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代  表  者   役職名 取締役社長        氏名 千田 峰雄 
問合せ先責任者  役職名 取締役 業務管理本部長 氏名 片山 博    ＴＥＬ (03) 3510 － 1600 
半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 14 日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．19 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 
18年９月中間期 

5,512 （△6.9） 
5,920 （ 24.1） 

△295 （ － ）
81 （44.7）

△304 （ － ） 
73 （57.8） 

△196 （ － ）
87 （ － ）

19年３月期 13,487           581         555      279        
 

 
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 
18年９月中間期 

△98 24  
43 96  

－   
－     

19年３月期 139  71  －     
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期  5 百万円  18 年９月中間期  2 百万円  19 年３月期  5 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 
18年９月中間期 

6,511    
7,089    

2,358   
2,418   

36.2  
34.1  

1,179  22 
1,209  29 

19年３月期 7,269    2,611   35.9  1,305  91 
(参考) 自己資本       19年９月中間期 2,358百万円 18年９月中間期 2,418百万円 19年３月期 2,611百万円 
 
(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 
18年９月中間期 

700   
△506    

△263  
△142   

△364   
640    

537   
505   

19年３月期 165    △454   240    465   
 
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 －     30 00 30 00 

20年３月期 －      

20年３月期（予想）    35 00 
35 00 

 
３．20 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 13,000  （△3.6） 240  （△58.8） 200 （△64.0） 100 （△64.2） 50  00 
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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 

 
(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 2,000,000 株  18 年９月中間期 2,000,000 株  19 年３月期 2,000,000 株 

②期末自己株式数          
19 年９月中間期      80 株  18 年９月中間期        0 株  19 年３月期       0 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、31 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 
 
１.19 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 
18年９月中間期 

5,422 （△6.3）
5,790 （ 24.9）

△346 （ － ）
93 （104.0）

△361 （ －  ） 
83 （108.7） 

△231 （ － ）
94 （ － ）

19年３月期 13,183    545  515  256 
   

 
(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 
18年９月中間期 

6,515   
7,154   

2,308   
2,438   

35.4  
34.1  

1,154  16 
1,219  19 

19年３月期 7,324   2,599   35.5  1,299  75 
(参考) 自己資本 19年９月中間期 2,308百万円 18年９月中間期 2,438百万円 19年３月期 2,599百万円 

 
２．20 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 12,700 (△3.7) 140  (△74.3) 100  (△80.6) 30  (△88.3) 15  00 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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

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

記予想に関連する事項につきましては、３ページから４ページの「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご覧

ください。 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19年９月中間期 
18年９月中間期 

△115 77 
47  44 

19年３月期 128  10 
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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、好調な企業収益を受けて設備投資は増加基調を

維持し、雇用状況の改善を背景に個人消費にも持ち直しが見られるなど、景気は緩やかな回復

を続けました。 

情報サービス産業におきましては、ソフトウェア投資が堅調に増加する一方、顧客の要請も

より高度化・多様化するなど、顧客の投資効果重視の姿勢は厳しさを増しております。 

このような状況のもと、当社グループは顧客の多様な経営課題に対応するためのベストプラ

クティス、「B-EN-Gプラクティス」の提供を一層強化し、顧客満足の向上に取り組みました。 
当中間連結会計期間におきましては、顧客への提案力強化を図り、積極的な営業マーケティ

ングを展開いたしました。さらに、日系企業のグローバル展開のＩＴ対応に注力したほか、SOA
（Service Oriented Architecture：サービス指向アーキテクチャ）分野など新規商材への取り
組みを進めました。 

これらの推進体制の整備を図るため、4 月に組織再編を行いました。加えて、タイに事業拠
点を設けるなど、アジアにおけるサービス提供体制を拡充し、事業基盤の強化を図りました。 
東洋ビジネスシステムサービス株式会社におきましては、運用保守サービスやシステム開発

を推進し、システムのライフサイクルサポートの充実に努めました。 
しかしながら、自社製品 ERP分野のシステムインテグレーションにおいて、高度化・複雑化
する顧客ニーズに応えるなかで、要件定義や設計など上流工程における作業量が増加し、不採

算となる案件が発生いたしました。このため、利益面は前年同期を大幅に下回る結果となりま

した。 

以上の結果、当中間連結会計期間の受注高は 7,018,363千円（前年同期比 15.2％増）、売上高
は 5,512,104千円（前年同期比 6.9％減）、営業損失は 295,155千円（前年同期 営業利益 81,755
千円）、経常損失は 304,943 千円（前年同期 経常利益 73,193 千円）、中間純損失は 196,483
千円（前年同期 中間純利益 87,928千円）となりました。 
 

主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品 ERP 
SAPジャパン株式会社の ERPパッケージ「SAP製品」にかかわるコンサルティング、シス
テム構築活動に関し、製薬、機械、食品業界等の既存顧客を中心に受注獲得に努めました。当

中間連結会計期間の受注高は 2,322,473千円（前年同期比 26.6％減）、売上高は 2,450,171千円
（前年同期比 27.2％減）となりました。 
②自社製品 ERP 
自社開発 ERPパッケージ「MCFrame」につきましては、顧客・ビジネスパートナーへのき
め細やかなサポートを推進し、ライセンス販売は堅調に推移いたしました。さらに、会計を含

む製造、販売、物流システムのトータルソリューションの提供に注力いたしました。当中間連

結会計期間の受注高は 2,689,445千円（前年同期比 69.3％増）、売上高は 1,676,136千円（前年
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同期比 27.2％増）となりました。なお、「MCFrame」のライセンス売上高は 473,418千円（前
年同期比 17.6％増）となりました。 
③ｅビジネス 
日本オラクル株式会社の ERPパッケージ「Oracle E-Business Suite」案件を中心に、顧客

ニーズに対応したテンプレートを活用し、設備、産業機械、非鉄金属業等の多様な業界への営

業を展開いたしました。当中間連結会計期間の受注高は 1,615,425千円（前年同期比 60.9％増）、
売上高は 910,216千円（前年同期比 2.1％減）となりました。 
④その他 
グローバル SCMソリューションおよび Web対応ソリューションの提供に積極的に取り組ん
だほか、金融業界向けシステム構築に注力いたしました。当中間連結会計期間の受注高は

391,019千円（前年同期比 17.5％増）、売上高は 475,580千円（前年同期比 55.4％増）となりま
した。 
 

当社グループの平成 20 年 3 月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高は堅調に推移
し、13,000 百万円となる見込みです。一方、利益面では、当中間期に発生した自社製品 ERP
分野のシステムインテグレーションにおける不採算案件に加え、他社製品 ERP 分野のシステ
ムインテグレーションにおいても一部採算が低下する案件があり、営業利益は 240百万円、経
常利益は 200百万円、当期純利益は 100百万円となる見込みです。 
なお、当社グループの業績の特性といたしましては、受注案件の納期が期末に集中する傾向

があるため、四半期・半期毎の経営成績が変動いたします。 
【連 結】  通 期 （前期比%） 

売 上 高  13,000百万円 （ 3.6%減） 
営 業 利 益  240百万円 （58.8%減） 
経 常 利 益  200百万円 （64.0%減） 
当期純利益  100百万円 （64.2%減） 

 

(2) 財政状態に関する分析 
キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 32,309千

円増加し、537,369千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失 306,954千円を計上し、

たな卸資産の増加 513,541千円、仕入債務の減少 368,255千円等があったものの、売上債
権の減少 1,615,955 千円等により、全体として 700,787 千円の収入（前年同期 1,207,699
千円収入増）となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発 ERPパッケージ
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「MCFrame」の開発等）による支出等により、全体として 263,901 千円の支出（前年同
期 121,765千円支出増）となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行からの短期借入金を返済したことによる支

