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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年６月期第１四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年６月期第１四半期 1,442     4.1 70    47.5 71    45.7  30    68.8 

19 年６月期第１四半期 1,385     ― 48   ― 49   ―  18   ― 

19 年６月期 5,730  126.2 321  56.9 321  70.5  135  60.0 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年６月期第１四半期 1,023  26  ―   ― 

19 年６月期第１四半期 607  11  606  36 

19 年６月期 4,540  88  4,537  53 

 
(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

20 年６月期第１四半期 4,646  1,275  27.5   42,638  63 

19 年６月期第１四半期 4,349  1,176  26.8   39,352  62 

19 年６月期 3,876  1,276  32.9   42,651  51 

 
(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

20 年６月期第１四半期 △1,019  2  942   1,040  

19 年６月期第１四半期 △62  △6  9   1,003  

19 年６月期 1,005  △99  △853   1,115  

 
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 6 月期 0 00 860 00 860 00  

20 年 6 月期 ― ―

20 年 6 月期（予想） 0 00 860 00 
860 00  

 
３．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 3,055 11.1  109 △32.0 109 △31.9 45 △38.1 1,526  09 

通     期 6,737 17.6  370  15.4 374  16.3 210  54.8 7,022  38 
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４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う

特定子会社の異動） 
： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年６月期第１四半期 539  19.8 95  2.4 95   3.7  55   6.3 

19 年６月期第１四半期 450  16.8 93  8.8 92  48.6  51  54.2 

19 年６月期 2,003  23.1 330  34.0 327  49.2  187  62.5 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年６月期第１四半期 1,840  02 

19 年６月期第１四半期 1,733  27 

19 年６月期 6,254  33  

 
(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

20 年６月期第１四半期 3,722  1,381  37.1  46,168  53 

19 年６月期第１四半期 3,167  1,227  38.8  41,081  60 

19 年６月期 2,691  1,357  50.4  45,350  09 

 
６．平成 20 年６月期の個別業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 1,190 29.9 129 △31.9 130 △30.5 67 △36.2 2,270  45 

通     期 2,982 48.9 351   6.6 355   8.7 194   4.2 6,508  47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後の

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高など原材料価格の高騰、米国に端を発した

サブプライム問題などが懸念されたものの、個人消費の拡大、企業収益の改善、民間設備投資の増加な

どにより、引き続き緩やかな回復基調となりました。当社が関連する社宅管理業務のアウトソーシング

市場は、職種や業界に関わらず多くの企業で採用意欲の高い状態が続くなか、人材確保のために企業側

が積極的に社宅制度の運営・管理のアウトソーシング化を推し進める傾向が強まっており、旺盛な需要

の伸びを受けて引き続き堅調な伸びを示しております。マンション・ビル管理の事業環境につきまして

は、管理組合による既存マンションの委託先変更や、ファンドなどによる活況な不動産投資を背景とし

た管理物件の増大、オーナー変更に伴う管理会社変更などの動きもあり、建物の維持・管理をはじめ、

セキュリティサービスや清掃業務など、より質の高いサービスによる顧客満足度の向上が求められるよ

うになってきております。 

こうした状況の下、当社グループの連結業績は、受託収入が順調に増加したことに加えて、子会社業

績もほぼ期首計画とおりに推移したことで増収増益となり、ストックビジネスによる強固な収益基盤を

形成しております。利益面では、グループとしてのマネジメント強化により、前期までに実施した子会

社の内部コスト合理化による販売管理費の減少および収益改善策が寄与し、大幅な増収を確保しており

ます。 

 

その結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高 1,442 百万円（前年同

期比 4.1％増）、営業利益 70 百万円（同 47.5％増）、経常利益 71 百万円（同 45.7％増）、四半期純利益

30 百万円（同 68.8％増）となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりであります。 

（社宅管理事務代行事業） 

当事業につきましては、大口企業の社宅制度のアウトソーシングニーズを受け、社宅稼動件数の増大

に伴う受託手数料が順調に増加したことで、売上高は前年同期比 19.8％増の 539 百万円となりました。

また、営業利益につきましては同 2.4％増の 95 百万円となりました。 

 

（マンション・ビル管理事業） 

当事業は、売上高が同 3.5％減の 902 百万円となり、営業損失は 24 百万円（前年同期は 45 百万円の

営業損失）となりましたが、前期より推進した主力事業のマンション管理における不採算物件の解約行

使も終了し、ほぼ期首予測どおりに推移いたしました。 

なお、販売費及び一般管理費にのれん償却額 27 百万円を計上しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における資産の状況は、前連結会計年度末に比べ 769 百万円増加し 4,646 百万円とな

りました。流動資産は営業立替金が増加したことにより前連結会計年度末比 732 百万円増の 3,496 百万

円となりました。固定資産は投資その他の資産が 68 百万円増加したことにより前連結会計年度末比 37

百万円増の 1,149 百万円となりました。 

当第１四半期末における負債の状況は、前連結会計年度末に比べ 770 百万円増加し 3,370 百万円とな

りました。流動負債は営業立替金の増加に伴う短期借入金が増加したことにより前連結会計年度末比

774 百万円増の 3,245 百万円となりました。固定負債は退職給付引当金の減少により前連結会計年度末

比４百万円減の 125 百万円となりました。 

当第１四半期末における純資産の状況は、前連結会計年度末とほぼ同水準の 1,275 百万円となりまし

た。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ 75 百万円減少し 1,040 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおり

であります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは 1,019 百万円の支出となりました。これは主に、営業立替金が

909 百万円増加したことと法人税等の支払が 111 百万円発生したことによるものであります。 
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投資活動によるキャッシュ・フローは２百万円の収入となりました。これは主に、定期預金の払戻に

