

の維持・強化に努めております。

⑤為替レートの変動に係るリスク

　当社グループが取扱っている主要なソフトウェアは、その多くが海外の開発元から直接仕入れており、その仕入高

および買掛金のほとんどが米ドル建であり、為替相場の変動により採算性が低下し、業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

　このため、当社グループでは、為替予約を行う等、為替変動リスクをヘッジすることにより、リスクの低減化を図っ

ております。

⑥人材確保

　当社グループは、ＣＡＥという非常に専門性の高い分野を中心とした事業を展開しており、製造業の「ものづくり」

においては欠かせない存在として更なるソリューションサービスの向上と拡大に努めております。その担い手である

人材の確保が今後の成長において非常に大きなウェイトを占めるものと考えております。当社グループではこれに対

応すべく、人材採用および育成の専任部門を設けており、中長期における人材の確保に注力しておりますが、優秀な

人材の獲得や人材の育成が計画通りに進まなかった場合、長期的視点から、当社グループの事業展開、業績及び成長

見通しに影響をおよぼす可能性があります。

⑦情報システムに係るリスク

　予測不能な事象により会計システムなどの業務システムやネットワークインフラシステムにトラブルが起こった場

合、復旧が長引くなど業務に重大な支障をきたすことが考えられます。

　このため、当社では、安定的な保守運営を行うために、復旧システムの強化など技術的な対策を講じるとともに、

情報セキュリティ関連の規程を整備し、全社で安全なコンピュータシステムの構築と運用に努めております。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社、親会社、子会社４社（連結子会社２社、非連結子会社２社）により構成されております。当

社および子会社は、ソフトウェアおよび技術サービス（技術サポートやコンサルティング等）によるソリューション

サービス事業を行っております。その事業の対象分野の違いから、ＣＡＥ（注）ソリューションサービスとＩＴソリュー

ションサービスとに分類しております。

　なお、当中間連結会計期間より事業領域の拡大に伴い、事業の種類別セグメントの名称を「ネットワークソリュー

ションサービス事業」から「ＩＴソリューションサービス事業」に変更しております。 

　下表の「ＣＡＥソリューションサービス事業」および「ＩＴソリューションサービス事業」という事業区分は事業の

種類別セグメントと同一であります。 

（注）ＣＡＥとはComputer Aided Engineeringの略で、評価対象物をコンピュータ上でモデル化し、その機能や強度等

をはじめとする多くの工学的問題をシミュレーション（模擬実験）する手法であります。

事業区分 主要な会社

ＣＡＥソリューション

サービス事業 
当社、（株）ケイ・ジー・ティー、（株）プラメディア 

ＩＴソリューション

サービス事業
当社、（株）ケイ・ジー・ティー 

 

当社の事業の系統図は次のとおりであります。

 

ソフトウェア及び技術サービス 
情報通信機器 

ユ ー ザ ー 

 
当 社 

 
 

(

親
会
社)

 富
士
ソ
フ
ト(

株)
 

開 

発 

元 

(非連結子会社) 
西希安工程模擬軟件 

(上海)有限公司 

(連結子会社) 
(株)ケイ・ジー・ティー 
 

(連結子会社) 
(株)プラメディア 

ＩＴ 
ソリューション 
サービス事業 

ＣＡＥ 
ソリューション 
サービス事業 

(非連結子会社) 
莎益博設計系統商貿 

(上海)有限公司 
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関係会社の状況

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容　　※２

議決権の所有

割合又は被所

有割合（％）

関係内容 

 （親会社）

 富士ソフト(株）

※１

神奈川県

横浜市中区
26,200

 情報処理システムの設計・開

発・販売ならびにその運営管

理、保守等

 被所有

53.0

資金の貸付

営業上の取引

 （連結子会社）

(株)ケイ・ジー・

ティー

東京都

新宿区 
100

 ＣＡＥソリューション

サービス事業

ＩＴソリューション

サービス事業

100.0
営業上の取引

役員の兼任１名 

 (株)プラメディア
東京都

中野区 
45

ＣＡＥソリューション

サービス事業
95.0

営業上の取引

役員の兼任１名 

※１ 親会社は有価証券報告書を提出しております。

２ 連結子会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
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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月期中間決算短信（平成18年10月31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。

 　　当該中間決算短信は、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.cybernet.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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,681,278   2,092,808   2,018,570  

２　受取手形及び売掛金 ※２  4,001,933   3,829,837   4,478,768  

３　有価証券   4,496,510   3,035,359   4,499,246  

４　たな卸資産   122,618   96,012   82,981  

５　短期貸付金   1,000,000   1,000,000   1,000,000  

６　前渡金   －   831,165   468,875  

７　繰延税金資産   205,104   318,438   299,789  

８　その他   807,805   171,723   132,543  

貸倒引当金   △4,170   △4,028   △4,733  

流動資産合計   12,311,080 86.8  11,371,316 74.9  12,976,042 82.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  85,357   206,212   24,564   

(2）工具器具備品  224,854 310,211  364,500 570,712  162,638 187,203  

２　無形固定資産           

(1）のれん  474,570   221,431   417,358   

(2）その他  454,944 929,515  566,433 787,864  513,106 930,464  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  110,842   2,126,222   1,133,304   

(2）出資金  84,133   83,557   83,557   

(3）敷金及び保証金  255,147   68,043   254,577   

(4）繰延税金資産  165,580   158,490   194,968   

(5）その他  14,598   12,734   12,651   

　貸倒引当金  △4,620 625,683  △2,610 2,446,438  △3,110 1,675,949  

固定資産合計   1,865,410 13.2  3,805,015 25.1  2,793,617 17.7

資産合計   14,176,490 100.0  15,176,332 100.0  15,769,659 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   1,939,487   1,846,834   2,315,412  

２　未払法人税等   594,857   432,224   766,173  

３　未払消費税等   127,083   124,096   190,574  

４　前受金   629,415   794,874   699,287  

５　賞与引当金   369,535   435,582   379,094  

６　役員賞与引当金   21,909   33,440   62,497  

７　その他   538,022   491,068   735,319  

流動負債合計   4,220,309 29.8  4,158,120 27.4  5,148,359 32.7

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金   390,536   430,735   451,669  

２　役員退職慰労金引当
金

  32,280   47,311   41,986  

固定負債合計   422,816 3.0  478,046 3.1  493,655 3.1

負債合計   4,643,125 32.8  4,636,167 30.5  5,642,015 35.8

           

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

１　資本金   995,000 7.0  995,000 6.6  995,000 6.3

２　資本剰余金   909,000 6.4  909,000 6.0  909,000 5.8

３　利益剰余金   8,259,070 58.3  9,203,314 60.6  8,849,779 56.1

４　自己株式   △689,405 △4.9  △664,190 △4.4  △676,363 △4.3

株主資本合計   9,473,665 66.8  10,443,124 68.8  10,077,416 63.9

 Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  58,062 0.4  101,075 0.7  65,407 0.4