出等により、全体として 364,293 千円の支出（前年同期 1,005,015 千円支出増）となりま
した。 
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標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（％） 35.7 34.8 35.9 36.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 50.9 53.2 41.6 34.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 49.0 1.6 13.9 2.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.8 55.4 5.3 45.7 

  （注）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（年）：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（倍）：キャッシュ・フロー／利払い 

  ※ 各指標はいずれも連結べースの財務数値により算出しております。 

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

ります。 

  ※ キャッシュ・フローは、中間連結（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。有利子負債は、中間連結（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

払いにつきましては、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

しております。 

 
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
当社の配当政策は、当社を取り巻く事業環境の見通し、業績見込み、当社の財務体質等を総

合的に勘案して、株主各位への利益還元に努めることを基本方針としております。 
内部留保金につきましては、技術開発や競争力強化のための投資等に充当して、事業基盤の

安定と業績の向上に活用しております。 
上記の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株につき 35円を予定しておりま
す。また中間配当を実施しないため、当期の年間配当金も 1株につき 35円となる予定です。 
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(4) 事業等のリスク 
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 
①財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動について 
財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動はありません。当社グル

ープの経営成績は、大型案件の売上計上時期やその採算性により変動する可能性があります。

また、当社グループの業績特性としましては、受注案件の納期が期末に集中する傾向にあるた

め、四半期・半期毎の経営成績に変動が生じます。加えて、販管費等の固定費は年度を通じて

比較的均等に発生するのに対し、事業の性質上、売上は下期に多く計上されるため、利益は下

期に偏重する傾向があります。 
②特定の取引先との関係について 
当社は、SAPジャパン株式会社との間に平成 12年 12月 20日付で「mySAP.comサービス・

アライアンス・パートナー契約」を締結し、現在に至っております。同社とは、これまで安定

した取引関係を継続しており、平成 19年 9月中間期の「SAP製品」を取り扱う他社製品 ERP
の売上構成比は 44.5％であります。よって同社の市場訴求力に大きな変動が生じた場合には、
当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
③親会社との関係について 
当社グループは、東洋エンジニアリング株式会社グループにおける情報サービス事業の中核

会社であります。東洋エンジニアリング株式会社は当社議決権の 51.0％を所有しており、また、
当社と同社との平成 19年 9月中間期の取引は次のとおりであります。 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目
中間期末
残高 
(千円)

システムイン
テグレーショ
ンの受託 

47,354 売掛金 11,814

システムイン
テグレーショ
ンの委託 

225,344 買掛金 140,212親会社 
東洋エン
ジニアリ
ング㈱ 

東京都 
千代田 
区 

18,198,978 
総合エン
ジニアリ
ング業 

直接 
51.0 

兼任 
３人 

システム
インテグ
レーショ
ンの提供

建物の賃借 41,634 ― ― 

(注) １ 取引条件および取引条件の決定方針 

市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般取引先と同様に決定してお

ります。 

２ 建物の賃借料は、他テナントと同等の価格となっております。 

３ 記載金額のうち、取引金額は消費税等が含まれておらず、中間期末残高には消費税等を含んでおります。 

親会社からの役員の受入状況としては、本資料提出日現在で、当社取締役 7 名のうち親会社
の取締役・常務執行役員 1名が当社取締役を兼任し、当社監査役 3名のうち同社取締役・常務
執行役員の 2名が当社監査役を兼任しております。 
④その他 
当社グループは、情報システム分野における急速な技術革新に対応するため、提供サービス・

製品の機能強化を進めるとともに、新規事業のための商材調査・研究開発活動に注力しており

ますが、当社グループの想定外の技術革新が進んだ場合、当社グループの経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。また、当社グループが顧客に納入するシステムの多くが顧客の重要な
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基幹システムであり、万が一重大なシステム・トラブルや、顧客より受領した情報の流出等が

発生した場合には、信用の低下や賠償金の支払等により当社グループの経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 
なお、当社は、平成 17 年 5 月に株式会社ムトウより、納入した基幹システムにかかわる

934,520 千円の損害賠償請求訴訟を提起されておりますが、当社としては損害賠償責任を負う
原因はないと考えており、現在係争中であります。 

 
2. 企業集団の状況 
当社グループは、当社、連結子会社 1 社、非連結子会社２社および関連会社 1 社で構成され、

情報サービス事業を展開しております。連結子会社の東洋ビジネスシステムサービス株式会社は運

用・保守サービス等の提供を行っており、関連会社の上海華和得易信息技術発展有限公司

（DealEasy社）はシステム構築サービス等の提供を行っております。当企業集団の事業の種類別
セグメントは情報サービスの単一事業であります。 
当社の親会社は、総合エンジニアリングサービスを提供する東洋エンジニアリング株式会社で

あり、情報サービスの一部業務において委託および受託の関係等があります。 
当企業集団の平成 19年 9月中間期の売上高における親会社への販売比率は 1.2％であります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※非連結子会社 Toyo Business Engineering(Thailand)Co.,Ltd.他１社 

(親会社）

東洋エンジニアリング(株）

当　　　　　　社

情報サービス

　
　
　
 
 
 
　

顧
　
　
　
　
客

情報サービス

（連結子会社）

東洋ビジネスシステムサービス（株）

（持分法適用関連会社）

上海華和得易信息技術発展有限公司（中国）

（DealEasy社）

運用・保守サービス等

システム構築サービス等

システム構築サービス等

総合エンジニアリングサービス

運用・保守サービス等
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3. 経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 
当社は、製造業を中心に通信・流通・エネルギー・サービス業等幅広い業種にわたる顧客に、

各種システムの導入コンサルティングからシステム構築、運用・保守まで一貫したサービスを

提供し、顧客のビジネス革新を支援しております。 
変革の時代にあって、顧客のニーズに応えるべく、新しいビジネスモデルの構築に努めると

ともに、先端技術の評価・導入を通して、提供するサービス内容の向上に努めて参ります。 
【経営理念】 
顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献する。 

【ビジョン】 

ＩＴ、プロジェクトマネージメント、コンサルティングをトータルライフサイクルにわたって

提供し、顧客のビジネスプロセスの革新を支援するグローバルなビジネスエンジニアリング企

業を目指す。 
 

(2) 目標とする経営指標 
当社グループは、継続的な業容の拡大を通じた企業価値の向上を経営目標としております。

経営指標といたしましては、収益力を示す経常利益と当期純利益を重視し、これらの拡大に努

めて参ります。 
 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 
日本の製造業を取り巻く市場環境が国内外ともに大きく変化しており、ITに対する顧客ニー
ズの高度化・多様化・グローバル化が進んでおります。このような状況において、顧客の経営

課題に対するコンサルティングから複合的なソリューションやサービスの提供を行うグローバ

ル ITパートナーが求められております。 
そのため、当社グループは顧客の課題把握とその解決策の提供を推進すべく、①日系企業の

海外展開や外資系企業の日本展開など顧客のグローバリゼーションへの対応、②製造業の物流

連携までを含めた総合的な企業間 SCM構築への対応、③革新的なWeb技術を活かした先端的
ITサービスの提供を強化し、顧客への継続的な価値提供に取り組んで参ります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 
好調な企業収益を背景に、ソフトウェア投資が堅調に推移することが予想される一方、価格、

品質、納期に対する顧客要請の厳格化など、事業環境は依然として厳しい状況にあります。 
このような状況のもと、当社グループは引続きプロジェクトマネジメント力・コンサルティ

ング力・技術力の融合による競争力強化と積極的な営業マーケティングの展開に注力して参り

ます。特に、プロジェクトマネジメント力の強化を重要課題と位置づけ、プロジェクトの収支

管理とリスク管理の徹底による不採算案件の再発防止に努め、利益の確保を目指して参ります。 
自社開発 ERPパッケージ「MCFrame」のライセンス販売につきましては、商品ラインアッ

