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（百万円未満切捨て） 

１．19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（1）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

 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％

2,828      (13.1) 
2,501        (－) 

百万円   ％

118   (△38.5)
192      (－)

百万円   ％ 
 

126      (△36.8) 
199          (－) 

百万円   ％

69     (△39.9)
114         (－)

19年３月期 5,361        (－) 443      (－) 428      (－) 235      (－)

 
 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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円   銭 
3,946    91 
7,927    65 

円   銭 
―  ― 
―  ― 

19年３月期 16,094      83     ―  ― 

(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）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
2,306 
1,989 

百万円
1,273 
645 

％ 
   55.2 

32.4 

円    銭
72,751    17  
44,500   03 

19年３月期 2,354     1,239   52.6 70,840   19 

(参考) 自己資本 19年９月中間期   1,273百万円  18年９月中間期 645百万円  19年３月期  1,239百万円 

 
（3）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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
△44 

      111 

百万円
△135 

            2 

百万円 
△50 
△53 

百万円
573 
540 

19年３月期  313 △83 92 803 

 
 
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 

 
19年３月期 

円 銭 
― ― 

円 銭
2,000 00

円 銭
2,000 00

20年３月期  
― ― 

 

20年３月期（予想）   
2,200 00

 
 

2,200 00

 
３．20年３月期の業績予想（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 6,100  （13.8）  520  (17.4)  532  (24.3)  282  (20.0)  16,114  28 
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４．その他 
（１） 中間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                有 
〔（注）詳細は、23ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

 
（２）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 
19年９月中間期 17,500株   18年９月中間期 14,500株 19年３月期 17,500株 
 

② 期末自己株式数   
  19年９月中間期   ―株  18年９月中間期   ―株 19年３月期   ―株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益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。 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び
合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な
る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につ
いては ３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績の好調さが持続しており、景気は堅調に推移する一方、原油価

格の高騰や、サブプライムローン問題を発端に拡がった金融市場の混乱が内外経済に与える影響が懸念される状況

であります。 

また、このような環境の下、顧客企業においては IT 投資の厳選化が進み、かつその品質及び価格等についても従

来以上に追求する傾向があります。また、業界全般の傾向として IT 技術者が不足していることから、その安定的な

確保が重要な経営課題となっており、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。 

このような情勢の中、当社は引き続き成長分野および増益が顕著な領域に経営資源を集中し、営業活動を展開し

た結果、当中間会計期間の業績は、売上高 2,828 百万円（前年同期比 13.1％増）となりました。 

一方で、受注時期がずれたことによる稼働率の低下、及びグループウェアソリューション事業において不採算案

件が発生したこと等により、営業利益 118 百万円（前年同期比 38.5％減）、経常利益 126 百万円（前年同期比 36.8％

減）、中間純利益 69 百万円（前年同期比 39.9％減）となりました。 

 

事業区分別の実績は次のとおりであります。なお、当中間会計期間より事業区分の一部につき見直しを行ってお

ります。 

グループウェアソリューション事業は、ポータル関連のシステム構築を軸に拡大基調にあり、売上高は 841 百万

円（前年同期比 24.4%増）となりました。 

また、ＥＲＰソリューション事業は、旺盛な引合いを受け、また事業区分の見直しの影響により、売上高は 395

百万円（前年同期比 49.0%増）となりました。 

Ｗｅｂソリューション事業は、事業区分の見直しの影響により、売上高は 703 百万円（前年同期比 5.7%減）とな

りました。 

  ネットワーク運用サービス事業は、インフラ構築や設備提供サービスのマネージドサービスなどの拡大が貢献し、

売上高は 888 百万円（前年同期比 9.2%増）となりました。 

 

 ②当期の見通し 

当期の見通しに関しましては、好調な企業収益を背景とした民間設備投資意欲の高まりから、ＩＴ産業の全般的 

な景気も堅調に推移していると見られます。 

 このような状況の中で当社は、グループウェアソリューション事業を中核事業と位置付け新しい企業ポータルへ

注力いたします。また、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本ＩＢＭと略す)のグループウェアプロダクトで

ある｢Lotus Notes/Domino(以下、Ｎｏｔｅｓと略す)｣の周辺サービスで培った実績とノウハウの延長線上で顧客ニ

ーズとのギャップをカスタマイズによって改善していく方法論の確立、業務コンサル能力の向上を図り、他のアプ

リケーションパッケージでも同様の競争環境を効率的に実現できるようなノウハウの蓄積、普及に努めてまいりま

す。また、人材の育成プログラムの充実と、優秀な人材の確保、および既存顧客への信頼関係の構築と実績ある得

意領域を武器に新規顧客層の開拓に努め事業の拡大を目指してまいります。 

 これらの取り組みにより、平成 20 年 3 月期の業績見通しにつきましては、当初予定通り、売上高 6,100 百万円、

営業利益 520 百万円、経常利益 532 百万円、当期純利益 282 百万円を見込んでおります。 
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なお、わが国においては、事業年度を４月から３月までと定めている顧客企業が多いため、システムの導入・検

収が、年度の節目となる３月に集中する傾向にあります。こうした要因により、当社業績は、売上高、利益ともに

第１・第３四半期が相対的に少なくなり、第４四半期に集中する傾向を有しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

当中間会計期間末の財政状態について、総資産は前事業年度末比 48 百万円減少し、2,306 百万円となりました。

主な原因としては、売掛金の増加 42 百万円、株式会社ピクシス情報技術研究所からの事業譲受を主要因としたソフ

トウェアの増加 80 百万円、社内システム構築に係るソフトウェア仮勘定の増加 26 百万円があった一方、現金及び

預金が 229 百万円減少したことによるものであります。 

負債については、未払法人税等が 48 百万円、買掛金が 11 百万円、長期借入金が 10 百万円それぞれ減少し、前事

業年度末比 82 百万円減少し、1,033 百万円となりました。 

純資産については、配当金の支払が 35 百万円あったものの、中間純利益が 69 百万円となったことから、前事業

年度末比 33 百万円増加し、1,273 百万円となりました。その結果、自己資本比率は 55.2％となりました。 

 