２　繰延ヘッジ損益   － －  △4,698 △0.0  △15,952 △0.1

評価・換算差額等合計   58,062 0.4  96,377 0.7  49,455 0.3

 Ⅲ　少数株主持分   1,636 0.0  662 0.0  772 0.0

純資産合計   9,533,364 67.2  10,540,164 69.5  10,127,644 64.2

負債純資産合計   14,176,490 100.0  15,176,332 100.0  15,769,659 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,308,810 100.0  10,232,515 100.0  18,998,366 100.0

Ⅱ　売上原価   5,832,775 62.7  6,288,362 61.5  11,690,094 61.5

売上総利益   3,476,035 37.3  3,944,153 38.5  7,308,271 38.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,386,671 25.6  2,882,903 28.2  4,767,602 25.1

営業利益   1,089,363 11.7  1,061,250 10.3  2,540,669 13.4

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  24,180   20,585   45,043   

２　受取配当金  －   37,804   －   

３　為替差益  115,939   50,614   184,398   

４　助成金収入  24,972   10,810   47,819   

５　その他  4,057 169,150 1.8 9,110 128,924 1.3 10,365 287,626 1.5

Ⅴ　営業外費用           

１　売上割引  －   78   167   

２　その他  297 297 0.0 170 249 0.0 643 811 0.0

経常利益   1,258,216 13.5  1,189,926 11.6  2,827,484 14.9

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 4,363 4,363 0.0 － － － 8,381 8,381 0.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※３ 2,470   4,201   5,312   

２　固定資産譲渡損 ※４ －   34   －   

３　出資金評価損  13,339   －   13,339   

４　退職給付費用  －   －   30,687   

５　本社移転費用  －   －   178,190   

６　のれん償却額 ※５ －   138,714   －   

７　その他  － 15,810 0.1 － 142,949 1.4 233 227,763 1.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,246,769 13.4  1,046,976 10.2  2,608,102 13.7

法人税、住民税及び
事業税

 587,678   414,357   1,246,834   

法人税等調整額  △35,395 552,282 5.9 △14,241 400,116 3.9 △153,586 1,093,248 5.7

少数株主損失   509 0.0  109 0.0  1,374 0.0

中間（当期）純利益   694,996 7.5  646,970 6.3  1,516,227 8.0
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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）

995,000 909,000 7,899,890 △746,791 9,057,099

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △237,202  △237,202

役員賞与（注）   △60,260  △60,260

中間純利益   694,996  694,996

自己株式の処分   △38,354 57,385 19,031

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）

－ － 359,179 57,385 416,565

平成18年９月30日　残高　 　　　
（千円）

995,000 909,000 8,259,070 △689,405 9,473,665

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）

69,314 69,314 2,146 9,128,560

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △237,202

役員賞与（注）    △60,260

中間純利益    694,996

自己株式の処分    19,031

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）

△11,251 △11,251 △509 △11,761

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△11,251 △11,251 △509 404,803

平成18年９月30日　残高
（千円）

58,062 58,062 1,636 9,533,364

 （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）

995,000 909,000 8,849,779 △676,363 10,077,416

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △285,299  △285,299

中間純利益   646,970  646,970

自己株式の処分   △8,135 12,172 4,036

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）

－ － 353,535 12,172 365,707

平成19年９月30日　残高　 　　　
（千円）

995,000 909,000 9,203,314 △664,190 10,443,124

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

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高　
（千円）

65,407 △15,952 49,455 772 10,127,644

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △285,299

中間純利益     646,970

自己株式の処分     4,036

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

35,667 11,253 46,921 △109 46,812

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

35,667 11,253 46,921 △109 412,520

平成19年９月30日　残高
（千円）

101,075 △4,698 96,377 662 10,540,164
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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）

995,000 909,000 7,899,890 △746,791 9,057,099

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △237,202  △237,202

剰余金の配当   △221,804  △221,804

役員賞与（注）   △46,590  △46,590

役員賞与   △13,670  △13,670

当期純利益   1,516,227  1,516,227

自己株式の処分   △47,071 70,428 23,356

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）

－ － 949,889 70,428 1,020,317

平成19年３月31日　残高　 　　　
（千円）

995,000 909,000 8,849,779 △676,363 10,077,416

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

 繰延ヘッジ
損益

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高　
（千円）

69,314 － 69,314 2,146 9,128,560

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △237,202

剰余金の配当     △221,804

役員賞与（注）     △46,590

役員賞与     △13,670

当期純利益     1,516,227

自己株式の処分     23,356

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△3,906 △15,952 △19,858 △1,374 △21,233

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,906 △15,952 △19,858 △1,374 999,083

平成19年３月31日　残高
（千円）

65,407 △15,952 49,455 772 10,127,644

 （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）

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） 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  1,246,769 1,046,976 2,608,102

減価償却費  128,132 198,401 281,179

のれん償却額  53,292 195,926 110,505

受取利息及び受取配当金  △24,180 △58,389 △45,043

為替差損益  △3,803 95 △10,441

固定資産売却益  △4,363 － △8,381

固定資産除却損  2,470 4,201 5,312

固定資産譲渡損  － 34 －

出資金評価損  13,339 － 13,339

売上債権の増減額  333,615 744,418 △73,589

たな卸資産の増減額  △37,418 △13,031 2,218

仕入債務の増減額  △581,806 △830,868 △140,312

未払費用の増減額  2,555 △188,440 125,092

未払消費税等の増減額  △1,781 △66,478 61,710

貸倒引当金の増減額  1,681 △1,205 734

賞与引当金の増減額  70,977 56,488 80,536

役員賞与引当金の増減額  21,909 △29,057 62,497

退職給付引当金の増減額  △13,192 △20,933 17,253

役員退職慰労金引当金の増減額  △25,562 5,325 △15,856

役員賞与の支払額  △60,260 － △60,260

その他  △51,828 △18,786 273,882

小計  1,070,547 1,024,678 3,288,481

利息及び配当金の受取額  30,282 55,826 55,259

法人税等の支払額  △437,969 △746,616 △928,438

営業活動によるキャッシュ・フロー  662,860 333,888 2,415,301
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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）

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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

事業譲受による支出  △237,631 － △237,631

有形固定資産の取得による支出  △33,655 △463,024 △104,826

有形固定資産の売却による収入  － 5,334 －

無形固定資産の取得による支出  △79,490 △241,037 △212,765

有価証券の取得による支出  △8,490,296 △3,493,319 △13,486,235

有価証券の償還による収入  7,076,531 3,991,607 12,072,171

有価証券の解約による収入  － 968,113 －

投資有価証券の取得による支出  － △935,271 △1,010,095

投資有価証券の払戻による収入  － 2,400 －

貸付けによる支出  △1,000,000 △1,000,000 △2,000,000

貸付金の回収による収入  1,000,000 1,000,000 2,000,000

保険積立金の積立による支出  △1,082 △1,082 △2,165

出資金の払込による支出  △80,234 － △80,234

その他  △3,622 186,534 7,669

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,849,482 20,253 △3,054,113

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

ストックオプションの権利行使による収入  19,031 4,036 23,356

配当金の支払額  △236,542 △283,845 △458,023

財務活動によるキャッシュ・フロー  △217,511 △279,808 △434,667

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3,803 △95 10,441

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △1,400,329 74,237 △1,063,037