プの充実と有力企業との連携による多彩なソリューションの提供を推進し、ブランド力の向上

を図るとともに、ビジネスパートナーの拡大と関係強化に努めて参ります。 
以上の取り組みにより、顧客の多様な経営課題に対応するためのベストプラクティス、

「B-EN-Gプラクティス」の提供を一層強化し、顧客満足と収益力の向上を図って参ります。 
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４．中間連結財務諸表等 

（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 

前年度末 

増  減 

(△印減) 科   目 

金額 (千円)
構成比

(％)
金額 (千円)

構成比

(％)
金額 (千円) 

構成比 

(％) 
金額 (千円)

(資 産 の 部)   

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  505,060 537,369 465,060  72,309

２．受取手形及び売掛金 ※２ 3,616,511 2,482,674 4,098,883  △1,616,209

３．たな卸資産         794,211 1,162,634 645,936  516,697

４．繰延税金資産  239,962 361,888 219,310  142,578

５．その他 ※３ 291,923 294,718 253,292  41,426

     貸倒引当金  △141 △2,776 △156  △2,619

     流動資産合計  5,447,528 76.8 4,836,509 74.3 5,682,327 78.2 △845,817

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物  105,996 111,841 121,800  △9,958

(2)工具、器具及び備品  108,517 122,672 116,226  6,446

(3)リース資産  ― 9,188 ―  9,188

有形固定資産合計  214,514 3.0 243,703 3.7 238,026 3.3 5,676

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  1,023,779 971,112 984,791  △13,679

(2)のれん  ― 43,041 ―  43,041

(3)その他  35,767 28,461 29,164  △703

無形固定資産合計  1,059,546 15.0 1,042,615 16.0 1,013,956 13.9 28,659

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  17,736 14,054 13,424  630

(2)繰延税金資産  52,945 22,573 26,970  △4,397

(3)その他  297,415 353,995 296,617  57,377

貸倒引当金  ― △2,293 △2,060  △232

投資その他の資産合計  368,097 5.2 388,328 6.0 334,951 4.6 53,377

固定資産合計  1,642,159 23.2 1,674,647 25.7 1,586,934 21.8 87,712

資産合計  7,089,687 100.0 6,511,157 100.0 7,269,261 100.0 △758,104
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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 

前年度末 

増  減 

(△印減) 科   目 

金額 (千円)
構成比

(％)
金額 (千円)

構成比

(％)
金額 (千円) 

構成比 

(％) 
金額 (千円)

(負 債 の 部)   

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  729,058 543,780 735,258  △191,478

２．短期借入金  2,700,000 2,000,000 2,300,000  △300,000

３．未払費用  530,591 489,506 596,553  △107,046

４．未払法人税等  9,097 32,953 69,979  △37,025

５．前受金  191,187 274,343 185,269  89,073

６．賞与引当金  347,420 392,835 415,686  △22,850

７．品質保証引当金  38,115 25,849 80,313  △54,463

８．受注損失引当金  ― 268,399 ―  268,399

９．その他 ※３ 125,639 121,179 274,389  △153,210

流動負債合計  4,671,110 65.9 4,148,848 63.7 4,657,450 64.1 △508,602

Ⅱ 固定負債    

１．リース債務  ― 3,801 ―  3,801

２．繰延税金負債  ― 155 ―  155

固定負債合計  ― - 3,956 0.1 ― - 3,956

負債合計  4,671,110 65.9 4,152,805 63.8 4,657,450 64.1 △504,645

    

(純 資 産 の 部)   

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  697,600 697,600 697,600  ―

２．資本剰余金  426,200 426,200 426,200  ―

３．利益剰余金  1,292,246 1,227,249 1,483,733  △256,483

４．自己株式  ― △101 ―  △101

株主資本合計  2,416,046 34.1 2,350,948 36.1 2,607,533 35.9 △256,585

Ⅱ 評価・換算差額等    

１.その他有価証券評価差額金  191 369 △5  374

２．為替換算調整勘定  2,339 7,034 4,282  2,751

評価・換算差額等合計  2,530 0.0 7,403 0.1 4,277 0.0 3,126

純資産合計  2,418,577 34.1 2,358,351 36.2 2,611,810 35.9 △253,459

負債純資産合計  7,089,687 100.0 6,511,157 100.0 7,269,261 100.0 △758,104
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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

前年同期 

増  減 

(△印減) 

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
科  目 

金額 (千円)
百分比

(％)
金額 (千円)

百分比

(％) 
金額 (千円) 金額 (千円)

百分比

(％) 

         

Ⅰ 売上高  5,920,086 100.0 5,512,104 100.0 △407,981 13,487,841 100.0

Ⅱ 売上原価  4,478,236 75.6 4,396,424 79.8 △81,812 10,345,653 76.7

売上総利益  1,441,849 24.4 1,115,680 20.2 △326,169 3,142,188 23.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※１ 1,360,094 23.0 1,410,836 25.6 50,741 2,560,308 19.0

営業利益  81,755 1.4 ― - △81,755 581,879 4.3

営業損失  ― - 295,155 △5.4 295,155 ― -

Ⅳ 営業外収益   

１．受取配当金  1,265 240 △1,025 1,265

２．持分法による投資利益  2,651 5,263 2,611 5,260

３．その他  844 1,454 609          894

      営業外収益合計  4,761 0.0 6,957 0.2 2,196 7,420 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  13,171 15,830 2,658 30,356

２．その他  151 915 763 3,190

営業外費用合計  13,323 0.2 16,745 0.3 3,422 33,547 0.3

経常利益  73,193 1.2 ― - △73,193 555,752 4.1

経常損失  ― - 304,943 △5.5 304,943 ― -

Ⅵ 特別利益   

１．投資有価証券売却益  49,348 ― △49,348 49,348

２．貸倒引当金戻入益  4,718 ― △4,718 3,107

特別利益合計  54,066 0.9 ― - △54,066 52,455 0.4

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ ― 2,011 2,011 24,788

２．その他  ― ― ― 26,295

特別損失合計  ― - 2,011 0.1 2,011 51,084 0.4

税金等調整前中間（当期）純利益  127,260 2.1 ― - △127,260 557,123 4.1

税金等調整前中間純損失  ― - 306,954 △5.6 306,954 ― -

法人税、住民税及び事業税  2,441 0.0 27,809 0.5 25,368 194,056 1.4

法人税等調整額  36,890 0.6 △138,280 △2.5 △175,171 83,651 0.6

中間（当期）純利益  87,928 1.5 ― - △87,928 279,415 2.1

中間純損失  ― - 196,483 △3.6 196,483 ― -
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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 

項  目 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
697,600 426,200 1,270,318 2,394,118 

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 △60,000 

役員賞与 (注)  △6,000 △6,000 

中間純利益  87,928 87,928 

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) 
－ － 21,928 21,928 

平成18年９月30日残高

（千円） 
697,600 426,200 1,292,246 2,416,046 

 

評価・換算差額等 

項  目 その他有価証券

評価差額金 

為替換算調整 

勘定 

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
－ 2,848 2,848 2,396,966 

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 

役員賞与 (注)  △6,000 

中間純利益  87,928 

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) 
191 △508 △317 △317 

中間連結会計期間中の

変動額合計(千円) 
191 △508 △317 21,611 

平成18年９月30日残高

（千円） 
191 2,339 2,530 2,418,577 

 
(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 

項  目 
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) 
697,600 426,200 1,483,733 － 2,607,533

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000  △60,000

中間純損失  △196,483  △196,483

自己株式の取得  △101 △101

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) 
－ － △256,483 △101 △256,585

平成19年９月30日残高

（千円） 
697,600 426,200 1,227,249 △101 2,350,948

 

