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

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 7,222 △35.2 276 △61.4 189 △71.3 56 △90.8

18年９月中間期 11,151 22.1 716 △20.9 662 △26.7 615 △32.6

19年３月期 19,197 ― 1,246 ― 1,187 ― 899 ―

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 9 53 9 46

18年９月中間期 120 29 ―  ―

19年３月期 174 01 172 51

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 0百万円 18年９月中間期 △18百万円 19年３月期 △14百万円

(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 9,578 4,573 47.7 770 80

18年９月中間期 9,324 2,866 30.7 550 68

19年３月期 10,599 4,554 43.0 768 48

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,573百万円 18年９月中間期 2,866百万円 19年３月期 4,554百万円

(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 517 △374 △241 678

18年９月中間期 1,642 △227 △631 1,114

19年３月期 2,719 △1,845 △431 776

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 ― 22 00 22 00

20年３月期 ― ―

20年３月期（予想） ― 23 00 23 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 21,400 11.5 1,300 4.3 1,360 14.5 800 △11.1 134 98

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」の（会計方針の変更）を

ご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 5,933,000株 18年９月中間期 5,118,000株 19年３月期 5,926,500株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 150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（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

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

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 7,032 △35.5 372 △47.5 285 △57.9 154 △74.8

18年９月中間期 10,909 24.5 709 △19.4 678 △23.4 614 △25.5

19年３月期 18,713 － 1,282 － 1,242 － 945 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 26 08

18年９月中間期 120 09

19年３月期 182 88

(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 9,538 4,640 48.6 782 17

18年９月中間期 9,186 2,818 30.7 550 68

19年３月期 10,502 4,538 43.2 765 78

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,640百万円 18年９月中間期 2,818百万円 19年３月期 4,538百万円

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

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,720 10.7 1,300 1.3 1,360 9.5 800 △15.4 134 98

※　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等については、３ページ「１．経営成績（１）経営

成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

  当中間連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する国際金融不安による不確

実性はあるものの、好調な企業業績を背景に息の長い緩やかな景気拡大が続いています。

 当社の事業環境においても、ＩＴセキュリティ事業分野では、Ｐマークの取得がより一般化し、個人情報保護法が

一通り浸透して、形式的にはＩＴセキュリティ対策は社会インフラとして定着した感があります。しかし、現実に多

発する情報漏洩の不詳事を聞き、同時に来年度に予定されている日本版ＳＯＸ法の本番実施を控え、一段と徹底した

抜けのない全域の対策が必要との認識に変わってきており、これまでとは違った取組みが始まっていると言えます。

　

  また一方、同業各社での選別、寡占化も進んだと観測されています。こうした状況において、当社はよく選択され

採用される側の代表となっており、その期待に応えるべく一層商品ラインを充実させ、機能アップをはかりました。

同時に展示会への出展やセキュリティ・フォーラムの開催など、販売促進活動にも積極的に取り組んでまいりまし

た。

　当社のもう一つの柱であるコンテンツ配信事業分野では、通信事業者によるインフラの整備が進み、インターネッ

ト利用世帯におけるブロードバンド割合は約８割に達したと言われています。インターネット上で音声・動画を扱う

ことがもはや当たり前となり、コンテンツの独自性、特殊性がますます重要になってきています。こうした状況に対

して、これまで培ったＶｏＤ(Video on Demand)システムの構築・運用ノウハウの横展開を図るとともに、ポイント

サービス・システムの開発にも着手、また携帯電話回線による動画中継システムの販売など、コンテンツの新分野に

も積極的に取り組みました。

  当社グループの業績につきましては、主要顧客の需要が当連結会計年度の下半期に偏重していることもあり、当中

間期の売上高は7,222百万円（前年同期比35.2％減）、営業利益は276百万円（前年同期比61.4％減）、経常利益は189

百万円（前年同期比71.3％減）、中間純利益は56百万円（前年同期比90.8％減）となりました。

  当社グループは事業の種類別セグメントを開示しておりませんので、各売上区分での営業活動の状況を記載いたし

ます。

①ＩＴセキュリティ・ソリューション

  個人情報保護、内部統制の強化、日本版ＳＯＸ法対策などにより、ＩＴセキュリティ強化のニーズはますます高く

なっています。このような背景から、ＩＣカード認証技術の情報セキュリティ製品（製品名：SmartOn）、ログ記録・

分析のソフトウエア、（製品名：InfoTrace）、それにスパム・メールを自動的に識別して排除する製品（製品名：

IronPort）の販売などが順調に推移しました。

　当中間連結会計年度の、ＩＴセキュリティ・ソリューションの売上高は2,161百万円（前年同期比21.4％増）となり

ました。

②コンテンツ配信ソリューション

  前中間期には、特需とも言える大口顧客向けの大型システム構築案件があったため、当中間期の売上高は前年同期

比で大幅な減収となりましたが、ＶｏＤ（Video on Demand）の利用者はブロードバンドの普及に合わせて拡大を続け

ております。当社としても、主力の業務である集合住宅向けのコンテンツ配信インフラの構築・運用の横展開のほか

にも、動画配信ＡＳＰサービスやポイントサービス、携帯電話回線を使うリアルタイムの映像伝送など、一層のサー

ビスメニューの多角化を行いました。

  当中間連結会計年度のコンテンツ配信ソリューションの売上高は、1,328百万円（前年同期比57.8％減）となりまし

た。

③ネットワーク構築及び組み込みシステム

  企業向けネットワーク構築と保守サービスは、競合企業の多さから業界の競争はますます厳しくなっており、当社

は高成長かつ高収益な事業構造への転換を図っております。その結果、企業向け業向けネットワーク構築と保守サー

ビスの売上高は前年度比で大幅な減少となりました。

　組み込みシステム関連では、医療機器、半導体機器、産業用検査機器に組み込まれる特殊基板の販売を主力として

おりますが、マーケット規模が小さいため販売面は伸び悩んでおります。そうした中で当社は次世代に目を向けた高

速データ処理エンジンや組み込み設計のライブラリ開発に注力しました。

  当中間連結会計年度の、ネットワーク構築及び組み込みシステムの売上高は1,261百万円（前年同期比13.6％減）と

なりました。

④その他ネットワーク機器

　ＶＤＳＬ用モデムやセットトップボックスなどのコンテンツ配信事業者向けのネットワーク機器については、主要

顧客の初期設備投資が一服し、販売金額が前年度同期比で減少しました。

また、サーバー、スイッチ等の企業向けネットワーク製品は、製品単価の下落や競合の増加により収益の確保が年々
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難しくなってきているため、戦略的に縮小して、重点を当社の強みを発揮できるソリューション業務へ移行する方向

で、社内リソースの再配置を行っております。

　この結果、当中間連結会計年度のその他ネットワーク機器の売上高は2,472百万円（前年同期比48.1％減）となりま

した。

各売上区分における売上高をまとめると、次の通りであります。

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 対前年

  区分
売上高

（百万円） 

 構成比 

（％）

売上高

（百万円）

構成比 

（％）

増減率

 （％）

 ＩＴセキュリティ・ソリューション 1,781 16.0 2,161 29.9 21.4

 コンテンツ配信ソリューション 3,144 28.2 1,328 18.4 △57.8

 ネットワーク構築及び組み込みシステム 1,458 13.1 1,261 17.5 △13.6

 その他ネットワーク機器 4,767 42.7 2,472 34.2 △48.1

 合計 11,151 100.0 7,222 100.0 △35.2

　当連結会計年度の見通しにつきましては、ＩＴセキュリティ・ソリューションの堅調な需要を背景に、売上高は前

年比11.5％増の21,400百万円、営業利益は前年比4.3％増の1,300百万円、経常利益は前年比14.5％増の1,360百万円を

見込んでおります。但し、当期純利益につきましては、前年度の税金等の特殊要因があったため、前年度比11.1％減

の800百万円を見込んでおります。
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(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は9,578百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,021百万円減少しました。

　流動資産は6,036百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,012百万円減少しました。主な要因は、売掛金637百万