よる収入によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 942 百万円の収入となりました。これは主に、営業立替金の増

加に伴い短期借入金が増加したことによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

中間期の連結業績予想および個別業績予想につきましては、平成 19 年 10 月 22 日に修正して公表し

ております。 

社宅管理事務代行事業における中間期の業績は、業容拡大に備えたオペレーションセンター拡張のた

めの増床費用、郵便局株式会社（以下、郵便局という）との事業開始のための投資コストなどの発生を

見込んでいるものの、依然として企業のアウトソーシングニーズが高く大口企業の受注が続いているこ

と、さらに郵便局事業との取組みが寄与し始めることにより、受託収入が順調に推移し、増収となる見

込みであります。一方で、連結子会社のマンション・ビル管理事業においては、郵便局の受託業務への

初期投資額が膨らむことなどが要因で、中間期の連結の営業利益、経常利益、当期純利益はともに前年

実績を下回る見込みであります。 

通期の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、郵便局との社宅管理業務が本格稼動すること

で、社宅管理事務代行事業およびマンション・ビル管理事業ともに売上高および利益面におきましても

前年実績を上回る見込みであります。一方で、マンション・ビル管理事業においては郵便局事業を機に

組織体制機能を抜本的強化すること、グループの連携強化のために連結子会社の本社を移転することな

ど、次期成長に向けた投資を前倒しで行うことを計画しております。 

なお、業績予想につきましては、現在得られる各種情報等から判断したものであります。実際の業績

等は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。 

 

４．その他 

期中における重要な子会社の異動はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 

  
前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 

（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６月30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 ※２  1,103,205 1,074,351   1,227,889

２．売掛金   170,835 215,514   236,469

３．営業立替金   1,458,303 1,784,432   875,296

４．たな卸資産   22,783 16,937   12,191

５．その他   295,762 422,178   415,214

貸倒引当金   △2,912 △16,641   △2,877

流動資産合計   3,047,978 70.1 3,496,773 75.3  2,764,184 71.3

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１  129,699 3.0 119,702 2.6  121,162 3.1

２．無形固定資産     

(1)のれん  711,607 612,482  639,979 

 (2)その他  132,340 50,914  53,331 

無形固定資産合計   843,947 19.4 663,396 14.2  693,310 17.9

３．投資その他の資産     

 (1)投資有価証券  212,254 174,728  188,341 

 (2)その他  132,870 191,855  109,594 

     貸倒引当金  △17,714 ―  ― 

投資その他の資産 

合計 
  327,411 7.5 366,584 7.9  297,936 7.7

固定資産合計   1,301,058 29.9 1,149,682 24.7  1,112,409 28.7

資産合計   4,349,037 100.0 4,646,456 100.0  3,876,593 100.0

     

 



 
 

6

 

  
前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 

（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６月30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   425,608 390,305   423,929

２．短期借入金   1,400,000 1,674,808   573,730

３．一年以内償還予定 

  社債 
※２  160,000 ―   150,000

４．一年以内返済予定 

  長期借入金 
  33,324 16,690   25,021

５．未払金   192,829 135,020   199,054

６．未払法人税等   53,295 51,892   120,286

７．営業預り金   279,308 467,358   303,687

８．賞与引当金   67,762 73,270   17,747

９．役員賞与引当金   5,212 6,467   27,968

10．その他   415,089 429,198   628,809

流動負債合計   3,032,430 69.7 3,245,010 69.8  2,470,234 63.7

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   16,690 ―   ―

２．退職給付引当金   123,594 125,109   129,339

３．その他   269 374   673

固定負債合計   140,553 3.3 125,483 2.7  130,012 3.4

負債合計   3,172,983 73.0 3,370,494 72.5  2,600,247 67.1
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前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 

（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６月30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

（％）

（純資産の部）     

 Ⅰ  株主資本     

１．資本金   602,917 13.8 603,250 13.0  603,250 15.6

２．資本剰余金   350,166 8.1 350,499 7.5  350,499 9.0

３．利益剰余金   221,224 5.1 343,743 7.4  338,857 8.7

 株主資本合計   1,174,307 27.0 1,297,493 27.9  1,292,607 33.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

  １．その他有価証券評

価差額金 
  △10,411 △0.3 △21,532 △0.4  △16,261 △0.4

評価・換算差額等合 

計 
  △10,411 △0.3 △21,532 △0.4  △16,261 △0.4

 Ⅲ  少数株主持分   12,157 0.3 ― ―  ― ―

純資産合計   1,176,053 27.0 1,275,961 27.5  1,276,346 32.9

負債純資産合計   4,349,037 100.0 4,646,456 100.0  3,876,593 100.0

     

 



 
 

8

(2) 四半期連結損益計算書 

  

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７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７月１日 

    至 平成19年６月30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   1,385,482 100.0 1,442,224 100.0  5,730,480 100.0

Ⅱ 売上原価   1,142,854 82.5 1,163,365 80.7  4,638,484 80.9

売上総利益   242,628 17.5 278,859 19.3  1,091,995 19.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  194,573 14.0 207,964 14.4  770,559 13.5

営業利益   48,054 3.5 70,894 4.9  321,436 5.6

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  48 698  320 

２．受取配当金  61 101  859 

３．解約保険返戻金  2,993 ―  2,993 

４．その他  951 4,054 0.3 555 1,355 0.1 4,515 8,689 0.2

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  1,352 376  2,960 

２．投資組合出資損失  985 ―  2,250 

３．その他  472 2,810 0.2 23 400 0.0 3,136 8,348 0.2

経常利益   49,297 3.6 71,849 5.0  321,778 5.6

 Ⅵ  特別利益     

１． 投資有価証券売

却益 
 2,825 ―  2,875 

２． 貸倒引当金戻入  1,517 ―  1,914 

３． 役員賞与引当金

戻入 
 ― 1,611  ― 

４． 訴訟和解益  ― ―  34,660 

５． 未払役員退職金

取崩益 

 