評価・換算差額等 

項  目 その他有価証券

評価差額金 

為替換算調整 

勘定 

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高

(千円) 
△5 4,282 4,277 2,611,810 

中間連結会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 

中間純損失  △196,483 

自己株式の取得  △101 

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) 
374 2,751 3,126 3,126 

中間連結会計期間中の

変動額合計(千円) 
374 2,751 3,126 △253,459 

平成19年９月30日残高

（千円） 
369 7,034 7,403 2,358,351 

 
(注) 平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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） 

株主資本 

項  目 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
697,600 426,200 1,270,318 2,394,118 

連結会計年度中の変動

額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 △60,000 

役員賞与 (注)  △6,000 △6,000 

当期純利益  279,415 279,415 

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) 
－ － 213,415 213,415 

平成19年３月31日残高

（千円） 
697,600 426,200 1,483,733 2,607,533 

 

評価・換算差額等 

項  目 その他有価証券

評価差額金 

為替換算調整 

勘定 

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
－ 2,848 2,848 2,396,966 

連結会計年度中の変動

額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 

役員賞与 (注)  △6,000 

当期純利益  279,415 

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額 (純額) 
△5 1,434 1,429 1,429 

連結会計年度中の変動

額合計 (千円) 
△5 1,434 1,429 214,844 

平成19年３月31日残高

（千円） 
△5 4,282 4,277 2,611,810 

 
(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

前年同期 

増  減 

(△印減) 

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

項     目 

金額 (千円) 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 127,260 ― △127,260 557,123

税金等調整前中間純損失 ― △306,954 △306,954 ―

減価償却費 321,376 276,067 △45,308 626,207

のれん償却額 ― 6,958 6,958 ―

貸倒引当金の増加（△減少）額 △4,718 2,851 7,570 △2,642

賞与引当金の増加（△減少）額 15,793 △22,850 △38,644 84,060

品質保証引当金の増加（△減少）額 △211,337 △54,463 156,874 △169,140

受注損失引当金の増加（△減少）額 ― 268,399 268,399 ―

受取利息及び受取配当金 △1,342 △358 983 △1,402

支払利息 13,171 15,830 2,658 30,356

為替差損（△差益） 79 564 484 93

持分法による投資損失（△利益） △2,651 △5,263 △2,611 △5,260

固定資産除却損 ― 2,011 2,011 24,788

投資有価証券売却益 △49,348 ― 49,348 △49,348

売上債権の減少（△増加）額 △503,719 1,615,955 2,119,674 △986,090

たな卸資産の減少（△増加）額 26,718 △513,541 △540,260 158,446

前渡金の減少（△増加）額 117,114 △10,118 △127,233 159,227

仕入債務の増加（△減少）額 223,700 △368,255 △591,956 383,091

前受金の増加（△減少）額 △316,545 △23,208 293,336 △322,462

役員賞与支払額 △6,000 ― 6,000 △6,000

その他 △8,213 △103,364 △95,150 83,158

小 計 △258,658 780,259 1,038,918 564,207

利息及び配当金の受取額 1,342 358 △983 1,402

利息の支払額 △13,800 △15,336 △1,536 △31,312

法人税等の支払額 △235,795 △64,493 171,301 △368,586

  営業活動によるキャッシュ・フロー △506,912 700,787 1,207,699 165,710

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出 △4,082 △19,066 △14,984 △62,302

無形固定資産の取得による支出 △193,376 △213,010 △19,634 △448,229

投資有価証券の取得による支出 △11,678 ― 11,678 △11,678

投資有価証券の売却による収入 89,500 ― △89,500 89,500

事業譲受による支出 ― △30,804 △30,804 ―

その他 △22,498 △1,019 21,479 △21,640

  投資活動によるキャッシュ・フロー △142,136 △263,901 △121,765 △454,350

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額 ― △300,000 △300,000 ―

短期借入れによる収入 12,600,000 ― △12,600,000 27,000,000

短期借入金の返済による支出 △11,900,000 ― 11,900,000 △26,700,000

自己株式の取得による支出 ― △101 △101 ―

リース債務の返済による支出 ― △5,066 △5,066 ―

配当金の支払額 △59,278 △59,125 153 △59,656

  財務活動によるキャッシュ・フロー 640,721 △364,293 △1,005,015 240,343

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △93 △282 △188 △124

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △8,420 72,309 80,730 △48,420

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 513,480 465,060 △48,420 513,480

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

※１ 505,060 537,369 32,309 465,060
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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          

 

 

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 

子会社は東洋ビジネスシステ

ムサービス㈱１社であり、同社

を連結しております。 

(1)連結子会社数   １社 

連結子会社の名称 

東洋ビジネスシステムサ

ービス㈱ 

 

(2)非連結子会社の名称等 

 Toyo Business Engineering 

(Thailand)Co., Ltd.  

 Toyo Business Engineering 

Holding(Thailand)Co.,Ltd.

（連結の範囲から除いた理由）

    非連結子会社２社は、いず

れも小規模会社であり、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

いないためであります。 

 

子会社は東洋ビジネスシステ

ムサービス㈱１社であり、同社

を連結しております。 

2．持分法の適用に

関する事項 

関連会社は上海華和得易信息

技術発展有限公司（DealEasy

社）１社であり、同社について

持分法を適用しております。 

(1)持分法適用の関連会社数

１社 

関連会社の名称 

上海華和得易信息技術発

展有限公司（ DealEasy

社） 

 

(2)持分法を適用しない非連結

子会社の名称等 

 Toyo Business Engineering 

(Thailand)Co., Ltd.  

 Toyo Business Engineering 

Holding(Thailand)Co.,Ltd.

（持分法を適用しない理由） 

    持分法を適用していない非

連結子会社２社は、それぞれ

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。 

 

関連会社は上海華和得易信息

技術発展有限公司（DealEasy

社）１社であり、同社について

持分法を適用しております。 

 

3．連結子会社の中

間決算（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。 
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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 

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 

(1) 重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定）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。 

 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同  左 

 

 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定）によっており

ます。 

 

時価のないもの 

同  左 

 

 

 ②たな卸資産 

仕掛品は個別法による原

価法によっております。 

 

②たな卸資産 

同  左 

 

②たな卸資産 

同  左 

 

 (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。 

なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

(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（リース資

産を除く） 

定率法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物      ８～18年

工具、器具及び備品 

           ３～20年

(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。 

なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

  

 

 

 

（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、改正後の

法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しており

ます。 

これによる損益に与え

る影響額は、軽微であり

ます。 
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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 

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

  （追加情報） 

当中間連結会計期間よ

り、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資

産のうち償却可能限度額

までの償却が終了してい

るものについては、残存

簿価を５年間で均等償却

しております。 

これによる損益に与え

る影響額は、軽微であり

ます。 

 

 

 ②無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

ただし、自社利用のソ

フトウェアについては、

社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

また、販売目的のソフ

トウェアについては、見

込有効期間(３年)におけ

る見込販売数量に基づく

償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配

分額を比較し、いずれか

大きい金額を計上してお

ります。 

 

②無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における見込利用可能

期間(主に５年)に基づく

定額法によっておりま

す。 

販売目的のソフトウェ

アについては、見込有効

期間(３年)における見込

販売数量に基づく償却額

と販売可能な残存有効期

間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい

金額を計上しておりま

す。 

また、のれんについて

は、３年間の定額法によ

っております。 

②無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

ただし、自社利用のソ

フトウェアについては、

社内における見込利用可

能期間(主に５年)に基づ

く定額法によっておりま

す。 

また、販売目的のソフ

トウェアについては、見

込有効期間(３年)におけ

る見込販売数量に基づく

償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配

分額を比較し、いずれか

大きい金額を計上してお

ります。 

 

  

 

 

 

 

 

③リース資産 

所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリ

ース資産 

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。 

 

    



 
東洋ビジネスエンジニアリング㈱（4828） 平成 20年３月期中間決算短信 

 
 

20

 