円、たな卸資産148百万円、繰延税金資産119百万円が減少したことによります。

　固定資産は3,513百万円となり、前連結会計年度末に比べて2百万減少しました。その他投資資産が165百万円、有形

固定資産が35百万円増加した一方で、投資有価証券が129百万円減少しました。

　流動負債は4,522百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,058千円減少しました。主な要因は、未払金などのそ

の他流動負債853百万円、支払手形及び買掛金209百万円、未払法人税等202百万円が減少したことによるものです。

　固定負債は、482百万円となり、前連結会計年度末に比べて18百万円増加しました。　

　純資産の部は4,573百万円となり、前連結会計年度末に比べて18百万円増加しました。主に配当金の支払により利益

剰余金が73百万円減少した一方で、評価・換算差額等合計が83百万円増加しました。なお当中間連結会計期間末の自

己資本比率は47.7％、１株当たり純資産額は770円80銭（前連結会計年度末比2円32銭増）となりました。

 

②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、678百万円となり、前連結会計年度

と比較して97百万円減少しました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動から獲得した資金は517百万円（前年同期比1,124百万円減）となりました。収入の主な内訳は、売上債権

が646百万円、たな卸資産が154百万円減少したものです。支出の主な内訳は、仕入債務が203百万円減少したこと、及

び法人税等の支払が209百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は374百万円（前年同期比146百万円増）となりました。

収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入200百万円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得592百

万円です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は241百万円（前年同期比389百万円減）となりました。

　支出の主な内訳は、短期借入金の返済による減少が120百万円、配当金の支払額128百万円です。

 

キャッシュ・フロー関連指標の推移は次の通りです。

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（％） 13.7 21.5 43.0 47.7

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― 75.5 91.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 12.0 ― 0.6 2.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.6 ― 42.1 26.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 (注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。また、当社は平成19年３月

　　　　期に上場したため、平成17年３月期及び平成18年３月期の時価株主資本比率については記載をしており

　　　　ません。

（注３）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・

　　　　フローを利用しています。

（注４）平成18年３月期においては、営業キャッシュ・フローがマイナスになっておりますので、キャッシュ・

　　　　フロー対有利負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、利益分配につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続して実施していくことを基本方針にしています。当期の配当金は、本年5月15日付で発表した予想通り、

期末配当23円（前期比１円増／配当性向17.0％）を予定しております。なお、中間配当は実施いたしません。

　また、内部留保資金につきましては、より強固な経営基盤作りを目指し、新商品・新サービス創出のための開発投

資及び顧客サポート体制の強化、情報システムの整備・拡充を図るための原資に充てる予定です。

(4) 事業等のリスク

      当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

①財政状態及び経営成績の変動について

　当社グループの属するＩＴ業界は技術革新が激しいことから、取扱う商品・サービスの優位性及び市場環境が短

期間のうちに大きく変わり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②自社製品の開発リスクについて

　当社グループは市場のニーズを先取りした新製品や新技術の開発を行っております。近年は特にネットワークシ

ステムの認証と情報セキュリティ、ブロードバンド化による通信と放送の融合に焦点を当てたコンテンツ配信系シ

ステムのためのソフトウェア、ハードウェア製品の開発に注力しております。

　しかしながら今後の開発プロジェクトにおいて、開発期間中の市場環境の変化、あるいは類似・競合製品の出現

によって、将来必ずしも開発コストを回収できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

③他社製品の調達リスクについて

　当社グループは国内外の他社ベンダーの製品を販売代理店として取り扱っております。これらには当社グループ

の戦略上重要な製品が多くあります。当社グループでは提携する製品ベンダーの業績や事業戦略などの情報収集を

常に心がけ、事業方針の変化をいち早く察知するように努めておりますが、将来において主要な製品ベンダーが事

業戦略の見直し又は吸収、合併、解散等の理由により製品の供給を停止した場合、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

④システムの不具合について

　近年ユーザーニーズは多様化しておりますが、ＬＡＮからＷＡＮ、モバイルまで、情報網がシームレス化する中

にあって、当社グループは特に時代の流れをリードする高度なネットワークシステム構築に特化し、あるいは関連

デバイスの開発に絞り込んで取り組んでいます。しかし、このようなシステムの構築には常に初期不良などが想定

され、また使用するネットワーク機器/デバイスの新製品には不具合が発見されることがあります。そうしたトラブ

ル対応には、解決のために多くの時間と労力及び費用が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑤競合について

　当社グループはキャリアクラスの大規模で且つ先端ネットワークシステム構築を行なえる総合力をもったネット

ワークインテグレータとして、あるいは、組織のセキュリティポリシーの作成から、そのポリシーをインプリメン

ト（実装）するネットワークシステムの構築メーカーとして、さらに、ブロードバンドのインターネットによる、

「放送」「電話」「ネット接続」のトリプルプレイサービスのためのネットワークインフラ構築と運用パートナー

として、競合他社には無い強みを持っております。しかしながら、今後参入してくるネットワークベンダーや機器

ベンダーとの価格競争により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥大口主要顧客との間での取引について

　当中間連結会計年度の販売先において、㈱レオパレス２１に対する全体に占める割合が高くなっております。

　当社グループでは、他企業との取引額を増やすことによって特定販売先への依存度を下げるように努めておりま

すが、平成20年３月期においても特定の販売先に対する販売比率は相対的に高く、販売先の設備投資動向によって

は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、特定の大口主要顧客に対する販売金額が今後も維

持するとは限りません。

⑦為替変動リスクについて

　当社グループは、いくつかの商品を米国から外貨建てで購入しているため、為替相場の変動により円換算による
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仕入価格に変動が生じ、利益率の低下を招く可能性があります。

また、こうした為替変動リスクを一定量軽減するために通貨オプションを利用しておりますが、為替相場の動向に

より通貨オプション損益が計上され、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑧投資有価証券について

　投資有価証券の取得方針に関しましては、当社グループの事業活動に密接に関係のある取引先を中心に出資する

ことにより事業の関係の強化を目指すもの、またリスクを評価した上で手持資金を効率的に運用することでありま

すが、出資先の経営状態が悪化した場合や、市場において悪影響を与える事象が発生した場合には、将来的に減損

処理をする可能性があります。

⑨ストックオプション制度について

　当社は当社及び当社子会社の役員、従業員等に対し、経営への参画意識を高め、業績向上に対する貢献意欲およ

び士気を高めることを目的に、ストックオプション制度を有しております。

　当中間期末日（平成19年９月30日）現在の新株予約権（ストックオプション）の数は、227,500株となっておりま

す。今後、新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ソリトンシステムズ）、連結子会社１社、非連結子会

社２社（うち持分法適用１社）及び関連会社３社により構成されております。当社グループはＩＴセキュリティ製品の

開発と販売、ブロードバンド・コンテンツ配信のシステム構築と運用サービス、それにエンベデット（組み込み）シス

テムの開発と販売を行っております。事業分野としては、いずれもＢtoＢのＩＴ関連のインフラ的なコンピュータシス

テム事業でありますので、セグメント別に分類しておりません。

　当社グループの売上区分別の営業種目及び当社と関係会社の位置付けは次の通りであります。

区分 主な営業種目 会社名

ＩＴセキュリティソリューショ

ン 

・情報漏洩対策、ユーザー認証、ネットワーク認

証、検疫、ＩＴ機器の操作ログの記録分析など

のソフトウェア・ハードウェア製品の開発・販

売

 当社

 索利通網絡系統（上海）有限公司

 Soliton Systems, Inc.

 

コンテンツ配信ソリューション 

・ＶｏＤ（ビデオ・オン・ディマンド）システ

  ムの構築・運用

・ポイントサービス、電子看板システム、の

  開発・販売

当社 

ネットワーク構築及び組み込みシ

ステム  

・企業向けネットインテグレーション

・組み込みシステム関連商品の販売

・画像プロセッサー、その他ＬＳＩ開発・販売

当社

索利通網絡系統（上海）有限公司

Soliton Systems, Inc.

㈱データコア

㈱スピーディア

Y Explorations, Inc

 

その他ネットワーク機器 
・ブロードバンド機器、SetTop Box等の販売

・企業向けネットワーク機器の販売

 当社グループの事業系統図は次の通りであります。（平成19年９月30日現在）

 取引関係を示します 

資金貸付を示します 

 商品・サービス 

 商品・ 
サービス 

△ Soliton Systems, Inc. 