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,081,608 2,018,570 3,081,608

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 1,681,278 2,092,808 2,018,570
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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）連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

(株)ケイ・ジー・ティー

(株)プラメディア

（2）非連結子会社の名称等

西希安工程模擬軟件(上海)有

限公司

莎益博設計系統商貿(上海)有

限公司

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しており

ます。

（1）連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

同左

（2）非連結子会社の名称等

同左

（1）連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

同左

（2）非連結子会社の名称等

西希安工程模擬軟件(上海)有

限公司

莎益博設計系統商貿(上海)有

限公司

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためで

あります。

２．持分法の適用に関する

事項

持分法を適用していない非連結子

会社（西希安工程模擬軟件(上海)有

限公司、莎益博設計系統商貿(上

海)有限公司）は、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しておりま

す。

同左 持分法を適用していない非連結子

会社（西希安工程模擬軟件(上海)有

限公司、莎益博設計系統商貿(上

海)有限公司）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に

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

連結子会社のうち(株)プラメディ

アの中間決算日は、６月30日であり

ます。中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、中

間連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

同左 連結子会社のうち(株)プラメディ

アの決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、１月１日から連

結決算日３月31日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 
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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．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

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法を採用しており

ます。

（イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

（イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）を

採用しております。

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの 

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平

均法により算定）を採用し

ております。

時価のないもの 

同左

 ②　　　─────

 

②　デリバティブ

時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左

 ③　たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法を採用

しております。

③　たな卸資産

仕掛品

同左 

③　たな卸資産

仕掛品

同左 

 商品

先入先出法による原価法を

採用しております。

商品

同左

商品

同左

 貯蔵品

先入先出法による原価法を

採用しております。

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

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

（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

建物 ３年～15年

工具器具備品 ４年～５年

 ②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売収

益による償却方法と見込販売期

間（３年以内）の均等配分額を

比較し、いずれか大きい額を償

却する方法によっておりま

す。 

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

 （ハ）重要な引当金の計上基準 

①　貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

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

従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額のうち、

当中間連結会計期間に負担すべ

き金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、賞与支給見込額のうち、

当連結会計年度に負担すべき金

額を計上しております。
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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）

 ③　役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち、当

中間連結会計期間に負担すべき

金額を計上しております。

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しておりま

す。

これにより、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利

益は、それぞれ21,909千円減少

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。

③　役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち、当

中間連結会計期間に負担すべき

金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、賞与支給見込額のうち、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62,497千円減少

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。

 ④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける自己都合要支給額の金額か

ら年金資産の額を控除した額を

計上しております。

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末に発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

（追加情報）

当社は、従来、退職給付債務

は簡便法により算定しておりま

したが、従業員数の増加に伴い

退職給付に係る会計処理をより

適正に行うため、前連結会計年

度末より原則法に変更しており

ます。この結果、従来の方法に

よった場合と比較して、税金等

調整前中間期純利益は5,246千

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、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、

当連結会計年度末に発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。 

（追加情報）

当社は、従来、退職給付債務

は簡便法により算定しておりま

したが、従業員数の増加に伴い

退職給付に係る会計処理をより

適正に行うため、当連結会計年

度末より原則法に変更しており

ます。この変更に伴い、簡便法

と原則法の差額30,687千円を特

別損失に計上しております。こ

の結果、従来の方法によった場

合と比較して、税金等調整前当

期純利益は30,687千円減少して

おります。

 ⑤　役員退職慰労金引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当中間

連結会計期間末要支給額を計上

しております。

⑤　役員退職慰労金引当金

同左

⑤　役員退職慰労金引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

 （ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、為替換算差額

は損益として処理しておりま

す。 

（ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

同左

（ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替換算差額は損益と

して処理しております。
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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）

 （ホ）　　　─────

 

（ホ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。

（ホ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

  

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約または通貨オプ

ション

ヘッジ対象

外貨建予定取引により発

生が見込まれる債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

  

 

③　ヘッジ方針

当社は、為替リスク管理基準

に基づき、外貨建取引の為替

レートの変動によるリスクを

ヘッジするため、為替予約を締

結しております。

③　ヘッジ方針

同左

  

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しておりま

す。

 （追加情報）

外貨建予定取引に係る為替予

約取引は、従来時価評価を行い、

損益処理しておりましたが、前

連結会計年度末以降の外貨建予

定取引をヘッジするために行っ

た為替予約取引よりヘッジ会計

を適用し、繰延ヘッジ処理をし

ております。

これは、長年の取引により、外

貨建取引額の見通し精度が高ま

り、取引高の予測が十分可能に

なったこと、また、今後も売上

の増加に伴って、外貨建仕入取

引が増加することが確実に見込

まれることとなったことから、

為替変動リスクの管理活動を財

務諸表に適切に反映し、財政状

態および経営成績をより適正に

表示するため、変更したもので

あります。

　この結果、従来の方法によっ

た場合と比べて、経常利益およ

び税金等調整前中間純利益はそ

れぞれ7,909千円増加しており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しておりま

す。

（追加情報）

外貨建予定取引に係る為替予

約取引は、従来時価評価を行い、

損益処理しておりましたが、翌

連結会計年度の外貨建予定取引

をヘッジするために行った為替

予約取引よりヘッジ会計を適用

し、繰延ヘッジ処理をしており

ます。

これは、長年の取引により、外

貨建取引額の見通し精度が高ま

り、取引高の予測が十分可能に

なったこと、また、今後も売上

の増加に伴って、外貨建仕入取

引が増加することが確実に見込

まれることとなったことから、

為替変動リスクの管理活動を財

務諸表に適切に反映し、財政状

態および経営成績をより適正に

表示するため、変更したもので

あります。

　この結果、従来の方法によっ

た場合と比べて、経常利益およ

び税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ26,855千円増加しており

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

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

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

9,531,727千円であります。　

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

10,142,824千円であります。

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。

（企業結合に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基

準第７号）ならびに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基

準適用指針第10号）を適用しております。

───── （企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準

第７号）ならびに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会　最終改正平成18年12月22日　企業

会計基準適用指針第10号）を適用しております。

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）

「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「のれん」として

表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「のれん償

却額」として表示しております。

（中間連結貸借対照表）

「前渡金」は、前中間連結会計期間末は、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資

産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間連結会計期間末の「前渡金」の金額は534,444千円