 ②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。) は、事業譲受による支出が 105,000 千円 

及び法人税等の支払額が 116,276 千円あったこと等により、前事業年度末に比べ 229,484 千円減少し 573,823 千円

となりました。 

 

(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、税引前中間純利益が 130,848 千円生じた一方、売上高の増加に伴う 

売上債権の増加額が 42,329 千円あり、また、法人税等の支払額が 116,276 千円及び役員賞与の支払額が 11,600 

千円あったこと等から、当中間会計期間において、営業活動の結果使用した資金は前年同期比 156,094 千円増加し、

△44,347 千円(前中間会計期間 111,746 千円)となりました。 

 

(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、社内システム構築での無形固定資産の取得による支出及び有形固定 

資産の取得による支出等が増加いたしました。 

また、株式会社ピクシス情報技術研究所からの事業譲受による支出等があったことから、当中間会計期間に 

おいて、投資活動の結果使用した資金は前年同期比 137,701 千円支出が増加し、△135,136 千円(前中間会計 

期間 2,564 千円)となりました。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払による支出が 35,000 千円ありましたが、長期借入金の返済 

による支出が前年同期比 16,800 千円減少したこともあり、当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金 

は前年同期比 3,550 千円減少し、△50,000 千円(前中間会計期間 △53,550 千円)となりました。 
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なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 平成 18 年 9月 平成 19 年 9月 平成 19 年 3月 

自己資本比率(％) 32.4 55.2 52.6

時価ベースの自己資本比率(％) － 147.2 234.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 3.5 △1.0 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 48.9 △94.4 71.4

(注) 1. 自己資本比率：自己資本/総資産 

2. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

3. 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 

4. インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※ キャッシュ・フローはキャッシュ・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、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

  また、利払いについては、損益計算書の｢支払利息割引料｣を使用しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

  当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つに位置付け、株主に対して中長期的に安定した配当を行

っていくためには、まず当社の事業の拡大と財務体質の強化が必要であると認識しており、当期の業績の状況をベ

ースに、内部留保の充実と配当性向等とのバランスを図りながら、株主に対して積極的に利益還元を行っていきた

いと考えております。 

  内部留保資金につきましては、財務体質の強化とともに、事業の拡大のために有効投資して参りたいと考えてお

ります。 

毎事業年度における配当の回数について、当社は会社法第 454 条第５項に規定する中間配当をすることができる

旨を定款に定めておりますが、年１回の剰余金の配当（期末配当）を行うことを基本方針としております。 

なお、平成 20 年 3月期においては、１株につき 2,200 円の配当を予定しております。 

また、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 

(4) 事業等のリスク 

  以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

おります。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられ

る事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これら

のリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に

関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。

また、以下の記載は、本株式への投資に対するすべてを網羅するものではありませんので、この点にご留意くださ

い。 

 

1) 事業内容に関連するリスクについて 

①グループウェアソリューション事業においてＮｏｔｅｓへの依存度が高いことについて 

当社は、グループウェアソリューション事業においては日本ＩＢＭのＮｏｔｅｓに係る技術に精通した人材の 

育成に力を入れており、当該製品に関連する売上比率が高い状態にあると認識しております。 
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当社では、Ｎｏｔｅｓは長期間に渡り市場占有率の高い製品であると認識しておりますが、この状況が今後も

継続される保証はありません。何らかの事情によりＮｏｔｅｓの優位性若しくは競争力が低下した場合、当社の

経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

②保守及び運用サービスにおけるリスクについて 

当社のネットワーク運用サービス事業は、当社従業員等が顧客企業の基幹業務系システムなどのシステム運用 

に関する各種要望に対応する業務であります。当該業務は一旦受注すると業務の性質上、継続受注する傾向にあり

ますが、顧客の方針変更により契約内容が変更となる、あるいは何らかの理由により顧客との契約が終了するなど 

した場合には、一時的に余剰人員が発生し、固定費負担が経営成績を圧迫する可能性があります。また、当社従業

員等がオペレーションミスなどで誤った処理を行った結果、顧客に損害が発生した場合には当社がその損害を負担

する可能性があります。 

 

③マネージドサービス分野への注力について 

マネージドサービスとは、インターネット網を通じて、当社設備内に配置された当社人員により、顧客システム

の運用、保守を行うものであります。一般にシステムの運用、保守にかかる設備・人員は、専門性が求められるこ

とから、顧客企業が自ら調達・雇用することが困難もしくはコスト高となる可能性が高くなります。当該サービス

の採用により、顧客企業は、自らサーバやデータセンタ設備を有することやＩＴ関連専門の人員を雇用することが 

なく、比較的安価で監視等の運用サービスのサービスを受けられるというメリットを得ることができます。一方、 

インターネット回線に何らかの問題が発生し、継続的な接続性が失われた場合、当社サービスの一部または全部 

の提供が継続できない可能性もあり、この場合には当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、マネージドサービスに係る需要が見込みどおりに増加しない、もしくは、競合他社の競争力が勝るなどの 

理由で、期待している受注量が確保できない場合、当該分野に関してサーバ設備や運用要員等の固定費負担から採

算が低下し、経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

④システム構築におけるリスクについて 

当社が行うシステム構築全般においては、予定していた技術やパッケージソフト等で対応できない、などの理由

で、受注時の見積工数・期間を超過する場合があります。当社は受注時の見積精度の向上・工程管理の徹底を行う

一方、契約の締結に際して、長期間にわたる大型かつ包括的な請負契約を避け複数の個別契約に分割して影響を極

少化する、あるいは部分検収を受け、仕様追加や変更に対して追加受注を受ける対応を図る方針であります。 

  しかしながら、見積時点では想定できなかった事態の発生により当該案件の採算が悪化した場合、当社の経営成

績に影響を与える可能性があります。また、そうした事態が納期遅れの要因となり、債務不履行による損害賠償請

求、契約の解除等につながるおそれがあります。さらに、当社の信用が損なわれ競争力が低下する可能性もありま

す。また、システム構築に際しては、システム上の不具合等の発生を完全に防止することは困難であります。この

ため、当社の責任において不具合等を治癒するために追加的なコストが発生した場合や顧客の既存システムに影響

を与えるようなシステムトラブル等が生じた場合、債務不履行責任、瑕疵担保責任などの法的責任を負うことによ

り、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤法的規制等の影響について 

当社が行う事業に関しては、「特許法」、「商標法」、「著作権法」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下｢労働者派遣法｣といいます。) 、「下請代金支払遅延等防止法」、「個