 ― 4,343 0.3 ― 1,611 0.1 48,527 87,978 1.6
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前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７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７月１日 

    至 平成19年６月30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

（％）

Ⅶ 特別損失     

１．前期損益修正損 ※２ 634 ―  634 

２．固定資産除却損 ※３ ― ―  83,729 

３．投資有価証券評価 

  損 
 ― 634 0.1 786 786 0.1 11,196 95,559 1.7

税引前第１四半

期(当期)純利益 
  53,006 3.8 72,674 5.0  314,197 5.5

法人税、住民税及

び事業税 
 50,589 49,038  160,373 

法人税等還付額  △2,844 ―  △2,844 

法人税等調整額  △9,551 38,193 2.7 △6,985 42,052 2.9 △8,851 148,676 2.6

少数株主利益（△

損失） 
  △3,330 △0.2 ― ―  29,743 0.5

第１四半期(当

期)純利益 
  18,143 1.3 30,621 2.1  135,776 2.4
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 
前第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

 株主資本 
評価・換算

差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円）  
602,917 350,166 218,023 1,171,106 △9,900 16,843 1,178,049 

第１四半期連結会計期

間中の変動額 
       

  剰余金の配当   △14,942 △14,942   △14,942 

  第１四半期純利益   18,143 18,143   18,143 

  株主資本以外の項目

の当第１四半期連結

会計期間中の変動額

（純額） 

     △511 △4,686 △5,197 

第１四半期連結会計期

間中の変動額合計（千

円） 

― ― 3,201 3,201 △511 △4,686 △1,996 

平成18年９月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 221,224 1,174,307 △10,411 12,157 1,176,053 

 
当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

 株主資本 
評価・換算 

差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成19年６月30日残高

（千円）  
603,250 350,499 338,857 1,292,607 △16,261 1,276,346 

第１四半期連結会計期

間中の変動額 
      

  剰余金の配当   △25,735 △25,735  △25,735 

  第１四半期純利益   30,621 30,621  30,621 

  株主資本以外の項目

の当第１四半期連結

会計期間中の変動額

（純額） 

    △5,271 △5,271 

第１四半期連結会計期

間中の変動額合計（千

円） 

― ― 4,885 4,885 △5,271 △385 

平成19年９月30日残高

（千円） 
603,250 350,499 343,743 1,297,493 △21,532 1,275,961 
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前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

 株主資本 
評価・換算

差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 218,023 1,171,106 △9,900 16,843 1,178,049 

連結会計年度中の変動

額 
       

新株の発行 333 333  666   666 

  剰余金の配当   △14,942 △14,942   △14,942 

  当期純利益   135,776 135,776   135,776 

  株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額） 

    △6,360 △16,843 △23,204 

連結会計年度中の変動

額合計（千円） 
333 333 120,834 121,501 △6,360 △16,843 98,296 

平成19年６月30日残高

（千円） 
603,250 350,499 338,857 1,292,607 △16,261 ― 1,276,346 

 

 



 
 

12

 (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期連結会計期間

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度に係る連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30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     

税金等調整前第1四半期（当期）

純利益 
 53,006 72,674 314,197 

減価償却費  6,967 8,198 35,183 

のれん償却額  27,114 27,497 108,586 

貸倒引当金の増減額  △1,388 13,764 △19,137 

賞与引当金の増減額  48,299 55,522 △1,715 

役員賞与引当金の増減額  △15,637 △21,501 7,118 

退職給付引当金の増減額  2,907 △4,230 8,652 

受取利息及び受取配当金  △109 △799 △1,179 

支払利息  3,320 2,290 10,743 

投資有価証券評価損  ― 786 11,196 

投資有価証券売却益  ― ― △2,875 

投資組合出資損失  985 ― 2,250 

固定資産除却損  ― ― 83,729 

訴訟和解益  ― ― △34,660 

未払役員退職金取崩益  ― ― △48,527 

売上債権の増減額  △25,780 20,954 △91,414 

仕入債務の増減額  31,904 △33,624 30,225 

営業立替金の増減額  △76,034 △909,135 467,850 

たな卸資産の増減額  5,935 △4,746 16,527 

前受金の増減額  18,066 △21,318 86,001 

営業預り金の増減額  △44,139 163,671 △19,760 

その他  △46,653 △276,162 148,650 

小計  △11,234 △906,158 1,111,640 

利息及び配当金の受取額  102 799 1,159 

利息の支払額  △3,020 △2,953 △10,212 

法人税等の支払額  △47,926 △111,494 △96,935 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △62,078 △1,019,806 1,005,651 
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前第１四半期連結会計期間

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度に係る連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △5,701 ― △23,019 

定期預金の払戻による収入  ― 78,509 4,905 

有形固定資産の取得による支出  △21,162 △917 △32,651 

無形固定資産の取得による支出  △6,812 △809 △19,172 

投資有価証券の取得による支出  △3,471 △60 △5,642 

投資有価証券の売却による収入  ― ― 6,491 

連結子会社株式の追加取得によ

る支出 
 ― ― △54,980 

貸付金の回収による収入  ― ― 2,987 

その他  30,293 △74,673 21,865 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,854 2,047 △99,215 