○ 索利通網絡系統(上海) 

有限公司 

国 内 ユ ー ザ 海 外 ユ ー ザ 

※ Y Explorations, Inc. 

 
 商品・サービス 

 商品・サービス 当 社 

販売 販売 

○は連結子会社 

△は持分法適用子会社 

※は持分法適用関連会社 

販売 

出資先 

※ ㈱データコア 

※ ㈱スピーディア 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、わが国においてコンピュータネットワーク事業にいち早く取り組み、その技術をＩＴセキュリティソリュー

ション、コンテンツ配信ソリューションヘと発展させてきました。同時に半導体でのＥＤＡ、System On Chip 設計な

どにも当初から取り組み、アノログミックスシグナル技術、ＦＰＧＡ用のＩＰ技術などへとフォーカスを移し、要素

技術を内部に堅持して常に先を行く製品とサービスを提供してまいりました。これからも、エレクトロニクス及び通

信技術の進歩に伴って質・量・スタイルがダイナミックに変化していく人間の知的活動を見越し、スケールの大きい

発想で国際色豊かなグローバル企業として活躍していきたいと願っております。また、社会から信頼を得て持続的な

成長を成し遂げるためには、法令遵守により透明性の高い経営を目指し、鋭意努力してまいります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループが事業展開している情報通信サービス分野、特に当社が主力としているＩＴセキュリティ関連市場や

コンテンツ配信サービス市場は、激しく内容を変化させながらも、依然として堅調な成長が見込まれるものと認識し

ています。当社は、今後もマーケット・ニーズを的確に捉えて、トータルなセキュリティ対策ソリューションや新た

なコンテンツ配信サービスなどを積極的に展開し、業績の向上に努めてまいります。

平成２０年３月期におきましては、連結売上高21,400百万円、連結営業利益1,300百万円の達成を目標に掲げ、事業に

邁進いたします。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、常に時代の変化を正確に捉えるとともに、先進技術を梃子に、より収益性が高く、かつ成長が期

待できる分野へと経営資源をシフトさせてきました。この取り組みスタイルは、今後も当社とビジョンを共有できる

パートナーと連携を図りながら実施していく考えであります。

　当社グループとしては、従来型のネットワーク構築や機器販売を中心とするインテグレーションから、ＩＴソリュー

ション・コンテンツ配信ソリューションの更なる進化や、新たなサービスを主力事業とするサービス・プロバイダー

への転進を図ることによって、更なる高収益及び高成長企業を目指すことを、中期的な経営戦略と位置づけておりま

す。

 

(4）会社の対処すべき課題

　ＩＴネットワーク、ブロードバンドによるコンテンツ配信のいずれの分野においても、ユーザーニーズと市場環境

はダイナミックに変化しております。

　こうした変化にタイムリーに対処し、スピーディに動くことが重要と考えております。

　今、当社の重点課題は、以下の２つと認識しております。

 ①開発ベンダーとしての総合力の強化

　タイムリーな商品企画、計画通りの商品リリース、そして戦略的な販売活動---これらベンダーとしての組

織、体制及び総合力の強化に努めます。

②新規サービスビジネスの開拓

　蓄積した経験と技術力を発展させて、新たなコンテンツを扱うサービスビジネスを鋭意立ち上げることに取り

組みます。

(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．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,114,895   678,597   776,078  

２．受取手形及び売掛金  ※3  3,390,304   3,084,399   3,721,665  

３．たな卸資産   2,478,593   1,822,862   1,970,840  

４．繰延税金資産   48,151   135,894   255,465  

５．その他   414,124   384,699   344,236  

貸倒引当金   △17,570   △70,005   △18,921  

流動資産合計   7,428,499 79.7  6,036,448 63.0  7,049,363 66.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 140,890   121,803   132,254   

(2）車両運搬具 ※１ 11,309   15,899   9,420   

(3）工具器具備品 ※１ 268,880   256,946   288,447   

(4）土地  22,326 443,406  22,326 416,975  22,326 452,448  

２．無形固定資産   80,462   69,276   71,288  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 538,223   2,176,195   2,305,766   

(2）差入保証金 ※２ 591,436   581,373   581,003   

(3）その他 ※２ 585,423   615,895   450,253   

貸倒引当金  △343,168 1,371,914  △345,970 3,027,493  △344,477 2,992,547  

固定資産合計   1,895,783 20.3  3,513,745 36.7  3,516,284 33.2

Ⅲ　繰延資産   － －  28,215 0.3  34,053 0.3

資産合計   9,324,282 100.0  9,578,410 100.0  10,599,702 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   1,593,901   1,384,163   1,584,024  

２．短期借入金   2,270,000   1,500,000   1,620,000  

３．１年以内返済予定長期借入
金

  78,980   －   －  

４．１年以内償還予定社債   250,000   －   －  

５．未払法人税等   10,590   8,579   211,334  

６．前受収益   700,172   932,758   605,718  

７. 賞与引当金   －   264,387   316,795  

８．その他   907,691   433,072   1,243,298  

流動負債合計   5,811,335 62.3  4,522,961 47.2  5,581,171 52.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債   150,000   －   －  

２．長期借入金   21,300   －   －  

３．退職給付引当金   447,181   456,473   449,671  

４．その他   28,167   25,875   14,405  

固定負債合計   646,648 7.0  482,349 5.1  464,076 4.4

負債合計   6,457,983 69.3  5,005,310 52.3  6,045,247 57.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   627,800 6.7  1,323,500 13.8  1,320,250 12.5

２．資本剰余金   548,927 5.9  1,244,627 13.0  1,241,377 11.7

３．利益剰余金
 

  1,666,029 17.9  1,876,319 19.6  1,950,161 18.4

４．自己株式   －   △205 0.0  －  

 株主資本合計   2,842,756 30.5  4,444,241 46.4  4,511,789 42.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金   738 0.0  65,483 0.7  2,648 0.0

２．繰延ヘッジ損益   △5,942 △0.1  1,788 0.0  △3,749 △0.0

３．為替換算調整勘定   28,746 0.3  58,471 0.6  43,765 0.4

評価・換算差額等合計   23,542 0.2  125,743 1.3  42,665 0.4

Ⅲ 新株予約権   －   3,114 0.0  －  

純資産合計   2,866,298 30.7  4,573,099 47.7  4,554,454 43.0

負債純資産合計   9,324,282 100.0  9,578,410 100.0  10,599,702 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,151,705 100.0  7,222,966 100.0  19,197,671 100.0

Ⅱ　売上原価   8,650,887 77.6  5,155,634 71.4  14,281,989 74.4

売上総利益   2,500,818 22.4  2,067,332 28.6  4,915,681 25.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※  1,783,903 16.0  1,790,578 24.8  3,668,865 19.1

営業利益   716,914 6.4  276,754 3.8  1,246,816 6.5

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3,005   76,229   6,216   

２．受取配当金  167   －   334   

３．法人税等還付加算金  5,835   －   5,835   

４．保険解約益  －   10,251   －   

５．通貨オプション評価益  13,560   －   21,084   

６.持分法による投資利益  －   509   －   

７.為替差益  5,796   1,192   9,887   

８．その他  434 28,799 0.3 5,766 93,950 1.3 5,834 49,194 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  37,654   19,748   64,619   

２.通貨オプション評価損  －   19,548   －   

３．固定資産除却損  20,190   5,281   20,190   

４．持分法による投資損失  18,990   －   14,958   

５．複合金融商品評価損  －   128,550   －   

６．その他  6,618 83,453 0.8 7,589 180,717 2.5 8,678 108,447 0.6

経常利益   662,260 5.9  189,986 2.6  1,187,563 6.2

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  6,899 6,899 0.1 － － － 6,899 6,899 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券評価損  1,364   129,607   127,024   