人情報の保護に関する法律」及びその他関連法令の規制を受けております。また、主に人材を活用する事業である

ことから、「労働基準法」及び関連法令の遵守にも特に留意する必要があります。これらの法的規制は、社会状況の

変化などに応じて、今後も適宜改正ないし解釈の変更などがなされる可能性があり、これらに当社が的確に対応で

きなかった場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社が行う事業の契約形態には請負契約と労働者派遣契約が存在しますが、現状では請負契約が大部分を

占めております。労働者派遣契約は当社が派遣社員の仕事の結果について原則として責任を負わないのに対して、 

請負契約は仕事の結果に責任を負うことになり、成果物についての瑕疵担保責任や製造物責任の追及を受ける可能

性があります。当社では、請負契約と労働者派遣契約との違いを踏まえて適切な体制を整備するよう努めておりま

すが、請負により行われる事業と労働者派遣事業の区分に関する監督官庁による解釈等が変更された場合には、当

社事業の運営体制を変更する必要等が生じ、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥情報管理について 

当社は個人情報や顧客の機密情報を取扱う場合があります。顧客情報管理に関しては、秘密保持を含めた契約の

締結及び情報管理を実践し、社員の入社時には秘密保持等に係る誓約書提出を義務付けし、各部門、個人毎に情報

管理・指導を徹底しております。また、当社は平成 16 年 2月に社団法人情報サービス産業協会の認定のもと「プラ 

イバシーマーク」の使用許諾を受け、平成 18 年 2月の定期更新でも合格認定を得ております。当社は、このように

情報漏洩を未然に防ぐ措置を講じるよう努めておりますが、何らかの要因で顧客企業の情報や個人情報が漏洩した

場合、当社の信用失墜や損害賠償請求により、経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

 

⑦優秀な人材の確保 

当社の事業運営に当たっては、経営資源としての優秀な技術者の確保が必要不可欠なものと認識しております。

当社は、現在の流動的な労働市場の中で、必要な人材の採用と人材育成に努めております。また、ビジネスパート

ナ制度を採用し、当社業務の一部を外注先に委託しており、当期総製造費用に占める外注費の割合は平成 19 年９月

中間期において 48.3％、平成 18 年９月中間期においても 44.1％となっております。今後、当社が必要とする優秀

な人材を採用できない場合や多くの退職者が生じた場合、並びに当社が求める技術レベルを満たす外注要員がタイ

ムリーに確保できない等の場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2) 経営成績の季節的な変動について 

当社の経営成績は、顧客の業績変動による影響を受けます。また、ＩＴ投資予算の規模・予算の消化スケジュール

の影響も受けます。このため、当社の売上高は、上半期に比較して下半期の割合が高くなる傾向があります。ただし、

下半期の売上高が当該期の上半期の売上高を上回る保証はありません。また、販売費及び一般管理費のほとんどの科

目が毎月ほぼ均等額が発生すること、新卒採用者の受け入れにより、上半期は不稼働時間の発生や研修費用の発生な

どで固定費が増加することから、当社の経常利益も、上半期に比較して下半期の割合が高くなる傾向があります。 
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決算期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

 上半期 下半期 上半期 下半期 

 金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％)

売上高 2,231,189 48.1 2,407,877 51.9 2,501,426 46.7 2,860,177 53.3

経常利益 131,513 33.5 261,047 66.5 199,586 46.5 229,270 53.5

（注）1.平成 18 年 3月期及び平成 19 年 3月期の下半期の数値は、通期の数値より上半期の数値を差し引いたもの 

であり、独立監査人による監査を受けておりません。 

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 

3) 知的財産権について 

当社は、現在ＣＮＡＰに関する著作権を保有しており、これまでＣＮＡＰに関し第三者より知的財産権に関わる

侵害訴訟等が発生したことはありません。また、これまで当社が事業活動を進めていく中で、当社の知る限り、他

者の知的財産権を侵害した事実もありません。 

当社は、今後とも知的財産権に十分留意しながら事業を行っていく方針でありますが、今後、知的財産権を巡る

法的紛争が増加する可能性があります。何らかの理由から当社が法的紛争の当事者となった場合、損害賠償や差止

請求を受ける可能性があり、また、紛争相手の主張に理由があると否とを問わず、その紛争解決に時間及び多大な 

費用を要する可能性があり、また当社の今後の事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２. 企業集団の状況 

当社は、ビジネスパートナとして以下の関係会社を有しております。 

また、当社との間に継続的で緊密な事業上の関係がある関連当事者はおりません。 

 

名称 住所 

資本金又は

出資金 

(千米ドル)

主要な事業の内容 

議決権の所有

(被所有) 

割合(％) 

関係内容 

(関連会社) 

ＶＩＪＡＳＧＡＴＥ 
ベトナム国ハノイ市 500 

日本向けオンサイト事業

日本からのオフショア事業
20.0 

当社の業務の一部

を外注している。

役員兼任 1名 

 

なお、当社の事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

当社

システム・パッケージベンダ ビジネスパートナ

事業連携

顧客企業

グループウエア
ソリューション事業

ERPソリューション事業 Webソリューション事業
ネットワーク運用
サービス事業

ＣＮＡＰ
開発

ＭＳＰ
センタ

アライアンス

システム構築
サービス

ソリューション
サービス

システム運用
サービス

外注政策
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３. 経 営 方 針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 