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 

  （会計方針の変更） 

    「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準委

員会 最終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13

号）及び「リース取引に

関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 

最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準適用指針

第16号）が平成19年４月

１日以後に開始する連結

会計年度から適用できる

ことになったことに伴

い、当中間連結会計期間

より、同会計基準及び同

適用指針を適用しており

ます。 

これによる損益に与え

る影響額は、軽微であり

ます。 

 

 

 ④長期前払費用 

均等償却によっており

ます。 

なお、償却期間につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)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す

ることとしております。 

 

②賞与引当金 

従業員に支給すべき賞

与の支払に備えるため、

支給見込額に基づき計上

することとしておりま

す。 

 

(3)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 

    同  左 

 

 

 

(3)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 

    同  左 
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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 

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 

役員に支給すべき賞与

の支払に備えるため、支

給見込額に基づき計上す

ることとしております。 

 

 

③役員賞与引当金 

役員に支給すべき賞与

の支払に備えるため、支

給見込額に基づき計上す

ることとしております。 

（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」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）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

10,000千円減少しており

ます。 

 

 ④品質保証引当金 

客先納入後の瑕疵担保

等の費用の支出に備える

ため、実績率に基づき算

出した発生見込額を計上

することとしておりま

す。 

また、品質確保に際

し、個別に見積可能な費

用については発生見込額

を見積計上することとし

ております。 

 

④品質保証引当金 

同  左 

④品質保証引当金 

同  左 

  ⑤受注損失引当金 

     受注案件に係る将来の損

失に備えるため、進行中の

案件のうち当中間連結会計

期間において損失が発生す

ると見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積可能な

ものについては、当中間連

結会計期間末以降の損失見

積額を計上することとして

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。 

 (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。 
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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 

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

 (5)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

 

(5)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

   同  左 

(5)その他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 

   同  左 

 

5. 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（連結キャ

ッシュ・フロー

計算書）におけ

る資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

 

    同  左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号）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、2,418,577千円であ

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」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）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、2,611,810千円であ

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。 
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追 加 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 

（「ソフトウェア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い」） 

当中間連結会計期間より「ソフ

トウェア取引の収益の会計処理に

関する実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成18年３月30日 実

務対応報告第17号）を適用してお

ります。 

これにより、従来の方法に比べ

て、売上高が154,085千円、売上原

価が154,085千円減少しておりま

す。売上総利益、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益

に与える影響はありません。 

 

 （「ソフトウェア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い」） 

当連結会計年度より「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関す

る実務上の取扱い」（企業会計基準

委員会 平成18年３月30日 実務対

応報告第17号）を適用しておりま

す。 

これにより、従来の方法に比べ

て、売上高が311,804千円、売上原

価が311,804千円減少しておりま

す。売上総利益、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響はありません。 

 

 

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 

       129,602千円 

 

※２ 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してお

ります。 

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形      3,145千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺の上、流動負債その他

に含めて表示しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

      198,895千円 

 

※２ 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してお

ります。 

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形      3,586千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

同   左 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       162,856千円

 

※２ 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       6,531千円 
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（中間連結損益計算書関係）                             

前中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要なもの 

   従業員給料手当   452,146千円 

  賞与引当金繰入額 119,344千円 

  研究開発費         74,232千円 

  業務外注費        157,502千円 

    

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要なもの 

   従業員給料手当   481,829千円

  賞与引当金繰入額 130,490千円

  研究開発費         72,429千円

  業務外注費        108,747千円

  のれん償却額     6,958千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要なもの 

   従業員給料手当   921,902千円 

  賞与引当金繰入額  125,906千円 

  研究開発費        103,722千円 

  業務外注費        278,566千円 

 

 ※２ 固定資産除却損のうち主要な 

もの 

建物          1,196千円

※２ 固定資産除却損のうち主要な 

もの 

ソフトウェア     24,666千円 

 

 ３ 売上高の季節的変動が著しい 

場合 

当社グループの売上高は、受

注案件の納期が期末に集中する

傾向があるため、連結会計年度

の上半期売上高と下半期売上高

との間に著しい相違があり、上

半期と下半期の業績に季節的変

動があります。 

なお、当中間連結会計期間の

売上高は5,512,104千円でありま

したが、前期における売上高は

上半期が5,920,086千円、下半期

が7,567,755千円であります。 

 

   

 

（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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 2,000,000 ― ― 2,000,000

 

２．自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．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 60,000 30 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 28 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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 2,000,000 ― ― 2,000,000

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） ― 80 ― 80

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 80 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 22 日 

定時株主総会 
普通株式 60,000 30 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 25 日

 

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

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 2,000,000 ― ― 2,000,000

 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．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 60,000 30 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となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 22 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 60,000 30 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 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係(平成 18 年９月 30 日現在) 

  

現金及び預金勘定   505,060 千円 

現金及び現金同等物  505,060 千円 

                                   

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係(平成 19 年９月 30 日現在) 

  

現金及び預金勘定  537,369 千円 

現金及び現金同等物 537,369 千円 

                                   

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係(平成

19 年３月 31 日現在) 

  

現金及び預金勘定  465,060 千円

現金及び現金同等物  465,060 千円

                                  

 

（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 

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 

 

 

工具、器

具及び備

品 

(千円) 

合計 

 

(千円) 

取得価額
相当額 

51,263 51,263

減価償却
累計額 
相当額 

31,593 31,593

中間期末
残高 
相当額 

19,670 19,670

   

ファイナンス・リース取引 

(1)所有権移転ファイナンス・リース

取引 

   該当事項はありません。 

 

(2)所有権移転外ファイナンス・リース

取引 

① リース資産の内容 

   有形固定資産 

   主として、本社におけるコンピ

ュータ（工具、器具及び備品）で

あります。 

 

② リース資産の減価償却の方法 

   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「4.(2)

重要な減価償却資産の減価償却の

方法」に記載のとおりでありま

す。 

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期末残高

相当額 

 

 

工具、器

具及び備

品 

(千円) 

合計 

 

(千円) 

取得価額
相当額 

41,292 41,292

減価償却
累計額 
相当額 

28,199 28,199

期末 
残高 
相当額 

13,092 13,092

  
 

② 未経過リース料中間期末残高 

相当額 
１年以内 10,196 千円 

１年超 10,747 千円 

合計 20,944 千円  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 7,590 千円

１年超 6,344 千円

合計 13,935 千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 

支払リース料 7,039 千円 

減価償却費相当額 6,237 千円 

支払利息相当額 459 千円 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 

支払リース料 12,994 千円

減価償却費相当額 11,535 千円

支払利息相当額 870 千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

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。 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

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。 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 
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（有価証券関係） 

  前中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

１．時価のある有価証券 

区   分 取得原価 (千円) 
中間連結貸借対照表

計上額 (千円) 
差額 (千円) 

その他有価証券 株式 11,678  12,000   321  

   

２．時価評価されていない有価証券 

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 5,736  

 

 当中間連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

１．時価のある有価証券 

区   分 取得原価 (千円) 
中間連結貸借対照表

計上額 (千円) 
差額 (千円) 

その他有価証券 株式   11,678 12,300   621  

   

２．時価評価されていない有価証券 

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  1,754  

 

  前連結会計年度末（平成 19 年３月 31 日） 

１．時価のある有価証券 

区   分 取得原価 (千円) 
連結貸借対照表 

計上額 (千円) 
差額 (千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
   

株式 11,678  11,670   △8  

   

２．時価評価されていない有価証券 

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 1,754  

 

      ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

    （自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額 (千円) 

89,500   49,348  ― 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末 

平成18年９月30日 

当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 

取引の状況に関する事項 

 当社グループは、デリバティブ取

引は行っておりませんので該当事項

はありません。 

 

取引の状況に関する事項 

同   左 

取引の状況に関する事項 

同   左 
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（ストック・オプション等関係） 

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

該当事項はありません。 

 