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  38,302 1,101,078 △790,744 

長期借入金の返済による支出  △8,331 △8,331 △30,547 

社債の償還による支出  △10,000 △150,000 △20,000 

新株の発行による収入  ― ― 560 

配当金の支払額  △10,522 △16 △12,917 

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,449 942,730 △853,648 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △59,484 △75,028 52,787 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,062,574 1,115,361 1,062,574 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末

残高 
※１ 1,003,089 1,040,333 1,115,361 
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(5) 注記事項 
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

   ダイワード株式会社 

 

子会社は全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

   ダイワード株式会社 

 

子会社は全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

   ダイワード株式会社 

 

２．持分法の適用に関する事    

  項 

該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の四半期決算日（事

業年度）等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日

は、四半期連結決算日と一致し

ております。 

同左 連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期連結決算日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。なお、

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

については、組合契約に規

定される決算報告日におい

て入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっ

ております。 

 

(1)重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採

用しております。 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②たな卸資産 

商品・仕掛品 

主として個別法に基づ

く原価法を採用しており

ます。 

貯蔵品 

最終仕入原価法に基づ

く原価法を採用しており

ます。 

 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

 (2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法を採用しております。

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法

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、支出時に費用

処理しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

 法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

建物（建物附属設備は除く） 

イ. 平成10年３月31日以前に

取得したもの 

旧定率法 

ロ. 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 

ハ. 平成19年４月１日以降に

取得したもの 

定額法 

建物以外 

イ. 平成19年３月31日以前に

取得したもの 

旧定率法 

ロ. 平成19年４月１日以降に

取得したもの 

定率法 

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、支

出時に費用処理しており

ます。 

（会計方針の変更） 

 前連結会計年度より、法人

税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形固定

資産については、改正法人税

法に規定する減価償却によ

り、減価償却費を計上してお

ります。 

これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、法人

税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形固定

資産については、改正法人税

法に規定する減価償却によ

り、減価償却費を計上してお

ります。 

これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 

 ②無形固定資産 

 定率法を採用しております。

 なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づい

ております。 

 

②無形固定資産 

同左 

 

②無形固定資産 

同左 
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。 

 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当第１四半期連結会

計期間に負担すべき支給見込

額を計上しております。  

 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、当第１四半期連結会計期

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。  

 

④退職給付引当金 

連結子会社について、従業

員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指

針（会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法に基づき、

退職金規程による当第１四半

期連結会計期間末自己都合要

支給額を計上しております。

 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

③役員賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

 

④退職給付引当金 

同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当連結会計年度に負

担すべき支給見込額を計上し

ております。 

 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上してお

ります。 

 

 

 

④退職給付引当金 

連結子会社について、従業

員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指

針（会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法に基づき、

退職金規程による連結会計年

度末自己都合要支給額を計上

しております。 

 

 (4)重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 

(4)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

(4)重要なリース取引の処理方法

同左 

 

 

 

 (5)その他四半期連結財務諸表作

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。

 

(5)その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

(5)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 

 

５．四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書（連結キャッシュ・

フロー計算書）における資金

の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３か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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表示方法の変更 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

                  

 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて

表示されておりました子会社の「預り金」の一部は、システ

ム統合に伴う科目体系見直しにより、より実態に合わせた表

示にするため、当連結会計年度より「営業預り金」に含めて

表示しております。 

なお、前連結会計年度の流動負債の「その他」に含まれて

おります「営業預り金」は161,313千円であります。 

  

 

 

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

          103,425千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

          129,236千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

          123,953千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

   定期預金    65,004千円 

 担保付債務は次のとおりであります。 

   一年以内償還予定社債 

 140,000千円 

 

 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

  定期預金    10,000千円 

  なお、定期預金10,000千円は、ダイ

ワード株式会社の取引先の金融機関

からの借入金94,028千円に対する担

保に供しております。 

 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

  定期預金    88,509千円 

 担保付債務は次のとおりであります。

  一年以内償還予定社債 

     150,000千円 

  なお、上記担保資産のうち、定期預

金10,000千円は、ダイワード株式会社

の取引先の金融機関からの借入金

96,118千円に対する担保に供してお

ります。 

 

３．偶発債務 

 当社が使用する業務用ソフトウェア

の開発委託契約に関連し、ソフトウェア

の開発委託先から平成16年３月９日付

けで151,147千円の損害賠償請求訴訟が

提起され、現在係争中であります。 

 当社はこれに対し、何ら根拠なきも

のとして請求棄却を求めるとともに、開

発委託先に対し、債務不履行による損害

賠償の支払いを求め、平成16年５月26

日付けで反訴を提起いたしました。 

 

３．          

 

３．偶発債務 

 平成16年３月９日付けのソフトウェ

ア開発委託先からの損害賠償請求の提

訴及び平成16年５月26日付けの当社か

らの反訴については、平成19年６月15

日付けで相手側と和解が成立し、解決い

たしました。 
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

 役員報酬         32,659千円 

 給料手当         40,566千円 

 賞与引当金繰入額      8,289千円 

 役員賞与引当金繰入額  5,212千円 

 のれん償却額      27,146千円 

 退職給付費用     1,023千円 

 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

 役員報酬         36,093千円 

 給料手当         35,989千円 

 賞与引当金繰入額      8,127千円 

 役員賞与引当金繰入額  6,467千円 

 のれん償却額       27,497千円 

 退職給付費用          366千円 

 貸倒引当金繰入      13,764千円 

 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

 役員報酬        134,735千円 

 給料手当        161,021千円 

 賞与引当金繰入額      2,911千円 

 役員賞与引当金繰入額  27,968千円 

 のれん償却額      108,586千円 

 退職給付費用         3,008千円 

 

※２．前期損益修正損は、貸付金の未経

過利息計上額の修正であります。 

 