当社は、下記の項目を経営の基本理念とし活動を続けております。 

  【会社方針】 

1. 社会と共に繁栄する会社になること。 

2. ユーザから真に信頼されるサービスを提供する会社になること。 

3. 使命感と活気ある人材に満ちあふれた会社になること。 

4. 常に新しい技術を取り入れ蓄積し、社会のニーズに対応できる会社になること。 

5. 健全成長を基調とする超一流の企業を目指す気品ある社風を築く会社になること。 

 

(2) 目標とする経営指標 

   

当社を取り巻く環境は、大きく急速に変化しつつありますが全体的に景気の回復を背景に各企業のＩＴ投資意欲

は旺盛であり需要が拡大していると考えています。一方顧客企業での新規投資の厳選、開発案件の小型化、短納期

と価格低減要求などの流れは引き続き存在する為、開発コストは依然厳しい環境にあります。 

  こうした中、当社では、当業界の成長率を上回る｢二桁成長率の維持｣を目指して経営努力してまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 

先進技術を活用した経営情報支援の導入やワークスタイルの変革から、「新しいシステム化」が模索される中、各

企業は、本業回帰・重視の観点から、システムは、そのライフサイクル（提案・構築・保守・運用）全般を通し、

当業界へ外部委託する風潮が拡大基調にあります。これらのＩＴ需要の拡大で、顧客の要請に技術要員の確保が追

いつかない状況であり、引合いにさえ応じきれない状況も見られます。 

この状況に対応し、事業を拡大していく為にも「経営資源の集中」を進めてまいります。グループウェアソリュ

ーション事業を中核事業とし、それを支える基盤事業としてシステム構築（ＥＲＰソリューション、Ｗｅｂソリュ

ーション）とネットワーク運用サービスを位置付けています。 

また、Ｎｏｔｅｓの競争力を軸に事業展開を図る一方で、当社はパッケージソフトのカスタマイズによる効率的

なソリューション提供方法の確立を進める方針であります。これは、業務コンサルティング能力を発揮し、顧客ニ

ーズを的確に把握し解決すること、ミドルウェアを熟知し、パッケージの能力を自在に引き出すことに関する能力

を高め、ノウハウを蓄積と共有化を進め組織力にすることであります。顧客ニーズと既存システムやパッケージと

のギャップをカスタマイズによって改善していくソリューションは、顧客にとって納期、コストパフォーマンスの

面で優れているため、今後のシステム需要に適合すると考えております。 

当社は、カスタマイズソリューション提供方法の確立により、他のアプリケーションパッケージでも、Ｎｏｔｅ

ｓと同様の競争環境(魅力的なパッケージの競争力を軸にカスタマイズソリューションの提供)を実現させ、次代の

柱を構築する方針であります。 

また、「営業力の強化」を進め、得意領域を武器に顧客企業へのアプローチと受注活動における利益基準での案件

選別を厳格に運用していきます。さらに利益率の獲得に向け、利益改善の見込める優良顧客へのローテーションや 
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良質案件へのシフトを図ります。 

一方、「人材の確保と育成」は当社の事業にとって最大の経営課題であります。人材育成プログラムの充実と一人

ひとりの技術力と組織力の向上に向けた取り組みを進めながら、人事制度の刷新、あるいは採用戦略、外注戦略の

改善を推進してまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

 

①経営資源の集中 

   当社の中核事業としてグループウェアソリューション事業を位置付け、人的資源を集中させます。その上で、同

事業での企業ポータルサービスと、ネットワーク運用サービス事業でのマネージドサービスを新たな事業の柱に据

え、取り組みを推進してまいります。これらの分野は、当社の既存事業の延長線上にあり、技術蓄積とソリューシ

ョンの実績があること、企業のＩＴ投資において欠かすことができなくなったインターネット利用技術との接点が

多数あることを特長としております。 

 ・ グループウェアソリューション事業における企業ポータルソリューション分野 

  ・ ネットワーク運用サービス事業における 24 時間 365 日対応のマネージドサービス分野 

 

②営業力の強化 

当社の事業は、営業力強化が不可欠であります。 

一方、現在の需給逼迫の環境下では、必要な引合いの獲得は比較的容易であることを鑑み、永続的、安定的な事

業の展開のためには、顧客満足度を維持しながら選別受注、ローテーションなど施策をとるべきであると考えてお

ります。そのためには、顧客戦略と提案力・折衝力の強化を行い、顧客密着型の活動を通じて、多様化するニーズ

の把握に努め、顧客の重要案件に対しては、特別プロジェクトチームを結成するなど質の高い顧客対応を行い対処

してまいります。 

・ 企画・構築から保守・運用に至るトータルサポートサービスの提案力の増強 

・ 既存優良顧客の維持拡大のための顧客戦略と顧客満足度の向上に向けた素早い対応の確立 

・ 新規ターゲットとして、大手企業グループとネット企業へ重点アプローチ 

 

③優秀な人材の確保と育成 

当社の事業にとって最も重要な経営資源は人材であります。今後とも、継続的に優秀な人材を採用していくため

に採用体制をさらに強化すると共に、人材育成・教育制度の充実で技術者のスキルアップを図っていきます。また、

採用計画について、上級ＳＥ・プロジェクトマネージャクラスは、定常的な中途採用活動と新卒定期採用において

も適性の高い人物を厳選採用してまいります。 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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4. 中間財務諸表 

(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   540,631 573,823  803,308