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

該当事項はありません。 

 

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

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

１．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）及び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）並びに前連結会計年度（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、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内容としてお

り、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

２．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）及び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）並びに前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19

年３月 31 日） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載

しておりません。 

 

３．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）及び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）並びに前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19

年３月 31 日） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

（企業結合等関係） 

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

   該当事項はありません。 

 

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

（パーチェス法適用） 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、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、結合後

企業の名称及び取得した議決権比率 

  (1) 被取得企業の名称及び事業の内容 

被取得企業の名称 株式会社エイジアン・パートナーズ 

事業の内容 アジアに展開する日本企業向けの会計システムにかかわる、ライセンス販売、ASP 型

サービス提供、及びコンサルティングサービス提供 

  (2) 企業結合を行った主な理由 

海外に拠点展開する日系企業向け会計システムにより、製造業向け ERP・SCM システムの提供力を強化す

るため。 

(3) 企業結合日 

     平成 19 年５月１日 
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   (4) 企業結合の法的形式 

     当社による事業譲受 

 

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

    平成 19 年５月１日より平成 19 年９月 30 日まで 

 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

    取得の対価 

現金 30,804 千円

取得原価 30,804 千円

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1) のれんの金額 50,000 千円 

(2) 発生原因 

    今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

(3) 償却の方法及び償却期間 

    ３年間の定額法による償却 

 

５．企業結合日に受け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 

   (1) 資産の額 

流動資産 6,694 千円

固定資産 136,392 千円

  合計 143,086 千円

(2) 負債の額 

流動負債 112,282 千円

  合計 112,282 千円

 

６．企業結合が中間連結会計期間の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 

    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額の重要性が乏しいため、当該記載を省略しており

ます。 

 

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） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 1,209 円 29 銭 1,179 円  22 銭 1,305 円 91 銭

１株当たり中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△） 
43 円 96 銭 △98 円 24 銭 139 円 71 銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

中間純損失を計上してお

り、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

 

（注）１．１株当たり中間（当期）純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

項  目 

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 

純資産の部の合計額 (千円) 2,418,577 2,358,351 2,611,810 

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,418,577 2,358,351 2,611,810 

普通株式の発行済株式数 (千円) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数 
(株) 2,000,000 1,999,920 2,000,000 

 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

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

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△） 
(千円) 87,928 △196,483 279,415 

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

又は中間純損失（△） 
(千円) 87,928 △196,483 279,415 

普通株式の期中平均株式数 (株) 2,000,000 1,999,991 2,000,000 

 

（重要な後発事象） 

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

該当事項はありません。 

 

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

該当事項はありません。 

 

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

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

（１） 生産実績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、

商品分野別に記載しております。 

                              

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 商品分野名 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 2,593,456 47.7 1,857,986 △28.4 5,709,405 26.5

自社製品ＥＲＰ 885,339 76.0 1,362,618 53.9 2,296,889 81.0

ｅビジネス 748,842 △21.1 735,749 △1.7 1,586,380 △27.1

その他 250,598 19.8 440,069 75.6 752,978 71.1

合   計 4,478,236 31.1 4,396,424 △1.8 10,345,653 23.2

 

（注）１．金額は売上原価によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（２） 受注実績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、

商品分野別に記載しております。 

                                        

前中間連結会計期間 

受注高 受注残高 

 自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

平成18年９月30日 商品分野名 

金額 (千円) 
前年同期比

(％) 
金額 (千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 3,163,963 25.9 2,747,262 △6.9

自社製品ＥＲＰ 1,588,848 60.5 848,393 59.6

ｅビジネス 1,004,294 △25.5 732,702 △40.9

その他 332,778 △27.8 268,266 9.5

合   計 6,089,885 14.6 4,596,624 △7.5

                               

当中間連結会計期間 

受注高 受注残高 

 自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

平成19年９月30日 商品分野名 

金額 (千円) 
前年同期比

(％) 
金額 (千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 2,322,473 △26.6 1,659,274 △39.6

自社製品ＥＲＰ 2,689,445 69.3 1,668,083 96.6

ｅビジネス 1,615,425 60.9 1,396,772 90.6

その他 391,019 17.5 77,105 △71.3

合   計 7,018,363 15.2 4,801,234 4.5

 

前連結会計年度 

受注高 受注残高 

 自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

平成19年３月31日 商品分野名 

金額 (千円) 
前年同期比

(％) 
金額 (千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 6,309,058 6.8 1,786,972 △39.4

自社製品ＥＲＰ 3,336,779 39.9 654,774 13.4

ｅビジネス 1,987,201 △14.5 691,564 5.1

その他 722,953 △5.3 161,666 △33.1

合   計 12,355,992 8.6 3,294,976 △25.6

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（３） 販売実績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、

商品分野別に記載しております。 

 

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 商品分野名 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

金額 

(千円) 

前年同期比

(％) 

他社製品ＥＲＰ 3,366,326 40.9 2,450,171 △27.2 7,471,711 29.1

自社製品ＥＲＰ 1,318,014 51.2 1,676,136 27.2 3,259,565 46.8

ｅビジネス 929,738 △25.8 910,216 △2.1 1,953,783 △30.5

その他 306,006 18.8 475,580 55.4 802,781 42.4

合   計 5,920,086 24.1 5,512,104 △6.9 13,487,841 18.5

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６．中間財務諸表等 

（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 

前年度末 

増  減 

(△印減) 科   目 

金額 (千円) 
構成比

(％)
金額 (千円)

構成比

(％)
金額 (千円) 

構成比 

(％) 
金額 (千円)

(資 産 の 部)  

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  475,642 475,354 446,380  28,973

２．受取手形 ※２ 36,381 36,487 51,125  △14,637

３．売掛金  3,560,389 2,430,885 4,022,661  △1,591,775

４．たな卸資産         789,140 1,160,489 647,943  512,546

５．前渡金  147,282 115,288 105,170  10,118

６．繰延税金資産  216,903 340,659 202,245  138,414

７．その他 ※３ 231,927 239,349 210,785  28,564

     貸倒引当金  ― △2,677 ―  △2,677

     流動資産合計 5,457,667 76.3 4,795,836 73.6 5,686,311 77.6 △890,475

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物  102,614 109,784 119,566  △9,782

(2)工具、器具及び備品  109,455 122,749 116,324  6,424

(3)リース資産  ― 9,188 ―  9,188

有形固定資産合計  212,069 3.0 241,721 3.7 235,890 3.2 5,830

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  1,041,316 991,225 1,005,289  △14,063

(2)のれん  ― 43,041 ―  43,041

(3)その他  35,767 28,461 29,164  △703

無形固定資産合計  1,077,083 15.0 1,062,728 16.3 1,034,454 14.2 28,274

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券 17,736 14,054 13,424  630

(2)関係会社株式 50,000 99,560 50,000  49,560

(3)繰延税金資産 52,521 21,680 24,084  △2,403

(4)その他 287,756 280,261 280,345  △83

貸倒引当金 ― △346 ―  △346

投資その他の資産合計 408,014 5.7 415,210 6.4 367,853 5.0 47,356

固定資産合計 1,697,167 23.7 1,719,660 26.4 1,638,198 22.4 81,462

資産合計 7,154,835 100.0 6,515,497 100.0 7,324,510 100.0 △809,013
         

 



 
東洋ビジネスエンジニアリング㈱（4828） 平成 20年３月期中間決算短信 

 36

 

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 

前年度末 

増  減 

(△印減) 科   目 

金額 (千円) 
構成比

(％)
金額 (千円)

構成比

(％)
金額 (千円) 

構成比

(％) 
金額 (千円)

(負 債 の 部)  

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  911,416 751,215 981,158  △229,942