２．その他  － 1,364 0.0 2,688 132,296 1.8 8,843 135,868 0.7

税金等調整前中間（当期）
純利益

  667,796 6.0  57,690 0.8  1,058,594 5.5

法人税、住民税及び事業税  5,348   12,950   195,433   

法人税等調整額  46,790 52,138 0.5 △11,800 1,150 0.0 △36,630 158,803 0.8

中間（当期）純利益   615,658 5.5  56,540 0.8  899,790 4.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 627,800 548,927 1,177,848 2,354,576

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △107,478 △107,478

役員賞与（注）   △20,000 △20,000

中間純利益   615,658 615,658

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）

－ － 488,180 488,180

平成18年９月30日　残高（千円） 627,800 548,927 1,666,029 2,842,756

　（注）　平成18年６月の株主総会における利益処分項目であります。

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 14,422 － 31,421 45,843 2,400,420

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △107,478

役員賞与（注）     △20,000

中間純利益     615,658

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）

△13,683 △5,942 △2,675 △22,301 △22,301

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△13,683 △5,942 △2,675 △22,301 465,878

平成18年９月30日　残高（千円） 738 △5,942 28,746 23,542 2,866,298

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,320,250 1,241,377 1,950,161 － 4,511,789

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 3,250 3,250   6,500

剰余金の配当   △130,383  △130,383

中間純利益   56,540  56,540

自己株式の取得    △205 △205

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）

3,250 3,250 △73,842 △205 △67,547

平成19年９月30日　残高（千円） 1,323,500 1,244,627 1,876,319 △205 4,444,241

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算
差額等合計

 新株予約権

平成19年３月31日　残高（千円） 2,648 △3,749 43,765 42,665 － 4,554,454

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行      6,500

剰余金の配当      △130,383

中間純利益      56,540

自己株式の取得      △205

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）

62,834 5,537 14,706 83,078 3,114 86,193

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

62,834 5,537 14,706 83,078 3,114 18,645

平成19年９月30日　残高（千円） 65,483 1,788 58,471 125,743 3,114 4,573,099
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 627,800 548,927 1,177,848 2,354,576

連結会計年度中の変動額     

　新株の発行 692,450 692,450  1,384,900

剰余金の配当（注）   △107,478 △107,478

役員賞与（注）   △20,000 △20,000

当期純利益   899,790 899,790

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）

692,450 692,450 772,312 2,157,212

平成19年３月31日　残高（千円） 1,320,250 1,241,377 1,950,161 4,511,789

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 14,422 － 31,421 45,843 2,400,420

連結会計年度中の変動額      

　新株の発行     1,384,900

剰余金の配当（注）     △107,478

役員賞与（注）     △20,000

当期純利益     899,790

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△11,773 △3,749 12,344 △3,178 △3,178

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△11,773 △3,749 12,344 △3,178 2,154,033

平成19年３月31日　残高（千円） 2,648 △3,749 43,765 42,665 4,554,454

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  667,796 57,690 1,058,594

減価償却費  65,819 75,349 146,137

長期前払費用の償却額  1,713 7,941 3,226

 退職給付引当金の増加額（△減少額)  △3,060 6,802 △570

賞与引当金の増減額  － △52,408 311,795

貸倒引当金の増加額（△減少額）  5,901 52,576 8,562

受取利息及び受取配当金  △3,172 △76,229 △6,550

支払利息  37,654 19,748 64,619

為替差損（△為替差益）  333 1,640 △3,994

持分法による投資損失（△投資利益)  18,990 △509 14,958

投資有価証券売却益  △6,899 － △6,899

複合金融商品評価損  － 128,550 －

投資有価証券評価損  1,364 129,607 127,024

有形固定資産除却損  20,190 5,281 20,190

通貨オプション評価損（△評価益）  △13,560 19,548 △21,084

金利キャップ評価損（△評価益）  990 46 1,254

売上債権の減少額（△増加額）  908,907 646,223 586,063

たな卸資産の減少額（△増加額）  1,589,539 154,446 2,103,080

その他流動資産の減少額（△増加額）  △89,643 △86,917 15,469

破産更生債権等の減少額（△増加額）  3,511 2,500 6,522

仕入債務の増加額（△減少額）  △1,547,609 △203,403 △1,560,173

その他流動負債の増加額（△減少額)  △323,449 10,373 △305,017

未収消費税等の減少額（△増加額）  24,424 △3,445 －

未払消費税等の増加額（△減少額）  123,867 △179,782 －

役員賞与支払額  △20,000 － △20,000

その他  7,697 △50,616 30,274

小計  1,471,306 665,013 2,573,482

利息及び配当金の受取額  1,273 77,761 4,429

利息の支払額  △37,356 △15,545 △60,658

法人税等の支払額（△）又は還付額  207,393 △209,555 201,859

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,642,617 517,674 2,719,112

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  △126,897 △28,256 △170,947

無形固定資産の取得による支出  △15,112 △8,727 △18,703

投資有価証券の取得による支出  △19,200 △592,109 △1,581,438

投資有価証券の売却による収入  6,899 200,250 6,899

短期貸付金の純増減額  △38,690 1,047 △43,360

差入保証金の純増減額  △27,499 － －

その他  △7,216 53,492 △37,950

投資活動によるキャッシュ・フロー  △227,715 △374,303 △1,845,501

㈱ソリトンシステムズ（3040）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 16 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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  △260,000 △120,000 △910,000

長期借入金の返済による支出  △159,022 － △259,302

社債の償還による支出  △105,000 － △505,000

 株式の発行による収入  － 6,500 1,349,873

配当金の支払額  △107,478 △128,028 △107,478

その他  － △205 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △631,500 △241,734 △431,906

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △488 882 2,391

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額）

 782,914 △97,480 444,097

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  331,981 776,078 331,981

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 1,114,895 678,597 776,078
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　２社

主要な連結子会社の名称

・索利通網絡系統（上海）有限

公司

・マイクロアーク㈱

　なお、前連結会計年度におい

て連結子会社でありましたアス

テック㈱は平成18年４月１日付

けで、当社が吸収合併したため

消滅しました。

(1）連結子会社の数　１社

主要な連結子会社の名称

・索利通網絡系統（上海）有限

公司

 

(1）連結子会社の数　１社

主要な連結子会社の名称

・索利通網絡系統（上海）有限

公司

 なお、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありました

アステック㈱は平成年４月１

日付けで、当社が吸収合併し

たため消滅しました。

 また、マイクロアーク㈱は

当連結会計年度中に全株を売

却したため、損益のみ連結し

ております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

・㈱人生映像マイストーリー

・Soliton Systems, Inc.

(2）主要な非連結子会社の名称等

 主要な非連結子会社

　　　 　同左

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

　　　　同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社及び

関連会社数　４社

主要な会社名

・Soliton Systems, Inc.

・㈱データコア

・㈱スピーディア

・Y Explorations, Inc.

　前連結会計年度において関連

会社でありました立羽システム

㈱については、保有全株式を売

却したため持分法適用の範囲か

ら除外しております。

(1）持分法適用の非連結子会社及び

関連会社数　４社

主要な会社名

・Soliton Systems, Inc.

・㈱データコア

・㈱スピーディア

・Y Explorations, Inc.

　

(1）持分法適用の非連結子会社及び

関連会社数　　４社

主要な会社名

・Soliton Systems, Inc.

・㈱データコア 

・㈱スピーディア

・Y Explorations, Inc.