 ２．受取手形   11,148 3,202  2,986

 ３．売掛金   725,602 849,705  807,592

 ４．仕掛品   19,124 10,791  3,140

 ５．繰延税金資産   102,474 100,120  86,231

 ６．その他   45,504 61,555  43,568

   貸倒引当金   △4,418 ―  ―

   流動資産合計   1,440,069 72.4 1,599,198 69.3  1,746,828 74.2

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産    

  (1) 建物 ※1,2  60,942 58,704  59,154

  (2) 土地 ※2  144,871 144,871  144,871

  (3) その他 ※1  43,608 70,010  70,324

   有形固定資産合計   249,422 12.5 273,586 11.9  274,351 11.7

 ２．無形固定資産   50,804 2.6 193,124 8.4  71,112 3.0

 ３．投資その他の資産    

  (1) 差入保証金   77,293 84,476  84,476

  (2) その他   171,990 155,799  178,092

   投資その他の 
   資産合計   249,284 12.5 240,276 10.4  262,568 11.1

   固定資産合計   549,511 27.6 706,986 30.7  608,032 25.8

   資産合計   1,989,580 100.0 2,306,185 100.0  2,354,860 100.0

    
                                                                                                                                                



 

  －13－   

コムチュア株式会社（証券コード：3844）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 
 

  
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   354,469 426,007  437,767

 ２．一年内返済予定 
   長期借入金 

※2  333,200 20,000  20,000

 ３．未払費用   104,077 102,535  113,533

 ４．未払法人税等   99,675 78,837  127,694

 ５．賞与引当金   218,877 226,884  182,809

 ６．役員賞与引当金   ― 6,150  13,000

 ７．その他   73,358 47,511  75,409

  流動負債合計   1,183,658 59.5 907,926 39.4  970,213 41.2

Ⅱ 固定負債    

 １．社債   15,000 5,000  10,000

 ２．長期借入金   40,000 20,000  30,000

３．役員退職慰労引当金   84,278 ―  87,548

 ４．未払役員退職金   ― 86,999  ―

 ５．その他   21,393 13,113  17,394

  固定負債合計   160,672 8.1 125,113 5.4  144,943 6.2

  負債合計   1,344,330 67.6 1,033,040 44.8  1,115,157 47.4

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   71,750 3.6 308,900 13.4  308,900 13.1

 ２．資本剰余金    

  (1) 資本準備金  11,750 248,900 248,900 

   資本剰余金合計   11,750 0.6 248,900 10.8  248,900 10.6

 ３．利益剰余金    

  (1) 利益準備金  13,290 13,290 13,290 

  (2) その他利益剰余金    

    特別償却準備金  3,816 954 1,908 

    別途積立金  100,000 100,000 100,000 

    繰越利益剰余金  442,245 599,323 564,297 

   利益剰余金合計   559,352 28.1 713,567 30.9  679,496 28.8

  株主資本合計   642,852 32.3 1,271,367 55.1  1,237,296 52.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券 
   評価差額金   2,397 0.1 1,778 0.1  2,407 0.1

  評価・換算差額等 
  合計   2,397 0.1 1,778 0.1  2,407 0.1

  純資産合計   645,250 32.4 1,273,145 55.2  1,239,703 52.6

  負債純資産合計   1,989,580 100.0 2,306,185 100.0  2,354,860 100.0
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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   2,501,426 100.0 2,828,777 100.0  5,361,603 100.0

Ⅱ 売上原価   2,032,207 81.2 2,381,601 84.2  4,358,830 81.3

   売上総利益   469,218 18.8 447,175 15.8  1,002,773 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   276,436 11.1 328,678 11.6  559,458 10.4

   営業利益   192,782 7.7 118,496 4.2  443,315 8.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  9,353 0.4 8,081 0.3  26,771 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  2,549 0.1 535 0.0  41,229 0.8

   経常利益  199,586 8.0 126,043 4.5 428,856 8.0

Ⅵ 特別利益 ※3 ― 0.2 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4

 ―

― ―

6,720

1,914 0.1

 4,707

― ―

 税引前中間(当期)純利益   199,586 8.0 130,848 4.6  433,564 8.1

 法人税、住民税及び 
 事業税  99,675 73,147 200,766 

 法人税等調整額  △15,040 84,635 3.4 △11,369 61,777 2.2 △2,297 198,469 3.7

 中間(当期)純利益   114,950 4.6 69,071 2.4  235,094 4.4
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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
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 71,750 11,750 11,750 13,290 5,725 100,000 377,380

中間会計期間中の変動額    

 特別償却準備金の取崩(注)  △1,908   1,908

 剰余金の配当(注)    △21,750

 役員賞与(注)    △30,244

 中間純利益    114,950

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － － － △1,908 － 64,865

平成18年９月30日残高(千円) 71,750 11,750 11,750 13,290 3,816 100,000 442,245

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 項目 

利益剰余金合計
株主資本合計 

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) 496,395 579,895 2,706 2,706 582,602

中間会計期間中の変動額  

 特別償却準備金の取崩(注) － －  －

 剰余金の配当(注) △21,750 △21,750  △21,750

 役員賞与(注) △30,244 △30,244  △30,244

 中間純利益 114,950 114,950  114,950

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△309 △309 △309

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

62,956 62,956 △309 △309 62,647

平成18年９月30日残高(千円) 559,352 642,852 2,397 2,397 645,250

(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
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高(千円) 308,900 248,900 248,900 13,290 1,908 100,000 564,297

中間会計期間中の変動額    

 特別償却準備金の取崩  △954  954

 剰余金の配当    △35,000

 中間純利益    69,071

 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) 

－ － － － △954 － 35,025

平成19年９月30日残高(千円) 308,900 248,900 248,900 13,290 954 100,000 599,323

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 項目 

利益剰余金合計
株主資本合計 

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) 679,496 1,237,296 2,407 2,407 1,239,703

中間会計期間中の変動額  

 特別償却準備金の取崩 － －  －

 剰余金の配当 △35,000 △35,000  △35,000

 中間純利益 69,071 69,071  69,071

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△628 △628 △628

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

34,071 34,071 △628 △628 33,442

平成19年９月30日残高(千円) 713,567 1,271,367 1,778 1,778 1,273,145
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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
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 71,750 11,750 11,750 13,290 5,725 100,000 377,380

事業年度中の変動額    

新株の発行 237,150 237,150 237,150   

 特別償却準備金の取崩(前期分)