であります。

─────

サイバネットシステム㈱（4312）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 22 －



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

 669,693千円

※２　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形　　　　　　  76,072千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 472,073千円

※２　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形　　　　　　   9,639千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 674,877千円

※２　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当連結会計年

度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

受取手形　　　　　　  4,945千円

（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）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額

従業員給与及び賞与 661,900 千円

賞与引当金繰入額 225,514  

役員賞与引当金繰入額 21,909  

役員退職慰労金引当金

繰入額 

8,179  

広告宣伝費 228,023  

地代家賃 137,006  

のれん償却額 53,292  

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額

従業員給与及び賞与 720,930 千円

賞与引当金繰入額 263,661  

役員賞与引当金繰入額 34,391  

役員退職慰労金引当金

繰入額 

10,509  

広告宣伝費 227,434  

地代家賃 359,410  

のれん償却額 57,212  

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額

従業員給与及び賞与 1,524,965 千円

賞与引当金繰入額 265,950  

役員賞与引当金繰入額 62,497  

広告宣伝費 477,467  

地代家賃 273,323  

業務委託費 314,869  

旅費交通費 254,193  

※２　固定資産売却益の内訳

工具器具備品 4,363 千円

※２            ───── ※２　固定資産売却益の内訳

工具器具備品 8,381 千円

※３　固定資産除却損の内訳

建物 239 千円

工具器具備品 2,124  

ソフトウェア 106  

※３　固定資産除却損の内訳

建物 797 千円

工具器具備品 3,232  

ソフトウェア 170  

※３　固定資産除却損の内訳

建物 239 千円

工具器具備品 4,864  

ソフトウェア 208  

※４            ───── ※４　固定資産譲渡損の内訳

工具器具備品 34 千円

※４            ─────

※５            ───── ※５　のれん償却額は、親会社において、連結

子会社の株式について評価損を計上したこ

とにより、連結上ののれんを一括償却した

ものであります。

※５            ─────
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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　 324,000 － － 324,000

合計 324,000 － － 324,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 7,730 － 594 7,136

合計 7,730 － 594 7,136

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少594株は、ストック・オプションの行使に対する売却であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連
結会計期
間末残高
（千円）

前連結会
計年度末

当中間連
結会計期
間増加

当中間連
結会計期
間減少

当中間連
結会計期
間末

提出会社 平成15年新株予約権（注）１ 普通株式 2,826 － 594 2,232 －

平成16年新株予約権（注）２ 普通株式 2,313 － 102 2,211 －

合計 － 5,139 － 696 4,443 －

 （注）１．平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　　　２．平成16年新株予約権の減少は、権利の消滅によるものです。

 　　　３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

　３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 237,202 750  平成18年３月31日  平成18年６月23日

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

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月31日

取締役会
普通株式 221,804 利益剰余金 700  平成18年９月30日  平成18年11月27日
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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）

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　 324,000 － － 324,000

合計 324,000 － － 324,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 7,001 － 126 6,875

合計 7,001 － 126 6,875

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少126株は、ストック・オプションの行使に対する売却であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連
結会計期
間末残高
（千円）

前連結会
計年度末

当中間連
結会計期
間増加

当中間連
結会計期
間減少

当中間連
結会計期
間末

提出会社 平成15年　ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
－ － － － － －

平成16年　ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

 （注）会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため残高はありません。

　３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月15日

取締役会
普通株式 285,299 900  平成19年３月31日  平成19年６月25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31日

取締役会
普通株式 221,987 利益剰余金 700  平成19年９月30日  平成19年11月19日
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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　 324,000 － － 324,000

合計 324,000 － － 324,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 7,730 － 729 7,001

合計 7,730 － 729 7,001

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少729株は、ストック・オプションの行使に対する売却であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 平成15年　ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
－ － － － － －

平成16年　ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

（注）会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため残高はありません。

　３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 237,202 750  平成18年３月31日  平成18年６月23日

平成18年10月31日

取締役会
普通株式 221,804 700  平成18年９月30日  平成18年11月27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５月15日

取締役会
普通株式 285,299 利益剰余金 900  平成19年３月31日  平成19年６月25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

※　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 1,681,278 千円

現金及び現金同等物 1,681,278  

 （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,092,808 千円

現金及び現金同等物 2,092,808  

 （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,018,570 千円

現金及び現金同等物 2,018,570  

（リース取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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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）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの    

コマーシャル・ペーパー 1,996,818 1,997,510 691

時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの    

コマーシャル・ペーパー 999,685 999,680 △5

 リパッケージ債 1,000,000 996,000 △4,000

合計 3,996,503 3,993,190 △3,313

２．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 10,155 107,737 97,581

合計 10,155 107,737 97,581

３．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  

マネー・マネジメント・ファンド 500,006

外貨建非上場株式 3,105

　（注）　表中の「中間連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。
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当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの    

コマーシャル・ペーパー 499,311 499,360 48

時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの    

コマーシャル・ペーパー 498,844 498,830 △14

 社債 500,000 500,000 －

合計 1,498,156 1,498,190 33

２．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 10,155 157,441 147,285

投資信託 1,942,967 1,965,740 22,772

合計 1,953,123 2,123,181 170,058

３．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  

マネー・マネジメント・ファンド 535,760

キャッシュ・ファンド 1,001,442

外貨建非上場株式 3,041

　（注）　表中の外貨建非上場株式の「中間連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの    

コマーシャル・ペーパー 997,847 998,160 312

社債 500,000 500,100 100

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの    

コマーシャル・ペーパー 999,361 999,295 △66

合計 2,497,209 2,497,555 345

２．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 10,155 120,593 110,437

投資信託 1,010,095 1,009,600 △495

合計 1,020,251 1,130,193 109,941

３．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  

マネー・マネジメント・ファンド 1,001,024

キャッシュ・ファンド 1,001,012

外貨建非上場株式 3,110

　（注）　表中の外貨建非上場株式の「連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。
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（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）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 3,111,517 3,267,277 157,776