 前連結会計期間において関連

会社でありました立羽システム

㈱については、保有全株式を売

却したため持分法適用の範囲か

ら除外しております。

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（㈱人生映像マイストー

リー）は、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外して

おります。

(2）　　　　 同左 (2）持分法を適用していない非連

結子会社（㈱人生映像マイストー

リー）は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても当期連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

(3）持分法適用会社の、㈱データコ

ア、㈱スピーディア及びY 

Explorations, Inc.の中間決算

日はそれぞれ、11月30日、１月31

日、12月31日でありますが、それ

ぞれ５月31日、７月31日及び６月

30日現在で仮決算を行った中間財

務諸表を使用しております。

(3）　　　　同左 (3）持分法適用会社の、㈱データコ

ア、㈱スピーディア及びY 

Explorations, Inc.の決算日は

それぞれ、５月31日、７月31日、

６月30日でありますが、それぞれ

11月30日、１月31日及び12月31

日現在で仮決算を行った財務諸表

を使用しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうち、索利通網絡系

統（上海）有限公司及マイクロアー

ク㈱の中間決算日は６月30日であり

ます。

　中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同中間決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、７月

１日から連結決算日９月30日までの

期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。

  連結子会社のうち、索利通網絡系

統（上海）有限公司の中間決算日は

６月30日であります。

  中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同中間決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、７月

１日から連結決算日９月30日までの

期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。

  連結子会社の、索利通網絡系統

（上海）有限公司の決算日は12月31

日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、１月１日から連

結決算日３月31日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採

用しております。

(イ）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

　

(イ）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

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法

を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

商品

　総平均法による原価法を採

用しております。

③　たな卸資産

商品

同左

③　たな卸資産

商品

同左

仕掛品

　個別法による原価法を採用

しております。

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

　個別法による原価法を採用

しております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社及び連結子会社は定率法

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物　３～15年

車両運搬具　　　２～６年

工具器具備品　　３～８年

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　　　当社及び連結子会社は定率　

　法を採用しております 

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物　３～15年 

車両運搬具　　　２～６年 

工具器具備品　　３～８年 

  (会計方針の変更）

  当社は、法人税法改正に伴い、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。

　これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ1,170千円減少しております。

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社及び連結子会社は定率法

を採用しております 

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物　３～15年 

車両運搬具　　　２～６年 

工具器具備品　　３～８年 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (追加情報)

 当社は、法人税法改正に伴い、

平成１9年3月31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の5％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の5％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益がそ

れぞれ3,067千円減少しておりま

す。 

②　無形固定資産

　当社及び連結子会社は定額法

を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）による

定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②    　　　――――          

 

 

 ②賞与引当金

 従業員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当中間連結

会計期間負担額を計上しておりま

す。

 

 ②賞与引当金

 従業員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当連結会計

年度に負担すべき額を計上してお

ります。

 賞与引当金は当連結会計年度よ

り決算早期化のため引当計上し区

分掲記いたしました。

 なお、前連結会計年度まで当該

費用は「未払賞与」として流動負

債の「未払費用」に含めて表示し

ており、前連結会計年度末の「未

払賞与」は352,528千円でありま

す。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により、翌連結会計年

度から費用処理することとして

おります。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務見込額に基づき計

上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外

子会社等の資産、負債、収益及び

費用は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算

差額は為替換算調整勘定に含めて

計上しております。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産、負債、収益及び費用

は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は為

替換算調整勘定に含めて計上して

おります。

(ホ）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。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ

会計を行っております。ただし、

特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理に

よっております。

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計

を行っております。

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計

を行っております。ただし、特例処

理の要件を満たす金利スワップにつ

いては特例処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

通貨オプション、金利スワッ

プ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

同左

（ヘッジ対象）

外貨建債務、変動金利借入金

（ヘッジ対象）

    外貨建債務

（ヘッジ対象）

外貨建債務、変動金利借入金

③　ヘッジ方針

　通貨オプション取引は外貨建

取引の為替リスクを回避する目

的で実施しており、取引額は現

有する外貨建債務及び仕入予想

に基づいて決定しております。

金利スワップ取引は現有する変

動金利債務に対し、金利上昇リ

スクを回避する目的で実施して

おります。

③　ヘッジ方針

 通貨オプション取引は外貨建取引

の為替リスクを回避する目的で実施

しており、取引額は現有する外貨建

債務及び仕入予想に基づいて決定し

ております。

③　ヘッジ方針

 通貨オプション取引は外貨建取引

の為替リスクを回避する目的で実施

しており、取引額は現有する外貨建

債務及び仕入予想に基づいて決定し

ております。金利スワップ取引は現

有する変動金利債務に対し、金利上

昇リスクを回避する目的で実施して

おります.
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引について、

金利の変動の累計を比較分析す

る方法によっております。なお、

特例処理の要件を満たしている

ものについては、決算日におけ

る有効性の評価を省略しており

ます。

　なお、ヘッジ有効性評価の結

果、ヘッジ会計の適用条件を充

足しなくなったものについては、

ヘッジ会計の適用を中止してお

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

  通貨オプションについては、

ヘッジ方針に基づき同一通貨で

同一時期の為替予約を締結して

いるため、その後の為替相場の

変動による相関関係が確保され

ておりますので、その判定を

もって有効性の判定に代えてお

ります。

　

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引について、

金利の変動の累計を比較分析す

る方法によっております。なお、

特例処理の要件を満たしている

ものについては、決算日におけ

る有効性の評価を省略しており

ます。

 なお、ヘッジ有効性評価の結

果、ヘッジ会計の適用条件を充

足しなくなったものについては、

ヘッジ会計の適用を中止してお

ります。

(ト）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

　税抜方式によっております。

(ト）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

(ト）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

　手許資金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は2,872,241千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

        　　　　――――――

 

　

　

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は

4,558,203千円であります。

 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

則の改定に伴い、改正後の連結財務諸表規則

により作成しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

　

 

 （役員賞与に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11

月29日）を適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。

（企業結合に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10

月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針10号　平成17年12月27日）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。

 

 

 

 （企業結合に係る会計基準）

 　当連結会計年度より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針10号　平成18年12月22日）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。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結損益計算書）

１．「為替差益」は、前中間連結会計期間まで営業外収益

の「その他」に含めて表示していましたが、営業外利益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「為替差益」の額

は5,647千円であります。

２．「固定資産除却損」は、前中間連結会計期間まで営業

外費用の「その他」に含めて表示していましたが、営業

外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前中間連結会計期間における「固定資産除却

損」の額は1,677千円であります。

   　　　　　　　　―――――――
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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）

────── （複合金融商品評価損）

　当中間連結会計期間において、複合金融商品評

価損128,550千円を計上しております。これは、

当社が保有しております投資有価証券のうち、

ユーロ円建債券の時価評価差額を計上したもので

す。

　当社は資金運用目的で、かつ元本の安全性確保

を重視しつつ、本債券を保有しております。

　なお、本債券はドイツ復興金融公庫が発行体と

なっている早期償還条項付為替連動債の複合金融

商品です。

　本件にかかる複合金融商品の詳細は以下の通り

です。

発行体 ドイツ復興金融公庫

発行額  1,500,000千円

 約定期間

 自　平成19年3月29日

 至  平成49年3月30日　 

    （30年間）

 利率

 １年目：10.0％　確定

２年目以降：変動利率で、下記

の内いずれか低い利率

①米ドル連動：（利払日10　営

業日前の米ドル為替レート－

107.70円）×1.00％

②豪ドル連動：（利払日10営業

日前の豪ドル為替レート－

83.75円）×1.00％

※但し、利率は0％を下回らな

い

 利払日
年２回　

毎年３月、９月の各30日

 早期償還条

項

 半年毎の各金利利払いの累計額

が10.1％以上になった場合、額

面価格の100％で早期償還

 償還金額

(満期時点)

 満期となる平成49年3月30日ま

でに上記の早期償還条項に該当

せず、保有しつづけた場合は、

下記のうち、少ない金額を適

用

①米ドル連動：円元本100％×

（償還日10営業日前の米ドル為

替レート／100円）

②豪ドル連動：円元本100％×

（償還日10営業日前の豪ドル為

替レート／80円）

 

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,204,536千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,222,980千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,242,791千円であります。

※２．担保に供している資産は、次の通りで

あります

※２．　　　　―――――― ※２．　　　　――――――

投資有価証券 4,399千円

差入保証金 430,284千円

投資その他の資産その

他（保険積立金）
42,078千円

計 476,762千円

　担保付債務は、次のとおりであります。   

短期借入金 1,010,000千円     

  ※３.　　　　――――――  ※３.中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、

当中間会計期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間期末日満期手形が中間

期末残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　14,786千円

 

  ※３.　　　　――――――

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

給与手当 708,871千円

地代家賃 205,037

退職給付引当金繰入額 2,478

貸倒引当金繰入額 5,901

給与手当 686,698千円

地代家賃 206,921

退職給付引当金繰入額 6,754

賞与引当金繰入額 172,295

貸倒引当金繰入額 52,576

給与手当 1,471,734千円

賞与 226,389

地代家賃 127,953

広告宣伝費 430,649

退職給付引当金繰入額 4,890

貸倒引当金繰入額 8,562
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,118,000 － － 5,118,000