※２．           ※２．前期損益修正損は、貸付金の未経

過利息計上額の修正であります。

 

※３．           ※３．          ※３．固定資産除却損は、ソフトウェア

仮勘定81,882千円、電話加入権

1,847千円であります。いずれも無

形固定資産の「その他」に含まれ

ております。 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 18 年７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            （単位：株） 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

減少株式数 

当第１四半期 

連結会計期間末 

株式数 

発行済株式   

普通株式  29,885 － － 29,885

合 計 29,885 － － 29,885

（注）当第１四半期連結会計期間末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

前連結会計

期間末 

当第１四半

期連結会計

期間増加 

当第１四半

期連結会計

期間減少 

当第１四半

期連結会計

期間末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 
第１回新株予約権 普通株式 40 － － 40 －

 第２回新株予約権 普通株式 588 － 24 564 －

 第３回新株予約権 普通株式 27 － 3 24 －

 第４回新株予約権 普通株式 264 － 6 258 －

合計  919 － 33 886 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 919 － 33 886 －

（注） １．当第１四半期連結会計期間の減少は、すべて新株予約権の失効によるものであります。 

２．第１回新株予約権は権利行使可能なものであり、その他の新株予約権は権利行使可能な期間が到来して

おらず、権利行使不可能なものであります。 

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 14,942 千円 500 円 平成 18 年６月 30 日 平成 18 年９月 29 日 

 

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間後となる 

もの 

    該当事項はありません。 
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当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年７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            （単位：株） 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

減少株式数 

当第１四半期 

連結会計期間末 

株式数 

発行済株式   

普通株式  29,925 － － 29,925

合 計 29,925 － － 29,925

（注）当第１四半期連結会計期間末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 25,735 千円 860 円 平成 19 年６月 30 日 平成 19 年９月 29 日 

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間後となる 

もの 

    該当事項はありません。 

 

 

前連結会計年度（自平成 18 年７月１日 至平成 19 年６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 

 当連結会計年度 

期首株式数 

（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  29,885 40 － 29,925

合計 29,885 40 － 29,925

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 40 株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。 

２．当連結会計年度末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 14,942 千円 500 円 平成 18 年６月 30 日 平成 18 年９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 
配当の原資

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 25,735 千円 利益剰余金 860 円 平成 19年６月 30日 平成 19年９月 29日 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定    1,103,205千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金     △100,116千円 

現金及び現金同等物  1,003,089千円 

現金及び預金勘定    1,074,351千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金     △ 34,018千円 

現金及び現金同等物  1,040,333千円 

 

現金及び預金勘定    1,227,889千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金     △112,528千円 

現金及び現金同等物  1,115,361千円 
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び第１四半

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第１四半

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） 

第１四

半期末

残高相

当額 

（千円） 

工具器

具備品 
90,014 66,471 23,542 

ソフト

ウェア 
28,656 23,522 5,133 

合計 118,670 89,993 28,676 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第１四

半期末

残高相

当額 

（千円）

工具器

具備品 
45,770 31,442 14,328

ソフト

ウェア 
3,664 1,155 2,509

合計 49,435 32,597 16,837

  

 

 

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

具備品 
99,233 81,751 17,481

ソフト

ウェア 
6,682 3,889 2,792

合計 105,915 85,641 20,274

  

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

   

１年内 20,055千円

１年超 9,868千円

合計 29,923千円
    

１年内 9,307千円

１年超 7,908千円

合計 17,215千円
   

１年内 10,989千円

１年超 9,770千円

合計 20,759千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 
 

支払リース料 6,730千円 

減価償却費相当額 6,203千円 

支払利息相当額 235千円 
  

 
支払リース料 3,635千円 

減価償却費相当額 3,436千円 

支払利息相当額 92千円 
  

 
支払リース料 24,184千円 

減価償却費相当額 22,448千円 

支払利息相当額 760千円 
  

(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） 

前第１四半期連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 111,148 94,217 △16,931 

（2）債券    

   国債・地方債券 ― ― ― 

   社債 ― ― ― 

   その他 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 111,148 94,217 △16,931 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式 19,350 

   投資事業組合への出資金 98,687 

 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 111,024 74,451 △36,572 

（2）債券    

   国債・地方債券 ― ― ― 

   社債 ― ― ― 

   その他 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 111,024 74,451 △36,572 

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第１四半期連結会計期間において減損処理

を行い、投資有価証券評価損 786 千円を計上しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式 8,655 

   投資事業組合への出資金 91,622 
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前連結会計年度末（平成 19 年６月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 110,963 84,064 △26,898 

（2）債券    

   国債・地方債券 ― ― ― 

   社債 ― ― ― 

   その他 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 110,963 84,064 △26,898 

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損 501 千円を計上しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式 8,655 

   投資事業組合への出資金 95,622 

 

 
（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

当社グループは、デリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日現在） 

当社グループは、デリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成 19 年６月 30 日現在） 

当社グループは、デリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック･オプション等関係） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 当第１四半期連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 当第１四半期連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの内容 

 平成 14 年ストック・オプション 平成 17 年ストック・オプション① 

付与対象者の区分及び数 当社取締役４名 
当社取締役５名、当社監査役３名 

当社従業員 78 名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 2,400 株 普通株式 607 株 

付与日 平成 14 年６月 30 日 平成 17 年 11 月 14 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 14 年７月 １日 
至 平成 19 年６月 20 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

 

 平成 17 年ストック・オプション② 平成 17 年ストック・オプション③ 

付与対象者の区分及び数 当社従業員９名 
当社取締役５名、当社監査役１名 

当社従業員 20 名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 27 株 普通株式 264 株 

付与日 平成 18 年２月 14 日 平成 18 年６月 28 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の株式数