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引は先物為替相場によっております。

２．取引の状況に関する事項

①取引の内容

　デリバティブ取引は、通貨関連で為替予約取引および通貨オプション取引を利用することとしております。

②取引に対する取組方針

　為替予約取引および通貨オプション取引は、外貨建の仕入取引をヘッジするためのものであり、投機目的の

デリバティブ取引は実施しないこととしております。

③取引の利用目的

　外貨建仕入取引に係る為替変動リスクの回避を目的として、為替予約取引および通貨オプション取引を行っ

ております。

④取引に係るリスクの内容

為替予約取引および通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。為替予約およ

び通貨オプションに関しては、信用度の高い国内の金融機関と取引しているため、いわゆる信用リスクはない

と判断しております。

⑤取引に係るリスク管理体制

当社において、デリバティブ取引は、取引方針を経営幹部会議にて審議検討したのち、「職務権限規程」等

の内規に従い、取締役会の決裁により取引を実行しております。なお取引残高、損益状況等取引に係る事項に

ついては経営幹部会議にて報告することとしております。

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 680,361 676,714 △3,646

（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

３．取引の状況に関する事項

①取引の内容

　デリバティブ取引は、通貨関連で為替予約取引および通貨オプション取引を利用することとしております。

②取引に対する取組方針

　為替予約取引および通貨オプション取引は、外貨建の仕入取引をヘッジするためのものであり、投機目的の

デリバティブ取引は実施しないこととしております。

③取引の利用目的

　外貨建仕入取引に係る為替変動リスクの回避を目的として、為替予約取引および通貨オプション取引を行っ

ております。

④取引に係るリスクの内容

為替予約取引および通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。為替予約およ

び通貨オプションに関しては、信用度の高い国内の金融機関と取引しているため、いわゆる信用リスクはない

と判断しております。

⑤取引に係るリスク管理体制

当社において、デリバティブ取引は、取引方針を経営幹部会議にて審議検討したのち、「職務権限規程」等

の内規に従い、取締役会の決裁により取引を実行しております。なお取引残高、損益状況等取引に係る事項に

ついては経営幹部会議にて報告することとしております。
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 710,168 764,299 54,131

（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

３．取引の状況に関する事項

①取引の内容

　デリバティブ取引は、通貨関連で為替予約取引および通貨オプション取引を利用することとしております。

②取引に対する取組方針

　為替予約取引および通貨オプション取引は、外貨建の仕入取引をヘッジするためのものであり、投機目的の

デリバティブ取引は実施しないこととしております。

③取引の利用目的

　外貨建仕入取引に係る為替変動リスクの回避を目的として、為替予約取引および通貨オプション取引を行っ

ております。

④取引に係るリスクの内容

　為替予約取引および通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。為替予約およ

び通貨オプションに関しては、信用度の高い国内の金融機関と取引しているため、いわゆる信用リスクはない

と判断しております。

⑤取引に係るリスク管理体制

　当社において、デリバティブ取引は、取引方針を経営幹部会議にて審議検討したのち、「職務権限規程」等

の内規に従い、取締役会の決裁により取引を実行しております。なお取引残高、損益状況等取引に係る事項に

ついては経営幹部会議にて報告することとしております。

（ストック・オプション等関係）

   中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（企業結合会計等）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

 

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式

 （1）相手企業の名称及び事業の内容

　　　株式会社京浜アートワーク　　ＰＣＢシミュレーション、設計およびコンサルティング

　　　株式会社ＥＤＡコネクト　　　ＰＣＢの設計・製造用ツールの開発、販売　　

 （2）企業結合を行った主な理由

　ＥＤＡ分野において、これまで当社グループが行っていたソフトウェア販売およびその技術サポートの

提供に加え、ＰＣＢ設計や高度なＰＣＢシミュレーション等、より幅広いまた充実したソリューションサー

ビスの提供が可能になると判断したためであります。

 （3）企業結合日

　　　平成18年５月１日

 （4）企業結合の法的形式

　　　事業譲受契約

 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

　　平成18年５月１日から平成18年９月30日までの５ヶ月間となっております。

 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

　取得事業の取得原価は、237,631千円であり、その内訳は仕掛品500千円、少額備品1,669千円、ソフトウェ

ア250千円、のれん235,212千円であります。

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 （1）のれんの金額　　　　　　235,212千円

 （2）発生原因

　　  平成18年５月１日現在で評価した超過収益額

 （3）償却方法及び償却期間

　　　５年間の均等償却を行っております。

 

５．企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産   　　　　500千円

固定資産   　　　1,919千円

資産計   　　　　2,419千円

 

６．企業結合が中間連結会計期間開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計

　算書に及ぼす影響の概算額

経常利益　　 1,254,296千円

中間純利益　　 691,076千円

　概算額は、企業結合が中間連結会計期間開始の日に完了したと仮定して算定された損益情報を記載して

おります。

 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件）

 （1）取得事業の取得原価

　　　営業譲渡日における取得事業の時価を基礎に算定しております。

 （2）のれんの金額

　　　営業譲渡日に評価した超過収益額をのれんとして認識しております。

 （3）のれんの償却期間及び償却方法

　　　５年間の均等償却を行っております。

 

　　なお、当該注記については監査証明を受けておりません。
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当中間連結会計期間末（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（平成19年３月31日）

 

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式

 （1）相手企業の名称及び事業の内容

　　　株式会社京浜アートワーク　　ＰＣＢシミュレーション、設計およびコンサルティング

　　　株式会社ＥＤＡコネクト　　　ＰＣＢの設計・製造用ツールの開発、販売　　

 （2）企業結合を行った主な理由

　ＥＤＡ分野において、これまで当社グループが行っていたソフトウェア販売およびその技術サポートの

提供に加え、ＰＣＢ設計や高度なＰＣＢシミュレーション等、より幅広いまた充実したソリューションサー

ビスの提供が可能になると判断したためであります。

 （3）企業結合日

　　　平成18年５月１日

 （4）企業結合の法的形式

　　　事業譲受契約

 

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

　　平成18年５月１日から平成19年３月31日までの11ヶ月間となっております。

 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

　取得事業の取得原価は、237,631千円であり、その内訳は仕掛品500千円、少額備品1,669千円、ソフトウェ

ア250千円、のれん235,212千円であります。

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 （1）のれんの金額　　　　　　235,212千円

 （2）発生原因

　　  平成18年５月１日現在で評価した超過収益額

 （3）償却方法及び償却期間

　　　５年間の均等償却を行っております。

 

５．企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

流動資産   　　　　500千円

固定資産   　　　1,919千円

資産計   　　　　2,419千円

 

６．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書におよぼ

す影響の概算額

経常利益　　 　　3,920千円

当期純利益　 　　3,920千円

　概算額は、企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された損益情報を記載しており

ます。

　　　なお、当該注記については監査証明を受けておりません。

 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件）

 （1）取得事業の取得原価

　　　営業譲渡日における取得事業の時価を基礎に算定しております。

 （2）のれんの金額

　　　営業譲渡日に評価した超過収益額をのれんとして認識しております。

 （3）のれんの償却期間及び償却方法

　　　５年間の均等償却を行っております。
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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）

 

ＣＡＥ
ソリューション
サービス事業
（千円）

ネットワーク　
ソリューション
サービス事業
（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 7,802,085 1,506,724 9,308,810 ― 9,308,810

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
600 210 810 △810 ― 

計 7,802,685 1,506,935 9,309,621 △810 9,308,810

営業費用 5,920,747 1,447,836 7,368,584 850,862 8,219,446

営業利益 1,881,938 59,098 1,941,036 △851,673 1,089,363

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、当社グループのユーザーに提供する商品およびサービス等の種類の類似性により区分しております。