合計 5,118,000 － － 5,118,000

自己株式 －    

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

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

３．配当に関する事項

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29日

定時株主総会
普通株式 107,478 21 平成18年３月31日 平成18年６月29日
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,926,500 6,500 - 5,933,000

合計 5,926,500 6,500 - 5,933,000

自己株式     

普通株式  150 - 150

合計  150 - 150

 (注）１.普通株式の発行済株式の株式数の増加6,500株は、ストックオプション行使による増加であります。

　　　２.普通株式の自己株式の株式数の増加150株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 3,114

合計 － － － － － 3,114

３．配当に関する事項

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21日

定時株主総会
普通株式 130,383 22 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,118,000 808,500 － 5,926,500

合計 5,118,000 808,500 － 5,926,500

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

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

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 107,478 21 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 130,383 22 平成19年３月31日 平成19年６月22日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,114,895

現金及び現金同等物 1,114,895

現金及び預金勘定     678,597

現金及び現金同等物 678,597

現金及び預金勘定 776,078

現金及び現金同等物 776,078
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　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．借主側 １．借主側 １．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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)

車両運搬具 3,287 2,684 602

工具器具備品 32,826 19,935 12,891

ソフトウェア 1,574 959 614

合計 37,688 23,578 14,109

 

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)

工具器具備品 17,010 10,570 6,440

ソフトウェア 469 286 182

合計 17,479 10,856 6,622

 

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)

車両運搬具 3,287 3,013 273

工具器具備品 23,522 14,224 9,297

ソフトウェア 1,574 1,221 352

合計 28,383 18,459 9,924

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 45,362千円

１年超 109,681千円

合計 155,043千円

１年内 40,399千円

１年超 69,281千円

合計 109,681千円

１年内 43,617千円

１年超 88,519千円

合計 132,137千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 5,484千円

減価償却費相当額 5,090千円

支払利息相当額 315千円

支払リース料 3,610千円

減価償却費相当額 3,209千円

支払利息相当額 179千円

支払リース料 9,965千円

減価償却費相当額 9,220千円

支払利息相当額 564千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リ―ス期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．貸主側 ２．貸主側 ２．貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 37,638千円

１年超 102,828千円

合計 140,466千円

１年内 36,190千円

１年超 66,638千円

合計 102,828千円

１年内 38,035千円

１年超 83,821千円

合計 121,856千円

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料中間期末残高相

当額であります。

　なお、当該転貸リース取引は、おお

むね同一の条件で第三者にリースして

おりますので、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料中間期末残

高相当額に含まれております。

同左 （注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料期末残高相当額

であります。

　なお、当該転貸リース取引は、おお

むね同一の条件で第三者にリースして

おりますので、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料期末残高相

当額に含まれております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 7,873 9,422 1,548

(2）債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 7,873 9,422 1,548

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 504,872

　（注）　当中間連結会計期間において、有価証券について1,364千円（その他有価証券で時価のある株式430千円、その

他有価証券で時価のない株式934千円）減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 39,617 105,101 65,483

(2）債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 1,500,000 1,371,450 △128,550

(3）その他 ― ― ―

合計 1,539,617 1,476,551 △63,066

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 671,958

　（注）　当中間連結会計期間において、有価証券について129,607千円（その他有価証券で時価のある株式186千円、そ

の他有価証券で時価のない株式129,420千円）減損処理を行っております。
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

(1）株式 7,873 11,679 3,805

(2）債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 1,500,000 1,500,000 3,805

(3）その他 ― ― ―

合計 1,507,873 1,511,679 3,805

２．時価のない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 766,110

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について127,024千円（その他有価証券で時価のある株式660千円、その他

有価証券で時価のない株式126,364千円）減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

(1) 通貨関連

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 通貨オプション    

売建プット（米ドル） 311,256 △12,779 △12,779

通貨オプション    

買建コール（米ドル） 155,628 2,373 2,373

合計 466,884 △10,406 △10,406

(2) 金利関連

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 1,500,000 △3,017 △3,017

キャップ取引 500,000 309 △14,590

合計 2,000,000 △2,708 △17,607

　（注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

２．上記金利スワップ取引は、ヘッジ有効性評価の結果ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったため、ヘッジ

会計の適用を中止しております。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

(1) 通貨関連

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 通貨オプション    

売建プット（米ドル） 1,773,004 △54,314 36,842

通貨オプション    

買建コール（米ドル） 803,392 31,884 △5,541

合計 2,576,397 △22,429 31,301

(2) 金利関連

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 1,500,000 △5,622 △5,622

合計 1,500,000 △5,622 △5,622

　（注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

 

 （3) 複合金融商品関連

　組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注記

事項(有価証券関係)　１.その他有価証券で時価のあるもの」の（2）債権　③その他　に記載しております。
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

(1) 通貨関連

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 通貨オプション    

売建プット（米ドル） 226,656 △4,248 △4,248

通貨オプション    

買建コール（米ドル） 113,328 1,367 1,367

合計 339,984 △2,881 △2,881

(2) 金利関連

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 1,500,000 2,899 2,899

キャップ取引 500,000 46 △14,853

合計 2,000,000 2,945 △11,954

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

 （3）複合金融商品関連

      組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注

記事項(有価証券関係) １.その他有価証券で時価のあるもの」の（2）債権　③その他　に記載しております。
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  （ストック・オプション等関係）

 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.ストックオプションに係る当中間連結における費用計上額及び科目名

   販売費及び一般管理費　3,114千円

 ２.当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成19年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社役員　5名、当社従業員　73名、当社取引先　1社

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 63,000株

 付与日 平成19年７月25日

 権利確定条件

 付与日以降、権利行使時においても当社、当社子会社の取

締役、監査役又は従業員もしくはあらかじめ指定された主

要取引先の地位にあること

 対象勤務期間 ２年間（自平成19年７月25日至平成21年７月25日）

 権利行使期間  平成21年７月26日から平成24年７月25日まで

 権利行使価格（円） 1,423

 付与日における公正な評価単価（円） 395

 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.前連結会計年度において存在したストックオプションの内容　　

 平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役　6名、当社従業員　122名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式192,000株

 付与日 平成17年１月31日

 権利確定条件
付与日以降、権利行使時において当社または当社子会社の

取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあること

 対象勤務期間 　対象勤務期間の定めはございません 

 権利行使期間 　平成19年２月１日から平成22年１月31日まで 

 権利行使価格（円） 1,000

 付与日における公正な評価単価（円） ―
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

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

　当社グループは、同一セグメントに属するコンピュータシステム事業の商品販売及びサービスを行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

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

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

の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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

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

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

㈱ソリトンシステムズ（3040）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 35 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 560.04円

１株当たり中間純利益

金額
120.29円

１株当たり純資産額 770.80円

１株当たり中間純利益

金額
9.53円

１株当たり純資産額 768.48円

１株当たり当期純利益

金額
174.01円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
 9.46円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
172.51円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(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（千円） 615,658 56,540 899,790

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） （　―）　　　 （　―）　　　 （　―）　　　

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
615,658 56,540 899,790

期中平均株式数（株） 5,118,000 5,930,057 5,170,649

    

 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純

利益額
   

 中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

 普通株式増加数(株) ― 44,609 44,967

 （うち新株予約権） ― 44,609 44,967

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（新株予約

権の数1,830個）。

―　 新株予約権（新株予約

権の数1,735個）。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,077,202   628,510   745,556   

２．受取手形 ※４ 87,700   175,861   37,324   

３．売掛金  3,141,068   2,825,764   3,544,812   

４．たな卸資産  2,377,256   1,736,376   1,880,748   

５．繰延税金資産  48,151   135,894   255,465   

６．その他  420,987   408,883   358,740   

貸倒引当金  △17,570   △61,850   △17,500   

流動資産合計   7,134,797 77.7  5,849,440 61.3  6,805,148 64.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※１ 140,890   121,803   132,254   