に換算して記載しております。 

 

(２)ストック･オプションの規模及びその変動状況 

  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション①

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③

権利確定前 （株）     

 前連結会計年度期末 － 588 27 264 

 付与 － － － － 

 失効 － 63 ３ 18 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － 525 24 246 

権利確定後 （株）     

 前連結会計年度期末 40 － － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 40 － － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の株式数

に換算して記載しております。 
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②単価情報 

 平成 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション①

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③

権利行使価格 (円) 16,667 291,000 281,983 304,250 

行使時平均株価 (円) 224,000 － － － 

公正な評価単価(付与日) 

 (円) 
－ － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の株式数

に換算して記載しております。 
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 (6) セグメント情報 

①事業の種類別セグメント情報 

 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

 社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 

消去又は全

社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 450,811 934,670 1,385,482 － 1,385,482 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

－ － － － － 

計 450,811 934,670 1,385,482 － 1,385,482 

営業費用 357,615 979,813 1,337,428 － 1,337,428 

営業利益（又は損失） 93,196 △45,142 48,054 － 48,054 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

 社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 

消去又は全

社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 539,968 902,256 1,442,224 － 1,442,224 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

－ 1,811 1,811 (1,811) － 

計 539,968 904,068 1,444,036 (1,811) 1,442,224 

営業費用 444,566 928,575 1,373,141 (1,811) 1,371,329 

営業利益（又は損失） 95,402 △24,507 70,894 － 70,894 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 
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前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

（単位：千円） 

 社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,003,635 3,726,844 5,730,480 － 5,730,480 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

－ 2,383 2,383 (2,383) － 

計 2,003,635 3,729,228 5,732,864 (2,383) 5,730,480 

営業費用 1,673,328 3,738,098 5,411,427 (2,383) 5,409,043 

営業利益（又は損失） 330,307 △8,870 321,436 － 321,436 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 

資産 

 

 

1,837,038 

 

 

2,044,658 

 

 

3,881,696 

 

 

(5,102) 

 

 

3,876,593 

 減価償却費 30,493 4,690 35,183 － 35,183 

 資本的支出 50,029 3,207 53,237 － 53,237 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

 

②所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

③海外売上高 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日）  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 

１株当たり純資産額   39,352.62円 

 

１株当たり第１四半期純利益金額 

              607.11円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利 

益金額              606.36円 

 

 

１株当たり純資産額   42,638.63円 

 

１株当たり第１四半期純利益金額 

          1,023.26円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１

四半期純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 

 

１株当たり純資産額   42,651.51円 

 

１株当たり当期純利益金額 

4,540.88円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利 

益金額            4,537.53円 

 

（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。 

項目 
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

第１四半期（当期）純利益 

（千円） 
18,143 30,621 135,776 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る第１四半期
（当期）純利益（千円） 

18,143 30,621 135,776 

期中平均株式数（株） 29,885 29,925 29,901 

普通株式増加数（株） 36 － 22 

 （うち新株予約権） (36) (－) (22) 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり第

１四半期（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の

概要 

平成17年９月28日定時株主

総会において決議された新

株予約権846個（普通株式

846株） 

平成17年９月28日定時株主

総会において決議された新

株予約権786個（普通株式

786株） 

平成17年９月28日定時株主

総会において決議された新

株予約権795個（普通株式

795株） 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

             

 

 

自己株式の取得 

 当社は平成19年10月22日開催の取締

役会において、会社法第165条第２項の

規定による定款の定めに基づく自己株

式の取得について以下のように決議い

たしました。 

 

（1）取得の理由 

 経営環境の変化に対応した機動

的な資本政策を行うため、自己株

式を取得するものであります。 

 

             

 （2）取得日 

 平成19年10月22日から平成20年

１月31日まで 

 

（3）取得する株式の種類及び株数 

普通株式 280株（上限） 

 

（4）取得価額の総額 

56,000千円（上限） 
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６．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（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６月30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  479,764 602,493  541,328 

２．売掛金  45,828 63,492  51,807 

３．営業立替金  1,405,569 1,732,734  848,703  

４．たな卸資産  18,797 13,345  9,028 

５．その他  48,471 51,372  46,886 

貸倒引当金  △1,451 △1,796  △901 

流動資産合計   1,996,980 63.1 2,461,643 66.1  1,496,853 55.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 76,974 2.4 67,367 1.8 68,134 2.6

２．無形固定資産  48,145 1.5 36,454 1.0 38,455 1.4

３．投資その他の資産     

 (1)投資有価証券  206,182 168,396  181,275 

(2)関係会社株式  799,192 854,173  854,173 

 (3)その他  39,680 134,700  52,319 

投資その他の資産 

合計 
 1,045,055 33.0 1,157,271 31.1 1,087,768 40.4

固定資産合計   1,170,175 36.9 1,261,093 33.9  1,194,358 44.4

資産合計   3,167,155 100.0 3,722,736 100.0  2,691,211 100.0
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前第１四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（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６月30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．短期借入金  1,400,000 1,674,808  573,730 

２．未払金  110,861 112,195  111,442 

３．未払法人税等  51,650 50,202  115,498 

４．営業預り金  279,308 298,915  302,793 

５．賞与引当金  31,529 35,190  8,190 

６．役員賞与引当金  5,212 5,272  24,468 

７．その他 ※２ 60,869 164,558  197,985 

流動負債合計   1,939,432 61.2 2,341,143 62.9  1,334,110 49.6

Ⅱ 固定負債   － － － －  － －

負債合計   1,939,432 61.2 2,341,143 62.9  1,334,110 49.6

     