２．各区分に属する主要な商品・サービス等

事業区分 主要商品・サービス等

ＣＡＥ

ソリューション

サービス事業 

有限要素法解析ソフトウェア、汎用数値解析ソフトウェア、光学解析・照明解析ソ

フトウェア、電子回路シミュレータ、高周波回路設計システム、汎用可視化ソフト

ウェア、医用画像ソフトウェア、樹脂流動解析ソフトウェア、ユーザ教育、受託解

析サービス

ネットワーク

ソリューション

サービス事業

ＰＣ接続ソフトウェア、ＰＣ資産管理・ライセンス管理ソフトウェア、ビジネスプ

ロセスマネジメントソフトウェア、セキュリティ対策ソフトウェア、Ｗｅｂ会議

サービス、内部統制リスク管理システム

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（860,000千円）の主なものは、管理部門に係

る費用であります。

４．会計方針の変更

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（ハ）③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「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、「消去又は全社」の営業費用は21,909千円増加し、営業利益

が同額減少しております。
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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）

 

ＣＡＥ
ソリューション
サービス事業
（千円）

ＩＴソリュー
ションサービス

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 9,049,242 1,183,273 10,232,515 － 10,232,515

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,200 31 1,231 △1,231 － 

計 9,050,442 1,183,304 10,233,747 △1,231 10,232,515

営業費用 6,881,271 1,112,557 7,993,829 1,177,435 9,171,265

営業利益 2,169,170 70,746 2,239,917 △1,178,667 1,061,250

（注）１．事業区分の方法

事業は、当社グループのユーザーに提供する商品およびサービス等の種類の類似性により区分しております。

なお、当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントの名称を「ネットワークソリューションサービス事

業」から「ＩＴソリューションサービス事業」に変更しております。名称の変更による主要商品・サービス等

の変更はありません。

２．各区分に属する主要な商品・サービス等

事業区分 主要商品・サービス等

ＣＡＥ

ソリューション

サービス事業 

有限要素法解析ソフトウェア、汎用数値解析ソフトウェア、光学解析・照明解析ソ

フトウェア、輝度・照度・色度測定システム、電子回路シミュレータ、高周波回路

設計システム、汎用可視化ソフトウェア、医用画像ソフトウェア、樹脂流動解析ソ

フトウェア、ユーザ教育、受託解析サービス

ＩＴ

ソリューション

サービス事業

ＰＣ接続ソフトウェア、ＩＴ資産管理・ライセンス管理ソフトウェア、業務パフォー

マンス改善ソフトウェア、セキュリティ対策ソフトウェア、Ｗｅｂ会議サービス、

内部統制リスク管理システム

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（1,177,332千円）の主なものは、管理部門に

係る費用であります。
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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）

 

ＣＡＥ
ソリューション
サービス事業
（千円）

ネットワーク　
ソリューション
サービス事業
（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 16,392,243 2,606,122 18,998,366 － 18,998,366

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,920 4,020 11,940 △11,940 － 

計 16,400,163 2,610,142 19,010,306 △11,940 18,998,366

営業費用 12,325,262 2,505,213 14,830,475 1,627,220 16,457,696

営業利益 4,074,901 104,929 4,179,830 △1,639,161 2,540,669

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、当社グループのユーザーに提供する商品およびサービス等の種類の類似性により区分しております。

２．各区分に属する主要な商品・サービス等

事業区分 主要商品・サービス等

ＣＡＥ

ソリューション

サービス事業 

有限要素法解析ソフトウェア、汎用数値解析ソフトウェア、光学解析・照明解析ソ

フトウェア、輝度・照度・色度測定システム、電子回路シミュレータ、高周波回路

設計システム、汎用可視化ソフトウェア、医用画像ソフトウェア、樹脂流動解析ソ

フトウェア、ユーザ教育、受託解析サービス

ネットワーク

ソリューション

サービス事業

ＰＣ接続ソフトウェア、ＰＣ資産管理・ライセンス管理ソフトウェア、ビジネスプ

ロセスマネジメントソフトウェア、セキュリティ対策ソフトウェア、Ｗｅｂ会議

サービス、内部統制リスク管理システム

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（1,652,996千円）の主なものは、管理部門に

係る費用であります。

４．会計方針の変更

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（ハ）③に記載のとおり、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、「消去又は全社」の営業費用は62,497千円増加し、営業利益が同額減少し

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）および前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

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）および前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

30,081円　45銭

１株当たり純資産額

      33,234円　53銭

１株当たり純資産額

      31,946円　07銭

１株当たり中間純利益金額

2,195円　23銭

１株当たり中間純利益金額

     2,040円　63銭

１株当たり当期純利益金額

     4,786円　75銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額

2,182円　96銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額

     2,033円　58銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

     4,763円　77銭

  

 

（追加情報）

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当連結会計

年度から繰延ヘッジ損益（税効果調整

後）の金額を普通株式に係る当連結会

計年度末の純資産額に含めておりま

す。

なお、前連結会計年度末において採用

していた方法により算定した当連結会

計年度末の１株当たりの純資産額は、

31,996円39銭であります。

　（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） 694,996 646,970 1,516,227

　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） 

694,996 646,970 1,516,227

　期中平均株式数（株） 316,594 317,045 316,755

    

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） 1,780 1,099 1,528

（うち新株予約権） （1,780） （1,099） （1,528）

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

の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権

定時株主総会決議日

平成16年６月25日

（新株予約権737個）

新株予約権

定時株主総会決議日

平成16年６月25日

（新株予約権705個）

新株予約権

定時株主総会決議日

平成16年６月25日

（新株予約権729個）

（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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  1,545,380   1,729,238   1,801,275   

２　受取手形 ※２ 71,140   86,846   69,653   

３　売掛金  3,139,145   3,295,265   3,859,630   

４　有価証券  4,496,510   3,035,359   4,499,246   

５　たな卸資産  97,045   86,010   71,814   

６　関係会社短期貸付金  1,260,000   1,000,000   1,000,000   

７　前渡金  －   811,317   445,611   

８　繰延税金資産  205,105   317,730   299,792   

９　未収入金  6,601   －   9,108   

10　その他  742,174   143,338   83,016   

貸倒引当金  △3,210   △3,380   △3,930   

流動資産合計   11,559,892 85.4  10,501,726 73.5  12,135,218 80.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物  80,227   201,380   19,335   

(2) 工具器具備品  212,291   352,100   152,202   

計  292,519   553,481   171,538   

２　無形固定資産           

(1) のれん  215,611   168,568   192,090   

(2) その他  381,632   423,498   403,301   

計  597,244   592,067   595,392   

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  110,842   2,126,222   1,133,304   