２．短期借入金  2,700,000 2,000,000 2,300,000  △300,000

３．未払金  68,078 91,091 163,156  △72,065

４．未払費用  430,015 400,811 469,761  △68,949

５．未払法人税等  8,790 9,550 59,955  △50,405

６．前受金  191,187 274,343 185,269  89,073

７．賞与引当金  315,056 355,935 375,183  △19,248

８．品質保証引当金  38,115 25,849 80,313  △54,463

９．受注損失引当金  ― 268,399 ―  268,399

10．その他 ※３ 53,788 26,261 110,212  △83,950

流動負債合計 4,716,449 65.9 4,203,459 64.5 4,725,011 64.5 △521,551

   

Ⅱ 固定負債    

１．リース債務  ― 3,801 ―  3,801

固定負債合計 ― - 3,801 0.1 ― - 3,801

負債合計 4,716,449 65.9 4,207,261 64.6 4,725,011 64.5 △517,750

    

（純 資 産 の 部）   

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  697,600 9.7 697,600 10.7 697,600 9.5 ―

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  426,200 426,200 426,200  ―

資本剰余金合計 426,200 6.0 426,200 6.5 426,200 5.8 ―

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  8,100 8,100 8,100  ―

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  1,306,294 1,176,068 1,467,604  △291,536

利益剰余金合計 1,314,394 18.4 1,184,168 18.2 1,475,704 20.2 △291,536

４．自己株式  ― - △101 △0.0 ― - △101

株主資本合計 2,438,194 34.1 2,307,866 35.4 2,599,504 35.5 △291,637

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金 191 0.0 369 0.0 △5 △0.0 374

評価・換算差額等合計 191 0.0 369 0.0 △5 △0.0 374

純資産合計 2,438,385 34.1 2,308,236 35.4 2,599,499 35.5 △291,262

負債純資産合計 7,154,835 100.0 6,515,497 100.0 7,324,510 100.0 △809,013
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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 

前年同期 

増  減 

(△印減) 

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 
科  目 

金額 (千円) 
百分比

(％) 
金額 (千円)

百分比

(％) 
金額 (千円) 金額 (千円) 

百分比

(％)
         

Ⅰ 売上高  5,790,309 100.0 5,422,943 100.0 △367,366 13,183,544 100.0

Ⅱ 売上原価  4,451,060 76.9 4,457,688 82.2 6,628 10,285,848 78.0

売上総利益  1,339,249 23.1 965,254 17.8 △373,995 2,897,696 22.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,245,321 21.5 1,312,050 24.2 66,728 2,352,372 17.9

営業利益  93,928 1.6 ― - △93,928 545,323 4.1

営業損失  ― - 346,795 △6.4 346,795 ― -

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,785 0.0 2,113 0.0 △671 3,790 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 13,323 0.2 16,745 0.3 3,422 33,507 0.2

経常利益  83,390 1.4 ― - △83,390 515,606 3.9

経常損失  ― - 361,427 △6.7 361,427 ― -

Ⅵ 特別利益 ※３ 54,056 1.0 ― - △54,056 54,056 0.4

Ⅶ 特別損失 ※４ ― - 2,011 0.0 2,011 51,084 0.4

税引前中間（当期）純利益 137,446 2.4 ― - △137,446 518,578 3.9

税引前中間純損失 ― - 363,438  △6.7 363,438 ― -

2,208 0.1 4,362 0.1 2,154 178,801 1.4

40,353 0.7 △136,265 △2.5 △176,619 83,582 0.6

94,884 1.6 ―  - △94,884 256,194 1.9

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

中間（当期）純利益 

中間純損失 ― - 231,536 △4.3 231,536 ― -
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 
項  目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
697,600 426,200 426,200 8,100 1,277,410 1,285,510 2,409,310

中間会計期間中の変動

額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 △60,000 △60,000

役員賞与 (注)  △6,000 △6,000 △6,000

中間純利益  94,884 94,884 94,884

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) 
－ － － － 28,884 28,884 28,884

平成18年９月30日残高

（千円） 
697,600 426,200 426,200 8,100 1,306,294 1,314,394 2,438,194

 

評価・換算差額等 

項  目 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
－ － 2,409,310

中間会計期間中の変動

額 
 

剰余金の配当 (注)  △60,000

役員賞与 (注)  △6,000

中間純利益  94,884

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 
191 191 191

中間会計期間中の変動

額合計(千円) 
191 191 29,075

平成18年９月30日残高

（千円） 
191 191 2,438,385

 
(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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金
項  目 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余金

合計 

利益 

準備金 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高

(千円) 
697,600 426,200 426,200 8,100 1,467,604 1,475,704 － 2,599,504

中間会計期間中の変動

額 
  

剰余金の配当 (注)  △60,000 △60,000 △60,000

中間純損失  △231,536 △231,536 △231,536

自己株式の取得   △101 △101

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) 
－ － － － △291,536 △291,536 △101 △291,637

平成19年９月30日残高

（千円） 
697,600 426,200 426,200 8,100 1,176,068 1,184,168 △101 2,307,866

 

評価・換算差額等 

項  目 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高

(千円) 
△5 △5 2,599,499

中間会計期間中の変動

額 
 

剰余金の配当 (注)  △60,000

中間純損失  △231,536

自己株式の取得  △101

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 
374 374 374

中間会計期間中の変動

額合計(千円) 
374 374 △291,262

平成19年９月30日残高

（千円） 
369 369 2,308,236

 
(注) 平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 
項  目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
697,600 426,200 426,200 8,100 1,277,410 1,285,510 2,409,310

事業年度中の変動額   

剰余金の配当 (注)  △60,000 △60,000 △60,000

役員賞与 (注)  △6,000 △6,000 △6,000

当期純利益  256,194 256,194 256,194

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) 
－ － － － 190,194 190,194 190,194

平成19年３月31日残高

（千円） 
697,600 426,200 426,200 8,100 1,467,604 1,475,704 2,599,504

 

評価・換算差額等 

項  目 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
－ － 2,409,310

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △60,000

役員賞与 (注)  △6,000

当期純利益  256,194

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額 (純額) 
△5 △5 △5

事業年度中の変動額合

計 (千円) 
△5 △5 190,189

平成19年３月31日残高

（千円） 
△5 △5 2,599,499

 
(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          

 

 

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 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法

によっております。 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定）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。 

 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

同  左 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同  左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同  左 

 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

同  左 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  事業年度末日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）に

よっております。 

 

時価のないもの 

同  左 

 

 たな卸資産 

仕掛品は個別法による原

価法によっております。 

 

たな卸資産 

同  左 

 

たな卸資産 

同  左 

 

2. 固定資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

 

定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

 

有形固定資産（リース資産を

除く） 

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物        ８～18年

工具、器具及び備品 

            ３～20年

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しており

ます。 

 これによる損益に与える影

響額は、軽微であります。 

有形固定資産 

 

定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 
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前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

  （追加情報） 

当中間会計期間より、平成

19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産のうち償却

可能限度額までの償却が終

了しているものについては、

残存簿価を５年間で均等償

却しております。 

これによる損益に与える

影響額は、軽微であります。

 

 

 無形固定資産 

定額法によっております。

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっており

ます。 

 また、販売目的のソフトウ

ェアについては、見込有効期

間(３年)における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能

な残存有効期間に基づく均等

配分額を比較し、いずれか大

きい金額を計上しておりま

す。 

 

無形固定資産 

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間(主に５

年)に基づく定額法によって

おります。 

 販売目的のソフトウェアに

ついては、見込有効期間(３

年)における見込販売数量に

基づく償却額と販売可能な残

存有効期間に基づく均等配分

額を比較し、いずれか大きい

金額を計上しております。 

また、のれんについては、

３年間の定額法によっており

ます。 

 