(2）車両運搬具 ※１ 11,309   7,935   9,420   

(3）工具器具備品 ※１ 228,224   221,626   245,197   

(4）土地  22,326   22,326   22,326   

有形固定資産合計  402,750   373,691   409,198   

２．無形固定資産  76,927   64,223   66,220   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 744,406   2,378,201   2,507,482   

(2）差入保証金 ※２ 585,712   574,946   574,946   

(3）その他 ※２ 585,423   615,895   450,254   

貸倒引当金  △343,168   △345,970   △344,477   

投資その他の資産合計  1,572,374   3,223,072   3,188,205   

固定資産合計   2,052,051 22.3  3,660,987 38.4  3,663,624 34.9

Ⅲ　繰延資産  ― ―  28,215 0.3  34,053 0.3

資産合計   9,186,849 100.0  9,538,644 100.0  10,502,826 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  1,526,602   1,305,824   1,531,841   

２．短期借入金 ※２ 2,270,000   1,500,000   1,620,000   

３．１年以内返済予定長期借
入金

 78,980   ―   ―   

４．１年以内償還予定社債  250,000   ―   ―   

５．前受収益  700,172   932,758   605,718   

６．賞与引当金     264,387   316,795   

７．未払法人税等     6,554   210,708   

８．その他 ※３ 896,022   406,235   1,215,255   

流動負債合計   5,721,777 62.3  4,415,760 46.3  5,500,318 52.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債  150,000   ―   ―   

２．長期借入金  21,300   ―   ―   

３．退職給付引当金  447,181   456,473   449,671   

４．その他  28,167   25,875   14,405   

固定負債合計   646,648 7.0  482,349 5.1  464,076 4.4

負債合計   6,368,426 69.3  4,898,109 51.4  5,964,395 56.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   627,800 6.8  1,323,500 13.9  1,320,250 12.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  548,927   1,244,627   1,241,377   

資本剰余金合計   548,927 6.0  1,244,627 13.0  1,241,377 11.8

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  95,850   95,850   95,850   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  1,551,049   1,906,375   1,882,054   

利益剰余金合計   1,646,899 18.0  2,002,225 21.0  1,977,904 18.8

４．自己株式   ―   △205 △0.0  ―  

株主資本合計   2,823,627 30.8  4,570,147 47.9  4,539,531 43.2

Ⅱ．評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額
金

  738 0.0  65,483 0.7  2,648 0.0

２．繰延ヘッジ損益   △5,942 △0.1  1,788 0.0  △3,749 △0.0

評価・換算差額等合計   △5,204 △0.1  67,271 0.7  △1,100 △0.0

Ⅲ.　新株予約権   ―   3,114 △0.0  ―  

純資産合計   2,818,422 30.7  4,640,534 48.6  4,538,430 43.2

負債純資産合計   9,186,849 100.0  9,538,644 100.0  10,502,826 100.0
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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           

１．システム売上高  6,122,399   4,203,329   
10,627,61

7
  

２．サービス売上高  4,787,109 10,909,508 100.0 2,828,885 7,032,214 100.0 8,085,488 18,713,106 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．システム売上原価  5,074,987   3,243,157   8,511,924   

２．サービス売上原価  3,446,121 8,521,109 78.1 1,732,171 4,975,329 70.8 5,499,096 14,011,020 74.9

売上総利益   2,388,399 21.9  2,056,885 29.2  4,702,086 25.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,678,654 15.4  1,684,272 23.9  3,419,338 18.2

営業利益   709,745 6.5  372,612 5.3  1,282,747 6.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  31,436 0.3  93,847 1.3  51,233 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  62,542 0.6  180,997 2.5  91,709 0.5

経常利益   678,638 6.2  285,462 4.1  1,242,272 6.7

Ⅵ　特別利益 ※３  6,899 0.1     6,899 0.0

Ⅶ　特別損失   19,320 0.2  129,607 1.9  145,399 0.8

税引前中間（当期）純利益   666,218 6.1  155,854 2.2  1,103,772 5.9

法人税、住民税及び事業税  4,808   12,950   194,778   

法人税等調整額  46,790 51,598 0.5 △11,800 1,150 0.0 △36,630 158,148 0.8

中間（当期）純利益   614,619 5.6  154,704 2.2  945,624 5.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余
金

平成18年３月31日残高（千円） 627,800 548,927 548,927 95,850 1,063,908 1,159,758 2,336,485

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）     △107,478 △107,478 △107,478

役員賞与（注）     △20,000 △20,000 △20,000

中間純利益     614,619 614,619 614,619

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）

- - - - 487,141 487,141 487,141

平成18年９月30日残高（千円） 627,800 548,927 548,927 95,850 1,551,049 1,646,899 2,823,627

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高（千円） 14,422 ― 14,422 2,350,907

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △107,478

役員賞与（注）    △20,000

中間純利益    614,619

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△13,683 △5,942 △19,626 △19,626

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△13,683 △5,942 △19,626 467,515

平成18年９月30日残高（千円） 738 △5,942 △5,204 2,818,422

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

平成19年３月31日残高（千円） 1,320,250 1,241,377 1,241,377 95,850 1,882,054 1,977,904 ― 4,539,531

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 3,250 3,250 3,250     6,500

剰余金の配当     △130,383 △130,383  △130,383

中間純利益     154,704 154,704  154,704

自己株式の取得       △205 △205

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）

3,250 3,250 3,250 - 24,321 24,321 △205 30,616

平成19年９月30日残高（千円） 1,323,500 1,244,627 1,244,627 95,850 1,906,375 2,002,225 △205 4,570,147

評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日残高（千円） 2,648 △3,749 △1,100 ― 4,538,430

中間会計期間中の変動額      

新株の発行     6,500

剰余金の配当     △130,383

中間純利益     154,704

自己株式の取得     △205

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

62,834 5,537 68,372 3,114 71,486

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

62,834 5,537 68,372 3,114 102,103

平成19年９月30日残高（千円） 65,483 1,788 67,271 3,114 4,640,534
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余
金

平成18年３月31日残高（千円） 627,800 548,927 548,927 95,850 1,063,908 1,159,758 2,336,485

事業年度中の変動額        

 新株の発行 692,450 692,450 692,450    1,384,900

剰余金の配当（注）     △107,478 △107,478 △107,478

役員賞与（注）     △20,000 △20,000 △20,000

当期純利益     945,624 945,624 945,624

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） 692,450 692,450 692,450 － 818,146 818,146 2,203,046

平成19年３月31日残高（千円） 1,320,250 1,241,377 1,241,377 95,850 1,882,054 1,977,904 4,539,531

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高（千円） 14,422 － 14,422 2,350,907

事業年度中の変動額     

 新株の発行    1,384,900

剰余金の配当（注）    △107,478

役員賞与（注）    △20,000

当期純利益    945,624

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△11,773 △3,749 △15,522 △15,522

事業年度中の変動額合計（千円） △11,773 △3,749 △15,522 2,187,523

平成19年３月31日残高（千円） 2,648 △3,749 △1,100 4,538,430

　（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。

㈱ソリトンシステムズ（3040）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 42 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）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

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

商品

同左

(3）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

　個別法による原価法を採用し

ております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～15年

車両運搬具　　　２～６年

工具器具備品　　３～８年

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　　　３～15年 

車両運搬具　　　２～６年 

工具器具備品　　３～８年 

(会計方針の変更）

  法人税法改正に伴い、当中間会

計期間より平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ1,170千円減少しており

ます

(追加情報)

 法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の5％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益がそ

れぞれ3,067千円減少しておりま

す。

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物　　　　　　３～15年

車両運搬具　　　２～６年

工具器具備品　　３～８年
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (2）無形固定資産

　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）よる定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

3．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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、貸倒懸念債権等の

特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）　　　――――― (2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込み額のうち当中間会計

期間負担額を計上しております。

 （2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき額を計上しておりま

す。

　賞与引当金は当事業年度より決算

早期化のため引当計上し区分掲記い

たしました。

　なお、前事業年度まで当該費用は

「未払賞与」として流動負債の「未

払費用」に含めて表示しており、前

事業年度末の「未払賞与」は、

352,528千円であります。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認

められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

(3）退職給付引当金

　同左

 

 

 

 

 

 

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。

4．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物等為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

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。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

6．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会

計を行っております。ただし、特

例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては特例処理によってお

ります。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計

を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会

計を行っております。ただし、特

例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては特例処理によってお

ります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

通貨オプション、金利スワッ

プ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ対象

外貨建債務、変動金利借入金

②　ヘッジ対象

外貨建債務

②　ヘッジ対象

外貨建債務、変動金利借入金

(3）ヘッジ方針

　通貨オプション取引は外貨建取

引の為替リスクを回避する目的で

実施しており、取引額は現有する

外貨建債務及び仕入予想に基づい

て決定しております。

　金利スワップ取引は現存する変

動金利債務に対し、金利上昇リス

クを回避する目的で実施しており

ます。

(3）ヘッジ方針

 通貨オプション取引は外貨建取引

の為替リスクを回避する目的で実施

しており、取引額は現有する外貨建

債務及び仕入予想に基づいて決定し

ております.