（注） 
 △1,908  1,908

 特別償却準備金の取崩（当期分）  △1,908  1,908

 剰余金の配当（注）    △21,750

 役員賞与（注）    △30,244

 当期純利益    235,094

 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) 

237,150 237,150 237,150 ― △3,816 ― 186,917

平成19年３月31日残高(千円) 308,900 248,900 248,900 13,290 1,908 100,000 564,297

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 項目 

利益剰余金合計
株主資本合計 

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) 496,395 579,895 2,706 2,706 582,602

事業年度中の変動額  

新株の発行 474,300  474,300

 特別償却準備金の取崩(前期分）

（注） 
― ―  ―

特別償却準備金の取崩(当期分) ― ―  ―

 剰余金の配当（注） △21,750 △21,750  △21,750

 役員賞与（注） △30,244 △30,244  △30,244

 当期純利益 235,094 235,094  235,094

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) 

△299 △299 △299

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

183,100 657,400 △299 △299 657,100

平成19年３月31日残高(千円) 679,496 1,237,296 2,407 2,407 1,239,703

(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） 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
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 
(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   

 １．税引前中間(当期)純利益  199,586 130,848 433,564

 ２．減価償却費  14,912 23,096 37,438

 ３．賞与引当金の増減額  44,348 44,074 8,280

 ４．役員退職慰労引当金の増減額  3,195 △549 6,465

 ５．貸倒引当金の増減額  335 ― △4,082

 ６．受取利息及び受取配当金  △2,024 △1,527 △11,884

 ７．支払利息  2,283 469 4,394

 ８．匿名組合投資利益  △3,663 △4,280 △7,662

 ９．固定資産売却益  ― ― △289

10．固定資産売却損  ― 897 ―

11．固定資産除却損  ― 1,017 ―

 12．売上債権の増減額  △52,967 △42,329 △126,795

 13．たな卸資産の増減額  △16,281 330 △297

 14．仕入債務の増減額  53,201 △11,759 136,499

 15．その他流動資産の増減額  △12,617 △1,510 △10,980

 16．その他流動負債の増減額  24,302 △39,894 68,645

 17．役員賞与の支払額  △30,244 △11,600 △30,244

 18．その他  96 △16,425 170

   小計  224,461 70,857 503,222

 19．利息及び配当金の受取額  2,024 1,527 11,884

 20．利息の支払額  △2,266 △456 △4,085

 21．法人税等の支払額  △112,473 △116,276 △197,044

   営業活動によるキャッシュ・フロー  111,746 △44,347 313,977

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １．有形固定資産の取得による支出  ― △8,847 △21,132

 ２．有形固定資産の売却による収入  ― ― 1,250

 ３．無形固定資産の取得による支出  △4,209 △39,462 △60,130

４．事業譲受による支出  ― △105,000 ―

 ５．差入保証金の差入による支出  ― ― △11,217

６．敷金の差入による支出  ― △130 ―

 ７．差入保証金の返還による収入  228 ― 542

 ８．保険積立金の積立による支出  △2,768 △2,072 △5,214

９．保険積立金の返戻による収入  ― 15,252 ―

10．出資金の取得による支出  ― △50 ―

 11．出資金の返還による収入  1,319 3,501 4,822

 12．定期預金の払戻による収入  8,009 ― 8,009

 13．その他  △14 1,672 △18

   投資活動によるキャッシュ・フロー  2,564 △135,136 △83,089

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １．長期借入金の返済による支出  △26,800 △10,000 △350,000

 ２．社債の償還による支出  △5,000 △5,000 △10,000

 ３．株式の発行による収入  ― ― 474,300

 ４．配当金の支払額  △21,750 △35,000 △21,750
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △53,550 △50,000 92,550

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  60,761 △229,484 323,437

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  479,870 803,308 479,870

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 540,631 573,823 803,308
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（5）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．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法

 (1) 有価証券 

  ① 関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

 (1) 有価証券 

  ① 関連会社株式 

    同左 

 (1) 有価証券 

① 関連会社株式 

  同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算末日の市場価格

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) 

同左      決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

    同左 

    時価のないもの 

    同左 

 (2) 棚卸資産 

   仕掛品 

    個別法による原価法 

 (2) 棚卸資産 

   仕掛品 

    同左   

   

 (2) 棚卸資産 

   仕掛品 

    同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法を採

用しております。 

   主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物 22～50年 

車両及び運搬具 ６年 

工具器具 
及び備品 

4～15年 

   なお、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、３年間均等償却によ

っております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備は除く) 

ａ 平成10年３月31日以前に取得し

たもの 

  旧定率法によっております。 

ｂ 平成10年４月１日から平成19年

３月31日までに取得したもの 

  旧定額法によっております。 

ｃ 平成19年４月１日以後に取得し

たもの 

  定額法によっております。 

   

建物以外 

ａ 平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

  旧定率法によっております。 

ｂ 平成19年４月１日以後に取得し

たもの 

  定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物 22～50年

車両及び運搬具 ６年

工具器具 
及び備品 

4～15年

  また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却によってお

ります。 

２．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

   但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法を採

用しております。 

   主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物 22～50年

車両及び運搬具 ６年

工具器具 
及び備品 

4～15年

 なお、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、３年間均等償却によ

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) 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売期間(３年

以内)における見込販売収益に

基づく償却額と販売可能な残存

販売期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額とする方法を

採用しております。 

   自社利用目的のソフトウェア

につきましては、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。な

お、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却によって

おります。 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

   市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売期間(３年

以内)における見込販売収益に

基づく償却額と販売可能な残存

販売期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額とする方法を

採用しております。 

自社利用目的のソフトウェア

につきましては、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。な

お、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却によって

おります。 

のれんについては、その投資

効果の発現する期間(３年)で償

却しております。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 

               

３．繰延資産の処理方法 

            