無形固定資産 

定額法によっております。

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける見込利用可能期間(主に

５年)に基づく定額法によっ

ております。 

 また、販売目的のソフトウ

ェアについては、見込有効期

間(３年)における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能

な残存有効期間に基づく均等

配分額を比較し、いずれか大

きい金額を計上しておりま

す。 

 

  リース資産 

所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリー

ス資産 

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。 

（会計方針の変更） 

  「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 

 最終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び

「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 最終改正平成

19年３月30日 企業会計基

準適用指針第16号）が平成

19年４月１日以後に開始す

る事業年度から適用できる

ことになったことに伴い、

当中間会計期間より、同会

計基準及び同適用指針を適

用しております。 

これによる損益に与える

影響額は、軽微であります。
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前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

 長期前払費用 

均等償却によっておりま

す。 

なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 

長期前払費用 

   均等償却によっておりま

す。 

長期前払費用 

同  左 

 

3. 引当金の計上

基準 

 

 

 

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す

ることとしております。 

 

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す

ることとしております。 

なお、当事業年度の計上額

はありません。 

 

 賞与引当金 

従業員に支給すべき賞与の

支払に備えるため、支給見込

額に基づき計上することとし

ております。 

 

賞与引当金 

同  左 

 

賞与引当金 

同  左 

 

  役員賞与引当金 

役員に支給すべき賞与の支

払に備えるため、支給見込額

に基づき計上することとして

おります。 

 

  

役員賞与引当金 

役員に支給すべき賞与の支

払に備えるため、支給見込額

に基づき計上することとして

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

計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

これにより、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益

は10,000千円減少しておりま

す。 

 

 品質保証引当金 

客先納入後の瑕疵担保等の

費用の支出に備えるため、実

績率に基づき算出した発生見

込額を計上することとしてお

ります。 

また、品質確保に際し、個

別に見積可能な費用について

は発生見込額を見積計上する

こととしております。 

 

品質保証引当金 

同  左 

品質保証引当金 

同  左 
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前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

  受注損失引当金 

 受注案件に係る将来の損失

に備えるため、進行中の案件

のうち当中間会計期間におい

て損失が発生すると見込ま

れ、かつ、その金額を合理的

に見積可能なものについて

は、当中間会計期間末以降の

損失見積額を計上することと

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。 

 

 

 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 

5. その他中間財

務諸表（財務

諸表）作成の

ための基本と

なる重要な事

項 

 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理方法

は、税抜方式によっておりま

す。 

 

消費税等の会計処理 

同  左 

 

消費税等の会計処理 

同  左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 

自 平成18年４月 1日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）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

会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）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、2,438,385千円でありま

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）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

基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）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、2,599,499千円でありま

す。 

なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

 

   

 

 

追  加  情  報 

 

前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（「ソフトウェア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い」） 

当中間会計期間より「ソフトウェ

ア取引の収益の会計処理に関する実

務上の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年３月30日 実務対応報告

第17号）を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べて、

売上高が189,596千円、売上原価が

189,596千円減少しております。売上

総利益、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益に与える影響はあり

ません。 

 

 （「ソフトウェア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い」） 

当事業年度より「ソフトウェア取

引の収益の会計処理に関する実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年３月30日 実務対応報告第

17号）を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べて、

売上高が426,902千円、売上原価が

426,902千円減少しております。売上

総利益、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はあり

ません。 
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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  

        128,078千円 

 

※２ 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

をもって決済処理しております。 

   なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、中

間会計期間末残高に含まれてお

ります。 

受取手形      3,145千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び預り消費税等

は相殺の上、流動負債その他に含め

て表示しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

       197,023千円

 

※２ 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

をもって決済処理しております。 

   なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、中

間会計期間末残高に含まれてお

ります。 

受取手形      3,586千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

同   左 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

        161,139千円

 

※２ 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      6,531千円 

 

 

 

   

 

 

(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 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息               701千円 

   受取配当金           1,265千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息              767千円 

   受取配当金            240千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

  受取利息             1,721千円

受取配当金            1,265千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息            13,171千円 

     

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息           15,830千円 

     

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息            30,356千円

 

※３ 特別利益の内訳 

  投資有価証券売却益   49,348千円 

  貸倒引当金戻入益      4,708千円 

 

 

 

※３ 特別利益の内訳 

  投資有価証券売却益   49,348千円

    貸倒引当金戻入益      4,708千円

 ※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損       2,011千円 

    

※４ 特別損失のうち主要なもの 

  固定資産除却損       24,788千円

    たな卸資産除却損    10,173千円

  たな卸資産評価損   6,374千円

なお、固定資産除却損のうち主要

なものは、ソフトウェア 24,666千

円であります。 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産        29,262千円 

無形固定資産        295,313千円 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産        37,601千円

無形固定資産        248,711千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産        63,890千円

無形固定資産        568,121千円
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前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

 

 

６  売上高の季節的変動が著しい 

場合 

当社の売上高は、受注案件の納

期が期末に集中する傾向がある

ため、事業年度の上半期売上高と

下半期売上高との間に著しい相

違があり、上半期と下半期の業績

に季節的変動があります。 

なお、当中間会計期間の売上高

は5,422,943千円でありました

が、前期における売上高は上半期

が 5,790,309 千 円、下半期が

7,393,234千円であります。 

 

 

 

 

（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） 

   自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

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

   自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） ― 80 ― 80

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 80 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

   自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 
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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 

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 

 

 

工具、器具

及び備品 

(千円) 

合計 

 

(千円) 

取得価額
相当額 

51,263 51,263

減価償却
累計額 
相当額 

31,593 31,593

中間期末
残高 
相当額 

19,670 19,670

   

ファイナンス・リース取引 

(1)所有権移転ファイナンス・リース取

引 

   該当事項はありません。 

 

(2)所有権移転外ファイナンス・リース

取引 

① リース資産の内容 

   有形固定資産 

   主として、本社におけるコンピ

ュータ（工具、器具及び備品）で

あります。 

 

② リース資産の減価償却の方法 

   中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の「2.固定資産

の減価償却の方法」に記載のとお

りであります。 

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期末残高相

当額 

 

 

工具、器具

及び備品 

(千円) 

合計 

 

(千円) 

取得価額
相当額 

41,292 41,292

減価償却
累計額 
相当額 

28,199 28,199

期末 
残高 
相当額 

13,092 13,092

  
 

② 未経過リース料中間期末残高 

相当額 
１年以内 10,196 千円 

１年超 10,747 千円 

合計 20,944 千円  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 7,590 千円

１年超 6,344 千円

合計 13,935 千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 

支払リース料 7,039 千円 

減価償却費相当額 6,237 千円 

支払利息相当額 459 千円 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 

支払リース料 12,994 千円

減価償却費相当額 11,535 千円

支払利息相当額 870 千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

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。 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっておりま

す。 

 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

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。 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっておりま

す。 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

  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） 

該当事項はありません。 

 

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

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

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） 

   該当事項はありません。 

 

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

中間連結財務諸表 注記事項の（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 1,219 円 19 銭 1,154 円 16 銭 1,299 円 75 銭

１株当たり中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△） 
47 円 44 銭 △115 円 77 銭 128 円 10 銭

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

中間純損失を計上してお

り、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

（注）１．１株当たり中間（当期）純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

項  目 

前中間会計期間末 

平成18年９月30日 

当中間会計期間末 

平成19年９月30日 

前事業年度末 

平成19年３月31日 

純資産の部の合計額 (千円) 2,438,385 2,308,236 2,599,499 

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,438,385 2,308,236 2,599,499 

普通株式の発行済株式数 (株) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数 
(株) 2,000,000 1,999,920 2,000,000 

 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

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

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△） 
(千円) 94,884 △231,536 256,194 

普通株式に帰属しない金額 (千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△） 
(千円) 94,884 △231,536 256,194 

普通株式の期中平均株式数 (株) 2,000,000 1,999,991 2,000,000 

 

（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 19 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

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

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 