（純資産の部）     

 Ⅰ  株主資本     

１．資本金   602,917 19.0 603,250 16.2  603,250 22.4

２．資本剰余金     

(1)資本準備金  350,166 350,499  350,499 

資本剰余金合計   350,166 11.1 350,499 9.4  350,499 13.0

３．利益剰余金     

(1)その他利益剰余 

 金 
    

  繰越利益剰余金  285,075 449,614  420,287 

  利益剰余金合計   285,075 9.0 449,614 12.1  420,287 15.6

 株主資本合計   1,238,158 39.1 1,403,364 37.7  1,374,037 51.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

  １．その他有価証券評

価差額金 
  △10,435 △21,771   △16,935

評価・換算差額等合 

計 
  △10,435 △0.3 △21,771 △0.6  △16,935 △0.6

純資産合計   1,227,723 38.8 1,381,593 37.1  1,357,101 50.4

負債・純資産合計   3,167,155 100.0 3,722,736 100.0  2,691,211 100.0
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 (2) 四半期損益計算書 

  

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年７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７月１日 

    至 平成19年６月30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   450,811 100.0 539,968 100.0  2,003,635 100.0

Ⅱ 売上原価   261,373 58.0 337,088 62.4  1,258,165 62.8

売上総利益   189,438 42.0 202,880 37.6  745,470 37.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   96,241 21.3 107,477 19.9  415,163 20.7

営業利益   93,196 20.7 95,402 17.7  330,307 16.5

Ⅳ 営業外収益   226 0.0 186 0.0  1,022 0.0

Ⅴ 営業外費用   1,240 0.3 23 0.0  4,139 0.2

経常利益   92,182 20.4 95,565 17.7  327,190 16.3

 Ⅵ  特別利益   － － 1,611 0.3  35,131 1.8

Ⅶ 特別損失   － － 786 0.1  26,196 1.3

税引前第１四半

期(当期)純利益 
  92,182 20.4 96,389 17.9  336,126 16.8

     

法人税、住民税及

び事業税 
 49,934 48,312  157,967 

法人税等調整額  △9,551 40,383 8.9 △6,985 41,326 7.7 △8,851 149,115 7.5

第１四半期(当

期)純利益 
  51,798 11.5 55,062 10.2  187,010 9.3
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

  前第１四半期会計期間（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 18 年９月 30 日） 

  株主資本 
評価・換金

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利益

剰余金 

  

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

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

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 248,218 248,218 1,201,302 △9,707 1,191,594

当第１四半期会計期間

中の変動額 
  

  剰余金の配当  △14,942 △14,942 △14,942 △14,942

  四半期純利益  51,798 51,798 51,798 51,798

株主資本以外の項目

の当第１四半期会計

期間中の変動額（純

額） 

  △727 △727

当第１四半期の変動額

合計（千円） 
 36,856 36,856 36,856 △727 36,128

平成18年９月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 285,075 285,075 1,238,158 △10,435 1,227,723

 
  当第１四半期会計期間（自 平成 19 年７月 1日 至 平成 19 年９月 30 日） 

  株主資本 
評価・換金

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利益

剰余金 

  

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

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

純資産 

合計 

平成19年６月30日残高

（千円） 
603,250 350,499 350,499 420,287 420,287 1,374,037 △16,935 1,357,101

当第１四半期会計期間

中の変動額 
  

  剰余金の配当  △25,735 △25,735 △25,735 △25,735

  四半期純利益  55,062 55,062 55,062 55,062

株主資本以外の項目

の当第１四半期会計

期間中の変動額（純

額） 

  △4,835 △4,835

当第１四半期の変動額

合計（千円） 
 29,327 29,327 29,327 △4,835 24,491

平成19年９月30日残高

（千円） 
603,250 350,499 350,499 449,614 449,614 1,403,364 △21,771 1,381,593
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前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

  株主資本 
評価・換金

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利益

剰余金 

  

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

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

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 248,218 248,218 1,201,302 △9,707 1,191,594

事業年度中の変動額   

新株の発行 333 333 333 666 666

  剰余金の配当  △14,942 △14,942 △14,942 △14,942

  当期純利益  187,010 187,010 187,010 187,010

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

  △7,228 △7,228

事業年度中の変動額合

計（千円） 
333 333 333 172,068 172,068 172,735 △7,228 165,506

平成19年６月30日残高

（千円） 
603,250 350,499 350,499 420,287 420,287 1,374,037 △16,935 1,357,101
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(4) 注記事項 
四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用して

おります。 

(1)子会社株式 

同左 

 

 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1)子会社株式 

同左 

 

 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

期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）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。 

なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資については、組合契約に

規定される決算報告日におい

て入手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっており

ます。 

 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (3)たな卸資産 

仕掛品 

 ･･････個別法に基づく原価

法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

･･････最終仕入原価法に基

づく原価法を採用し

ております。 

 

(3)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 

 

(3)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

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 15年 

  工具器具備品 ５年～12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、支出時に費用

処理しております。 

 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成19年３月31日

以前に取得したものについて

は、法人税法に規定する旧定

率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  建物 10～15年 

  工具器具備品 5年～12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、支出時に費用

処理しております。 

（会計方針の変更） 

 前事業年度より、法人税法

の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の有形固定資産

については、改正法人税法に

規定する償却方法により、減

価償却費を計上しておりま

す。 

  これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、法人税法

の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の有形固定資産

については、改正法人税法に

規定する償却方法により、減

価償却費を計上しておりま

す。 

  これによる損益に与える影

響はありません。 

 

 (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

いております。 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

(2)無形固定資産 

同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しています。 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当第１四半期会計期