３．繰延資産の処理方法 

株式交付費 

  支出時の費用として処理してお

ります。 

４．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

４．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

４．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対する賞与支給に備

えるため、将来の支給見込額の

うち、当中間会計期間の負担額

を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金に関

する内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

平成19年３月31日をもって役

員退職慰労金制度を廃止したこ

とに伴い、平成19年６月28日開

催の定時株主総会において、役

員退職慰労金の打切り支給議案

が承認可決されました。 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対する賞与支給に備

えるため、将来の支給見込額の

うち、当事業年度の負担額を計

上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金に関

する内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

 

  

 

               

これにより役員退職慰労引当

金は全額取崩し、打切り支給額

の未払分を固定負債の「未払役

員退職金」に計上しております。
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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) 

                

(4) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額に基づき、当

中間会計期間の負担額を計上して

おります。 

(4) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額に基づき、計

上しております。 

５．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。 

５．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているた

め、特例処理を採用しておりま

す。 

６．ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

 

          

６．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…金利スワップ 

   ・ヘッジ対象…借入金の利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

            

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行っておりま

す。 

 (3) ヘッジ方針 

 

 

         

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため、中間決

算日における有効性の判定を省

略しております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 

         

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため、決算日

における有効性の判定を省略し

ております。 

７．中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資からなっております。 

７．中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

８．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 

 消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

８．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 

 消費税等の処理方法 

同左 

 

８．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の処理方法 

同左 
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（6）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

する会計基準等) 

 当中間会計期間から「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。これによる損益に与える影響はあ

りません。なお、従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は 645,250 千円

であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (役員賞与に関する会計基準) 

 前事業年度の下半期において、役

員退職慰労引当金制度の廃止をはじ

めとする役員に対する報酬体系の見

直しを行い、役員賞与の支給見込額

を合理的に算定することが可能とな

ったため、「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。この結果、従来の

方法に比べ販売費及び一般管理費が

6,150千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれぞれ

6,150千円減少しております。    

 (有形固定資産の減価償却方法) 

 当中間会計期間から、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６

号）及び(法人税法施行令の一部を改

正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号)）に伴い、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変

更しております。これによる損益に

与える影響は軽微であります。 

(追加情報) 

なお、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

 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

による損益に与える影響はありませ

ん。なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、1,239,703 千円であ

ります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 (役員賞与に関する会計基準) 

 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、従来株主総会決議時に未処分利

益の減少として会計処理していた役

員賞与を当事業年度より発生時に費

用処理しております。この結果、従

来の方法に比べ、販売費及び一般管

理費が13,000千円増加し、営業利益、

経常利益、税引前当期純利益がそれ

ぞれ13,000千円減少しております。
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（7）中間財務諸表に関する注記事項 

(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 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

78,045千円 86,715千円 79,567千円

※２ 担保に供している資産 

   借入金 313,200千円(一年内

返済予定長期借入金 313,200千

円)の担保に供しているものは、

次のとおりであります。 

                               

建物 4,013千円 

土地 115,660千円 

計 119,673千円  

  

 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

匿名組合 
投資利益 

3,663千円 

受取配当金 2,012千円  

※１ 営業外収益の主要項目 

匿名組合 
投資利益 

4,280千円

受取配当金 1,388千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

匿名組合 
投資利益 

7,662千円

受取配当金 11,794千円 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,283千円 

 
 

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 469千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,394千円

上場関連 
費用 

 29,090千円

株式交付費   7,305千円 
※３ 特別利益の主要項目 

                

 

 

※４ 特別損失の主要項目 

             

 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,212千円 

無形固定資産 8,699千円  

※３ 特別利益の主要項目 

保険返戻金 6,720千円

 

 

※４ 特別損失の主要項目 

工具器具及び
備品除却損 

1,017千円

ゴルフ会員権
評価損 

  897千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,030千円

無形固定資産 14,067千円 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金
戻入益 

4,418千円

固定資産 
売却益 

289千円

※４ 特別損失の主要項目 

 

 

  

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,798千円

無形固定資産 22,714千円  
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式(株) 14,500 － － 14,500

合計 14,500 － － 14,500

 
 
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30日 
定時株主総会 

普通株式 21,750 1,500 平成18年３月31日 平成18年７月１日

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

   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) 

１．発行済株式に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式(株) 17,500 － － 17,500

合計 17,500 － － 17,500

 
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19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 35,000 2,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日

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

該当事項はありません。 
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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) 

１．発行済株式に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

普通株式(株) 14,500 3,000 － 17,500

合計 14,500 3,000 － 17,500

(注)普通株式の株式数の増加3,000株は、新株発行による増加であります。 
 
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30日 
定時株主総会 

普通株式 21,750 1,500 平成18年３月31日 平成18年７月１日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの 

(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28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 35,000 2,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
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 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金 540,631千円

現金及び預金 
同等物の中間 
期末残高 

540,631千円

 

現金及び預金 573,823千円

現金及び預金 
同等物の中間 
期末残高 

573,823千円

   

現金及び預金 803,308千円

現金及び預金 
同等物の期末 
残高 

803,308千円
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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 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額
相当額
（千円）

中間期末 
残高 
相当額 
（千円） 

工具器具 
及び備品 

5,132 427 4,704 

合計 5,132 427 4,704 
 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

中間期末
残高 
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

5,132 1,710 3,421

合計 5,132 1,710 3,421
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具 
及び備品 

5,132 1,069 4,063

合計 5,132 1,069 4,063
 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,222千円 

１年超 3,513千円 

合計 4,735千円  

１年内 1,273千円

１年超 2,239千円

合計 3,513千円 

１年内 1,247千円

１年超 2,882千円

合計 4,130千円 
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 662千円 

減価償却費相当額 611千円 

支払利息相当額 72千円  

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 696千円

減価償却費相当額 641千円

支払利息相当額 78千円 

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 1,358千円

減価償却費相当額 1,252千円

支払利息相当額 163千円 
４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

(前中間会計期間) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 731 5,836 5,105

小計 731 5,836 5,105

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

 ① 非上場株式 42,229

合計 42,229

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

 ① 関連会社株式 10,737

合計 10,737

 