(2) 関係会社株式  535,000   262,592   535,000   

(3) 関係会社出資金  84,033   83,457   83,457   

(4) 敷金及び保証金  197,498   10,394   196,928   

(5) 繰延税金資産  165,580   158,490   194,968   

(6) その他  5,130   1,100   2,100   

貸倒引当金  △4,620   △2,610   △3,110   

計  1,093,465   2,639,647   2,142,649   

固定資産合計   1,983,228 14.6  3,785,195 26.5  2,909,580 19.3

資産合計   13,543,121 100.0  14,286,922 100.0  15,044,798 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  1,567,252   1,509,356   1,981,516   

２　未払法人税等  592,877   430,244   762,213   

３　未払消費税等  114,306   106,561   170,006   

４　前受金  485,849   612,191   553,915   

５　賞与引当金  309,179   347,321   306,182   

６　役員賞与引当金  21,909   29,675   58,620   

７　その他  464,540   404,974   654,717   

流動負債合計   3,555,913 26.3  3,440,324 24.1  4,487,171 29.8

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金  390,307   430,735   451,669   

２　役員退職慰労金引当金  21,607   29,064   27,755   

固定負債合計   411,914 3.0  459,799 3.2  479,424 3.2

負債合計   3,967,828 29.3  3,900,124 27.3  4,966,596 33.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   995,000 7.3  995,000 7.0  995,000 6.6

２　資本剰余金           

 (1)資本準備金  909,000   909,000   909,000   

 資本剰余金合計   909,000 6.7  909,000 6.4  909,000 6.0

３　利益剰余金           

 (1)利益準備金  71,960   71,960   71,960   

 (2)その他利益剰余金           

 別途積立金  6,090,000   6,090,000   6,090,000   

 繰越利益剰余金  2,140,702   2,888,676   2,639,174   

 利益剰余金合計   8,302,662 61.3  9,050,636 63.3  8,801,134 58.5

４　自己株式   △689,405 △5.0  △664,190 △4.7  △676,363 △4.4

株主資本合計   9,517,256 70.3  10,290,446 72.0  10,028,771 66.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差額金   58,036 0.4  101,049 0.7  65,381 0.4

２　繰延ヘッジ損益   － －  △4,698 △0.0  △15,952 △0.1

評価・換算差額等合計   58,036 0.4  96,351 0.7  49,429 0.3

純資産合計   9,575,293 70.7  10,386,797 72.7  10,078,201 67.0

負債純資産合計   13,543,121 100.0  14,286,922 100.0  15,044,798 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   8,092,258 100.0  9,151,860 100.0  16,604,316 100.0

Ⅱ　売上原価 ※４  4,906,792 60.6  5,577,127 60.9  10,048,588 60.5

売上総利益   3,185,466 39.4  3,574,733 39.1  6,555,727 39.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※４  2,011,452 24.9  2,471,801 27.0  4,012,726 24.2

営業利益   1,174,014 14.5  1,102,932 12.1  2,543,001 15.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  152,306 1.9  114,536 1.2  259,231 1.6

Ⅴ　営業外費用   43 0.0  53 0.0  98 0.0

経常利益   1,326,276 16.4  1,217,414 13.3  2,802,134 16.9

Ⅵ　特別利益 ※２  4,363 0.0  － －  8,381 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３  15,810 0.2  275,634 3.0  227,707 1.4

税引前中間（当期）純利益   1,314,830 16.2  941,779 10.3  2,582,808 15.6

法人税、住民税及び事業税  585,698   412,374   1,242,874   

法人税等調整額  △35,392 550,306 6.8 △13,531 398,843 4.4 △153,584 1,089,289 6.6

中間（当期）純利益   764,524 9.4  542,936 5.9  1,493,518 9.0
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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）
995,000 909,000 909,000 71,960 5,490,000 2,298,325 7,860,285 △746,791 9,017,493

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）     600,000 △600,000 －  －

剰余金の配当（注）      △237,202 △237,202  △237,202

役員賞与（注）      △46,590 △46,590  △46,590

中間純利益      764,524 764,524  764,524

自己株式の処分      △38,354 △38,354 57,385 19,031

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）
－ － － － 600,000 △157,622 442,377 57,385 499,762

平成18年９月30日　残高

（千円）
995,000 909,000 909,000 71,960 6,090,000 2,140,702 8,302,662 △689,405 9,517,256

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）
69,288 69,288 9,086,782

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △237,202

役員賞与（注）   △46,590

中間純利益   764,524

自己株式の処分   19,031

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△11,251 △11,251 △11,251

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△11,251 △11,251 488,511

平成18年９月30日　残高

（千円）
58,036 58,036 9,575,293

 （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）
995,000 909,000 909,000 71,960 6,090,000 2,639,174 8,801,134 △676,363 10,028,771

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △285,299 △285,299  △285,299

中間純利益      542,936 542,936  542,936

自己株式の処分      △8,135 △8,135 12,172 4,036

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）
－ － － － － 249,501 249,501 12,172 261,674

平成19年９月30日　残高

（千円）
995,000 909,000 909,000 71,960 6,090,000 2,888,676 9,050,636 △664,190 10,290,446

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
65,381 △15,952 49,429 10,078,201

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △285,299

中間純利益    542,936

自己株式の処分    4,036

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
35,667 11,253 46,921 46,921

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
35,667 11,253 46,921 308,596

平成19年９月30日　残高

（千円）
101,049 △4,698 96,351 10,386,797
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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）
995,000 909,000 909,000 71,960 5,490,000 2,298,325 7,860,285 △746,791 9,017,493

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）     600,000 △600,000 －  －

剰余金の配当（注）      △237,202 △237,202  △237,202

剰余金の配当      △221,804 △221,804  △221,804

役員賞与（注）      △46,590 △46,590  △46,590

当期純利益      1,493,518 1,493,518  1,493,518

自己株式の処分      △47,071 △47,071 70,428 23,356

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）
－ － － － 600,000 340,849 940,849 70,428 1,011,278

平成19年３月31日　残高

（千円）
995,000 909,000 909,000 71,960 6,090,000 2,639,174 8,801,134 △676,363 10,028,771

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
69,288 － 69,288 9,086,782

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △237,202

剰余金の配当    △221,804

役員賞与（注）    △46,590

当期純利益    1,493,518

自己株式の処分    23,356

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△3,906 △15,952 △19,858 △19,858

事業年度中の変動額合計

（千円）
△3,906 △15,952 △19,858 991,419

平成19年３月31日　残高

（千円）
65,381 △15,952 49,429 10,078,201

 （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　満期保有目的の債券

　償却原価法を採用しておりま

す。

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

②　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

②　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　子会社株式及び関連会社株式

同左

③　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法

により算定）を採用しており

ます。

③　その他有価証券

時価のあるもの

同左

③　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法によ

り算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）         ───── (2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　商品