(3）ヘッジ方針

通貨オプション取引は外貨建取引の

為替リスクを回避する目的で実施し

ており、取引額は現有する外貨建債

務及び仕入予想に基づいて決定して

おります.

 金利スワップ取引は現存する変動

金利債務に対し、金利上昇リスクを

回避する目的で実施しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引について、金

利の変動の累計を比較分析する方

法によっております。なお、特例

処理の要件を満たしているものに

ついては、決算日における有効性

の評価を省略しております。

　なお、ヘッジ有効性評価の結果、

ヘッジ会計の適用条件を充足しな

くなったものについては、ヘッジ

会計の適用を中止しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　通貨オプションについては、

ヘッジ方針に基づき同一通貨で同

一時期の為替予約を締結している

ため、その後の為替相場の変動に

よる相関関係が確保されておりま

すので、その判定をもって有効性

の判定に代えております。

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引について、　

　金利の変動の累計を比較分析す

る方法によっております。なお、

特例処理の要件を満たしているも

のについては、決算日における有

効性の評価を省略しております。

また、ヘッジ有効性評価の結果、

ヘッジ会計の適用条件を充足しな

くなったものについては、ヘッジ

会計の適用を中止しております。

7．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は2,824,365千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は4,542,180千円であります。

　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。 

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年

11月29日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

                ―――――

　

（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」（企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）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。 

（企業結合に係る会計基準）

　当中間会計期間より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針10号　平成17年12月27日）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。

                ―――――

　

　

（企業結合に係る会計基準）

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針10号　平成18年12月22日）を適用してお

ります。 

　これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。
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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）

────── （複合金融商品評価損）

　当中間会計期間において、複合金融商品評価

損128,550千円を計上しております。これは、当

社が保有しております投資有価証券のうち、ユー

ロ円建債券の時価評価差額を計上したもので

す。

　当社は資金運用目的で、かつ元本の安全性確

保を重視しつつ、本債券を保有しております。

　なお、本債券はドイツ復興金融公庫が発行体

となっている早期償還条項付為替連動債の複合

金融商品です。

　本件にかかる複合金融商品の詳細は以下の通

りです。

発行体 ドイツ復興金融公庫

発行額  1,500,000千円

 約定期間

 自　平成19年3月29日

 至  平成49年3月30日　 

    （30年間）

 利率

 １年目：10.0％　確定

２年目以降：変動利率で、下記

の内いずれか低い利率

①米ドル連動：(利払日10　営

業日前の米ドル為替レート－

107.70円)×1.00％

②(豪ドル連動：利払日10営業

日前の豪ドル為替レート－83.75

円)×1.00％

 ※但し、利率は0％を下回らな

い。

 利払日
年２回　

毎年３月、９月の各30日

 早期償還条

項

 半年毎の各金利利払いの累計額

が10.1％以上になった場合、額

面価格の100％で早期償還

 償還金額

(満期時点)

 満期となる平成49年3月30日まで

に上記の早期償還条項に該当せ

ず、保有しつづけた場合は、下

記のうち、少ない金額を適用

①米ドル連動：円元本100％×

（償還日10営業日前の米ドル為

替レート／100円）

②豪ドル連動：円元本100％×

（償還日10営業日前の豪ドル為

替レート／80円）

 

──────
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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

1,154,580千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,170,577千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,198,661千円 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．　　　　　───── ※２．　　　　　─────

投資有価証券 4,399千円

差入保証金 430,284千円

投資その他の資産その

他（保険積立金）
42,078千円

計 476,762千円

　担保付債務は次のとおりであります。  　

短期借入金 1,010,000千円     

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めております。

※３．消費税等の取扱い

　　　　　　　同左

※３．消費税等の取扱い

　　　　　　　同左

※４．　　　　─────

 

※４. 中間期末日満期手形

  中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

　受取手形　　　　　　　14,786千円

 

※４．　　　　　─────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 3,719千円

通貨オプション評価益 13,560千円

有価証券利息 75,000千円

保険解約益 10,251千円

 受取利息 7,718千円 

 通貨オプション評価益 21,084千円 

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

支払利息 33,459千円

社債利息 1,609千円

固定資産除却損 20,190千円

支払利息 19,748千円

複合金融商品評価損 128,550千円

通貨オプション評価損 19,548千円

 支払利息 59,727千円 

社債利息 2,738千円 

固定資産除却損 20,190千円 

 ※３　　　　　　――― ※３　特別損失のうち主要なもの

 投資有価証券評価損 129,607千円 

※３　特別損失のうち主要なもの

 投資有価証券評価損 127,024千円 

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 47,208千円

無形固定資産 13,757千円

有形固定資産 57,533千円

無形固定資産 11,181千円

 有形固定資産 107,591千円 

 無形固定資産 27,055千円 
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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．借主側 １．借主側 １．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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)

車両運搬具 3,287 2,684 602

工具器具備品 32,826 19,935 12,891

ソフトウェア 1,574 959 614

合計 37,688 23,578 14,109

 

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)

工具器具備品 17,010 10,570 6,440

ソフトウェア 469 286 182

合計 17,479 10,856 6,622

 

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)

車両運搬具 3,287 3,013 273

 工具器具備品 23,522 14,224 9,297

ソフトウェア 1,574 1,221 352

合計 28,383 18,459 9,924

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 45,362千円

１年超 109,681千円

合計 155,043千円

１年内 40,399千円

１年超 69,281千円

合計 109,681千円

１年内 43,617千円

１年超 88,519千円

合計 132,137千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 5,484千円

減価償却費相当額 5,090千円

支払利息相当額 315千円

支払リース料 3,610千円

減価償却費相当額 3,209千円

支払利息相当額 179千円

支払リース料 9,965千円

減価償却費相当額 9,220千円

支払利息相当額 564千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リ―ス期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．貸主側 ２．貸主側 ２．貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 37,638千円

１年超 102,828千円

合計 140,466千円

１年内 36,190千円

１年超 66,638千円

合計 102,828千円

１年内 38,035千円

１年超 83,821千円

合計 121,856千円

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料中間残高相当額

であります。

　なお、当該転貸リース取引は、おお

むね同一の条件で第三者にリースして

おりますので、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料中間残高相

当額に含まれております。

同左 （注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料期末残高相当額

であります。

　なお、当該転貸リース取引は、おお

むね同一の条件で第三者にリースして

おりますので、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料期末残高相

当額に含まれております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

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

至　平成19年９月30日）及び前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（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 550.68円

１株当たり中間純利益

金額
120.09円

１株当たり純資産額 782.17円

１株当たり中間純利益

金額

 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

26.08円

 

25.89

１株当たり純資産額 765.78円

１株当たり当期純利益

金額

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

182.88円

 

181.30円 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

  

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 614,619 154,704 945,624

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） （　―）　　　 （　―）　　　 （　―）　　　

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
614,619 154,704 945,624

期中平均株式数（株） 5,118,000 5,930,057 5,170,649

    

 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純

利益額
   

 中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

 普通株式増加数(株) ― 44,609 44,967

 （うち新株予約権） ― 44,609 44,967

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（新株予約

権の数1,830個）。

 ― 新株予約権（新株予約

権の数1,735個）。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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