(当中間会計期間) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 731 3,878 3,146

小計 731 3,878 3,146

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

 ① 非上場株式 43,052

合計 43,052

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

 ① 関連会社株式 10,737

合計 10,737
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(前事業年度) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 731 5,107 4,375

小計 731 5,107 4,375

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
前事業年度末 

(平成19年３月31日) 
区分 

貸借対照表計上額 
(千円) 

(1) その他有価証券 

 ① 非上場株式 42,884

合計 42,884

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

 ① 関連会社株式 10,737

合計 10,737

 

(デリバティブ取引関係) 

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） 

ヘッジ会計が適用されている取引以外のデリバティブ取引はありません。 

 

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） 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、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） 

ヘッジ会計が適用されている取引以外のデリバティブ取引はありません。 

 
 

(持分法損益等) 

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） 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

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） 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

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） 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。 



 

  －30－   

コムチュア株式会社（証券コード：3844）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

(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） 

（事業譲受け） 

当社は、平成19年７月１日に株式会社ピクシス情報技術研究所から、同社事業のうち、CRM/SFA

事業を譲り受けました。(パーチェス法) 

 1. 企業結合を行った主な理由 

     当社ソリューションサービスのラインアップの拡大及びお客様ニーズへのより細かな対応を 

可能とするため。 

 

   2. 事業を取得した相手企業の名称及び取得した事業の内容 

(1) 名称     株式会社ピクシス情報技術研究所 

(2) 事業の内容  CRM/SFA事業 

 

3. 企業結合日   

平成 19 年７月１日 

 

4. 企業結合の法的形式 

事業譲受 

 

5. 中間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19年７月１日から平成19年９月30日 

 

   6. 取得した事業の取得価額及びその内訳 

  取得原価   現金及び預金  105,000千円  

   

7.  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       16,662千円 

 (2) 発生原因         将来の超過収益力から発生したものであります。 

   (3)  償却方法及び償却期間   のれんについては、その投資効果の発現する期間（３年） 

で償却しております。 

 

8. 企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産        7,980 千円            流動負債         12,471 千円 

                  有形固定資産         434 千円 

                  無形固定資産      92,394 千円 

                のれん               16,662 千円                                           

              資産合計          117,471千円            負債合計         12,471千円 
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9. 取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合の、のれん以外の無形固 

定資産に配分された金額及びその種類並びに償却期間 

 

(1) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び種類 

     ソフトウェア 92,394千円 

 

(2) 償却期間 

３年間均等償却 

 

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。 

 

（１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 44,500.03円 １株当たり純資産額 72,751.17円 １株当たり純資産額 70,840.19円 

１株当たり中間純利益 7,927.65円 １株当たり中間純利益 3,946.91円 １株当たり当期純利益 16,094.83円 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
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)

中間損益計算書上の中間 
(当期)純利益(千円) 

114,950 69,071 235,094

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

114,950 69,071 235,094

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

－ － －

普通株式の期中平均株式数 
(株) 

14,500 17,500 14,607
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                               

当社は、平成19年６月27日開催の

取締役会において、平成19年７月１

日付で株式会社ピクシス情報技術研

究所の事業のうち、CRM/SFA事業を譲

り受けることを決議し、平成19年６

月27日付で事業譲渡契約書を締結し

ております。 

 

1. 事業譲受けの目的 

  当社ソリューションサービスのラ

インアップの拡大、およびお客様ニ

ーズへのより細かな対応を可能とす

るため、株式会社ピクシス情報技術

研究所から同事業を譲り受けること

を決議いたしました。 

 

2. 譲渡会社の概要 

(1) 名称 

 株式会社ピクシス情報技術研究所

(2) 主な事業内容 

(a) CRM/SFA を中心とした情報

系システムの開発・販売・

支援 

(b) 財務会計アプリケーショ

ンソフトの開発・販売・

支援 

(3) 本社所在地 

    東京都渋谷区渋谷 3-10-13 

(4) 代表者    

 吉井 秀元 

(5) 資本金 

99,800千円 

 

3.事業譲受けの内容 

(1) 譲受け事業の内容  

株式会社ピクシス情報技術研

究所が有するCRM/SFA事業。 

(2) 譲受け資産、負債の項目およ

び金額  

主な項目：ソフトウェア、 

前受金、その他固定資産等 

(3) 譲受け価額  

譲受価額：105,000 千円 
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5. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社は、各種システムの提案、構築、保守及び運用に係るサービスの提供を行っており、生産実績を定義するこ

とは困難であるため記載しておりません。 

 

(2) 受注実績 

  受注実績を事業部門ごとに示すと、下記のとおりであります。 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

    至 平成 18 年９月 30 日）

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日

    至 平成19年９月30日）

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

    至 平成 19 年３月 31 日）区分 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

グループウェア 

ソリューション事業 
745,772 382,335 955,068 411,569 1,550,810 298,292

ＥＲＰソリューション事業 270,082 123,205 463,369 167,299 519,325 99,113

Ｗｅｂソリューション事業 764,009 388,400 754,742 382,669 1,561,629 331,648

ネットワーク運用サービス事業 754,388 511,787 827,036 543,724 1,690,759 604,769

合計 2,534,251 1,405,727 3,000,215 1,505,261 5,322,525 1,333,822

(注)１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２．当中間会計期間より事業区分の一部につき見直しを行っております。 

 

(3) 販売実績 

    販売実績を事業部門ごとに示すと、下記のとおりであります。 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日

   至 平成 18年９月 30日）

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 19年９月 30日）

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日

  至 平成 19年３月 31日）

区分 

金 額 

(千円) 

金 額 

(千円) 

 

金 額 

(千円) 

 

グループウェアソリューション事業 676,776 841,791 1,565,857

ＥＲＰソリューション事業 265,157 395,183 538,492

Ｗｅｂソリューション事業 746,017 703,721 1,600,389

ネットワーク運用サービス事業 813,474 888,080 1,656,863

合計 2,501,426 2,828,777 5,361,603

(注)１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２．当中間会計期間より事業区分の一部につき見直しを行っております。 