間に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

(3)役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき、当

第１四半期会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3)役員賞与引当金 

同左 

 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当期に負担すべき支

給見込額を計上しておりま

す。 

(3)役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上してお

ります。 

 

４．リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

同左 

 

同左 

５．その他四半期財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

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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（表示方法の変更） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

（四半期貸借対照表） 

 投資その他の資産は、前第１四半期会計期間まで、一

括掲記しておりましたが、当第１四半期会計期間末にお

いて「投資有価証券」と「関係会社株式」が資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前第１四半期会計期間末の「投資有価証券」の

金額は14,632千円であり、「関係会社株式」の計上はあ

りません。 
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（四半期貸借対照表関係） 
前第１四半期会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         38,866千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

            61,608千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

            57,019千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的に重要性が乏し

いため、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

※２．           

  

 

３．偶発債務 

当社が使用する業務用ソフトウ

ェアの開発委託契約に関連し、ソフ

トウェアの開発委託先から平成16

年３月９日付けで151,147千円の損

害賠償請求訴訟が提起され、現在係

争中であります。 

 当社はこれに対し、何ら根拠なき

ものとして請求棄却を求めるとと

もに、開発委託先に対し、債務不履

行による損害賠償の支払いを求め、

平成16年５月26日付けで反訴を提

起いたしました。 

 

３．  

            

 

３．偶発債務 

 平成16年３月９日付けのソフト

ウェア開発委託先からの損害賠償

請求の提訴及び平成16年５月26日

付けの当社からの反訴については、

平成19年６月15日付けで相手側と

和解が成立し、解決いたしました。

 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

１．減価償却実施額 

   有形固定資産      4,923千円 

   無形固定資産       979千円 

１．減価償却実施額 

   有形固定資産       4,589千円 

   無形固定資産      2,499千円 

１．減価償却実施額 

   有形固定資産     23,075千円 

   無形固定資産      7,417千円 

   

 
 
 
（株主資本等変動計算書関係） 
前第１四半期会計期間（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 18 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    当第１四半期会計期間末までに取得または保有している自己株式はありません。 
 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年７月 1日 至 平成 19 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    当第１四半期会計期間末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 19 年６月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    当事業年度末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 



 
 

41

（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び第１四半

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第１四半

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） 

第１四

半期末

残高相

当額 

（千円） 

工具器

具備品 
85,863 62,528 23,335 

ソフト

ウェア 
3,664 425 3,238 

合計 89,528 62,953 26,574 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第１四

半期末

残高相

当額 

（千円）

工具器

具備品 
32,400 25,241 7,159

ソフト

ウェア 
3,664 1,155 2,509

合計 36,065 26,396 9,668

  

 

 

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

具備品 
85,863 76,219 9,644

ソフト

ウェア 
3,664 973 2,691

合計 89,528 77,192 12,335

  

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

   

１年内 17,758千円

１年超 9,868千円

合計 27,627千円
   

１年内 6,617千円

１年超 3,251千円

合計 9,868千円
   

１年内 8,204千円

１年超 4,434千円

合計 12,639千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 
 

支払リース料 5,118千円 

減価償却費相当額 4,746千円 

支払利息相当額 200千円 
  

 
支払リース料 2,818千円 

減価償却費相当額 2,667千円 

支払利息相当額 48千円 
  

 
支払リース料 17,534千円 

減価償却費相当額 16,315千円 

支払利息相当額 490千円 
  

(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） 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 18 年９月 30 日） 

   子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。 
 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年７月 1日 至 平成 19 年９月 30 日） 

   子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 19 年６月 30 日） 

   子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 

41,081.60円 
 
１株当たり第１四半期純利益金額 

1,733.27円 
 
潜在株式調整後１株当たり第１四半期 
純利益 

1,731.13円 
 
 

 
１株当たり純資産額 

46,168.53円 
 
１株当たり第１四半期純利益金額 

1,840.02円 
 
潜在株式調整後１株当たり第１四半期
純利益 

1,840.02円 
 
 

 
１株当たり純資産額 

45,350.09円 
 
１株当たり当期純利益金額 

6,254.33円 
 
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

6,249.72円 

 
 

当社は、平成18年１月18日をもって普

通株式１株を３株に分割いたしました。 

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前第１四半期会計

期間における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりであります。 

前第１四半期会計期間 

１株当たり純資産額 

38,063.18円 

１株当たり第１四半期純利益金額 

1,236.06円 

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期純利益 

1,205.59円 
 

  

   

（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額、潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。 

 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成19年６月30日） 

第１四半期（当期）純利益（千円） 51,798 55,062 187,010 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益 

（千円） 
51,798 55,062 187,010 

期中平均株式数（株） 29,885 29,925 29,901 

普通株式増加数（株） 37 ― 22 

（うち新株予約権） （37） （―） （22） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成17年９月28日定時株主

総会において決議された新株

予約権846個（普通株式846株）

平成17年９月28日定時株主

総会において決議された新株

予約権786個（普通株式786株） 

 平成17年９月28日定時株主

総会において決議された新株

予約権795個（普通株式795株）
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

             

 

 

自己株式の取得 

 当社は平成19年10月22日開催の取締

役会において、会社法第165条第２項の

規定による定款の定めに基づく自己株

式の取得について以下のように決議い

たしました。 

 

（1）取得の理由 

 経営環境の変化に対応した機動

的な資本政策を行うため、自己株

式を取得するものであります。 

 

（2）取得日 

 平成19年10月22日から平成20年

１月31日まで 

 

（3）取得する株式の種類及び株数 

普通株式 280株（上限） 

 

（4）取得価額の総額 

56,000千円（上限） 

 

             

 
 