　先入先出法による原価法を採

用しております。

(3）たな卸資産

①　商品

同左

(3）たな卸資産

①　商品

同左

②　貯蔵品

　先入先出法による原価法を採

用しております。

②　貯蔵品

同左

②　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

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ３年～15年

工具器具備品 ４年～５年

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用

可能期 間（５年）に基づく定額

法、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売収益による

償却方法と見込販売期間（３年以

内）の均等配分額を比較し、いず

れか大きい額を償却する方法に

よっております。 

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち、当中

間会計期間に負担すべき金額を計

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、賞与支給見込額のうち、当事

業年度に負担すべき金額を計上し

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）

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち、当中間会

計期間に負担すべき金額を計上し

ております。

　（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「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

益および税引前中間純利益は、そ

れぞれ21,909千円減少しておりま

す。

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち、当中間会

計期間に負担すべき金額を計上し

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、

賞与支給見込額のうち、当事業年

度に負担すべき金額を計上してお

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

益および税引前純利益は、それぞ

れ58,620千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、

当中間会計期間末における自己都

合要支給額を計上しております。

(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

務の見込額に基づき、当中間会計

期間末に発生していると認められ

る額を計上しております。

 （追加情報）

　従来、退職給付債務は簡便法に

より算定しておりましたが、従業

員数の増加に伴い退職給付に係る

会計処理をより適正に行うため、

前事業年度末より原則法に変更し

ております。この結果、従来の方

法によった場合と比較して、税引

前中間期純利益は5,246千円減少し

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

務の見込額に基づき、当事業年度

末に発生していると認められる額

を計上しております。

　（追加情報）

　従来、退職給付債務は簡便法に

より算定しておりましたが、従業

員数の増加に伴い退職給付に係る

会計処理をより適正に行うため、

当事業年度末より原則法に変更し

ております。

　この変更に伴い、簡便法と原則

法の差額30,687千円を特別損失に

計上しております。この結果、従

来の方法によった場合と比較して、

税引前当期純利益は30,687千円減

少しております。

(5）役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。

(5）役員退職慰労金引当金

同左

(5）役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

４　外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替換算差額は損益とし

て処理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、為替換算差額は損益として処

理しております。

５　重要なヘッジ会計の方

針

(1）       ───── (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）       ───── (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

為替予約または通貨オプ

ション

　ヘッジ対象

外貨建予定取引により発生

が見込まれる債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

 (3）       ───── (3）ヘッジ方針

　当社は、為替リスク管理基準に

基づき、外貨建取引の為替レート

の変動によるリスクをヘッジする

ため、為替予約を締結しておりま

す。

(3）ヘッジ方針

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）

 (4）       ───── (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。

（追加情報）

外貨建予定取引に係る為替予約

取引は、従来時価評価を行い、損

益処理しておりましたが、前事業

年度末以降の外貨建予定取引を

ヘッジするために行った為替予約

取引よりヘッジ会計を適用し、繰

延ヘッジ処理をしております。

　これは、長年の取引により、外

貨建取引額の見通し精度が高まり、

取引高の予測が十分可能になった

こと、また、今後も売上の増加に

伴って、外貨建仕入取引が増加す

ることが確実に見込まれることと

なったことから、為替変動リスク

の管理活動を財務諸表に適切に反

映し、財政状態および経営成績を

より適正に表示するため、変更し

たものであります。

　この結果、従来の方法によった

場合と比べて、経常利益および税

引前中間純利益はそれぞれ7,909千

円増加しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。

（追加情報）

外貨建予定取引に係る為替予約

取引は、従来時価評価を行い、損

益処理しておりましたが、翌事業

年度の外貨建予定取引をヘッジす

るために行った為替予約取引より

ヘッジ会計を適用し、繰延ヘッジ

処理をしております。

　これは、長年の取引により、外

貨建取引額の見通し精度が高まり、

取引高の予測が十分可能になった

こと、また、今後も売上の増加に

伴って、外貨建仕入取引が増加す

ることが確実に見込まれることと

なったことから、為替変動リスク

の管理活動を財務諸表に適切に反

映し、財政状態および経営成績を

より適正に表示するため、変更し

たものであります。

　この結果、従来の方法によった

場合と比べて、経常利益および税

引前当期純利益はそれぞれ26,855

千円増加しております。

６　その他中間財務諸表作

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、仮払消費税等と仮受消費税等

を相殺し、未払消費税等として表

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は9,575,293千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

　───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）および「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用して

おります。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は10,094,153千円であります。

　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、財務諸表規則の改

正に伴い、改正後の財務諸表規則により作

成しております。

（企業結合に係る会計基準） 

  当中間会計期間より「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準第７号）ならびに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会　平成

17年12月27日　企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。

　───── （企業結合に係る会計基準）

　当事業年度より、「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第７号）ならびに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年12月22日　企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。

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）

１．「前渡金」は、前中間会計期間末は、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間会計期間末の「前渡金」の金額は518,250千円であ

ります。

２．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「未収入金」（当中

間会計期間末の残高は3,800千円）は、当中間会計期間末において金

額的重要性が無くなったため、流動資産の「その他」に含めて表示

することにしました。

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

590,689千円

※２　中間会計期間末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理を

しております。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。

受取手形　　　　　　　　　　569千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

  405,757千円

※２　中間会計期間末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理を

しております。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。 

受取手形　　　　　　　　  8,295千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 594,008千円

※２　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

 

受取手形　　　　　　　　  3,282千円
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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 4,169千円

有価証券利息 20,522

為替差益 116,308

受取利息 6,735千円

有価証券利息 13,807

受取配当金 37,800

為替差益 51,013

受取利息      9,895千円

有価証券利息 36,325

為替差益 184,768

※２　特別利益の主要項目 ※２　     　 ─―────　 ※２　特別利益の主要項目

固定資産売却益  

工具器具備品 4,363千円

固定資産売却益  

工具器具備品 8,381千円

※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目

関係会社出資金評価損 13,339千円

固定資産除却損  

建物 239

工具器具備品 2,124

ソフトウェア 106

関係会社株式評価損   272,408千円

固定資産除却損  

建物 797

工具器具備品 2,323

ソフトウェア 70

固定資産譲渡損  

　工具器具備品 34

関係会社出資金評価損    13,339千円

固定資産除却損  

建物 239

工具器具備品 4,807

ソフトウェア 208

※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額

有形固定資産 41,514千円

無形固定資産 83,586

有形固定資産   69,794千円

無形固定資産 96,721

有形固定資産       93,732千円

無形固定資産 171,335

サイバネットシステム㈱（4312）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 49 －



（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） 7,730 ― 594 7,136

 　　　　合計 7,730 ― 594 7,136

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少594株は、ストック・オプションの行使に対する売却であります。

 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） 7,001 － 126 6,875

 　　　　合計 7,001 － 126 6,875

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少126株は、ストック・オプションの行使に対する売却であります。

 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） 7,730 － 729 7,001

 　　　　合計 7,730 － 729 7,001

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少729株は、ストック・オプションの行使に対する売却であります。

（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。

（企業結合関係等）

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。
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