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（百万円未満切捨て） 
１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
1,003   △7.6 
1,085  △10.9 

    百万円  ％ 
△18    － 
30    － 

百万円  ％ 
0  △97.9 
46    － 

百万円  ％ 
39    △6.0 
41     － 

19年３月期 2,609    △4.7 167     －   208     － 254      － 
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）

純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭 
972.51 

1,034.59 

円 銭 
 － 
 －    

19年３月期 6,286.88  － 
(参考) 持分法投資損失   19年９月中間期  13百万円   18年９月中間期  0百万円   19年３月期  3百万円         
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
4,028 
3,886 

百万円 
3,564 
3,345 

％ 
88.1 
85.9 

円 銭 
87,708.86 
82,484.65 

19年３月期    4,274 3,561      83.1  87,716.91 
(参考) 自己資本 19年９月中間期  3,550百万円   18年９月中間期 3,338百万円   19年３月期 3,550百万円 
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
41 

472 

百万円 
181 

△188 

百万円 
△253 
△126 

百万円 
1,552 
2,045 

19年３月期  341     △488    △157    1,582 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金  

(基準日) 第 １ 
四半期末 中間期末 第 ３ 

四半期末 期 末 年 間 

19年３月期  
－ 

 円 銭 
－ 

円 銭 
－ 

  円 銭
1,000.00 

円 銭 
1,000.00 

20年３月期（実績）  
－ 

  
－ 

  

 

20年３月期（予想）    
－ 

    
1,000.00 

 
 

1,000.00  

 

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

（％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通  期  2,900   11.1   180    7.7   210    0.6   190 △25.3 4,693.79 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）    無 
  
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更          有 
② ①以外の変更                 有 

  （注）詳細は、14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」及び16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」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 40,479株    18年９月中間期 40,479株    19年３月期 40,479株 

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

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．19年９月中間期の個別業績（平成19月４月１日～平成19月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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
918  △13.3 

1,059  △12.1 

百万円  ％ 
17  △60.6 
44    － 

百万円  ％ 
50  △18.4  
61    －  

百万円  ％ 
 97    68.7  

57    －  
19年３月期    2,496       －  177     －  222    －  272     －  

 
                         
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭 
2,401.48 
1,423.61 

19年３月期 6,739.34 
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
4,063 
3,896 

百万円 
3,637 
3,366 

％ 
89.5 
86.4 

円 銭 
89,872.58 
83,155.97 

19年３月期      4,278 3,580    83.7   88,451.66 
(参考) 自己資本 19年９月中間期 3,637百万円  18年９月中間期 3,366百万円  19年３月期 3,580百万円 
 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 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  2,700   8.2    180   1.5   220  △1.3  200  △26.7  4,940.83 

 

 
※上記の予想は、現時点で把握可能な情報及びデータに基づき作成したものであり、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。なお、上記予想に関する事項につきましては、添付資料 
   の３ページをご参照下さい。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間の業績は、 

売上高   1,003,602 千円（前年同期比 7.6％減） 

営業損失     18,594 千円（前年同期実績：利益 30,151 千円） 

経常利益        957 千円（前年同期比 97.9％減） 

中間純利益    39,366 千円（前年同期比 6.0％減） 

となりました。 

当中間連結会計期間において特記すべき事項は、以下のとおりであります。 

l 当期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善などに支えられ、景

気は堅調に推移しました。また、情報サービス産業では、金融機関における基幹系システムをはじめとする

大規模システム更新など、需要拡大が続きました。一方、納期、品質及びコストなど情報化投資に対する顧

客の要求水準は高まっており、提案内容の高度化と併せて、厳しい顧客ニーズへの対応が求められました。 

l このような経営環境のもとで、当社は、重点顧客にフォーカスした開発組織体制に変更し、顧客ニーズへの

きめ細かい対応及びノウハウ蓄積により、提案内容の充実及び生産性の向上に取り組みました。また、持続

的な成長に向けて、人材の育成・強化、人事制度の改善、内部統制強化なども引き続き推進しました。 

l 顧客からの早期開発に対するニーズに応えるため、生産性が高く短期開発に適したプログラム言語である

Ruby に着目し、汎用性の高い Java と Ruby を組み合わせたソリューションの提供を開始し、既に複数のシス

テム開発案件に着手しました。これらの開発実績に基づき開発標準の整備も行っており、より付加価値の高

いソリューションの提供が可能となりました。 

l 売上高は減収となりましたが、継続顧客を中心に個々の案件にて安定した粗利率を確保したほか、前期設立

した㈱シフト・セブン コンサルティングが収益に寄与し始めたこと及び粗利率の高いプロダクト・サービ

ス（自社製品販売）の売上高が増加したことから、売上総利益率が前年同期比 10.3 ポイント改善し 35.2％

となり、売上総利益は 353,405 千円（前年同期比 30.7％増）となりました。 

l 採用費及び人件費などの先行投資的な支出が増加し、販売費及び一般管理費が 372,000 千円（前年同期比

54.9%増）となったため、営業利益は減収となりました。 

l 事業上の相乗効果の少なくなった株式の売却を進め、投資有価証券売却益 113,636 千円を計上しました。 

 
サービス種類別の売上、構成比の推移は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
 売上高 

（千円） 
構成比 
（％） 

売上高 
（千円） 

構成比 
（％） 

増減（千円、％） 

プロフェッショナル・サービス 911,547 84.0 849,726 84.7 △64,821 △6.8 
プロダクト・サービス       
自社製品販売 72,321 6.7 94,141 9.4 21,820 30.2 
他社製品販売 91,809 8.4 50,062 5.0 △41,747 △45.5 

その他 9,900 0.9 9,671 0.9 △229 △2.3 
合計 1,085,579 100.0 1,003,602 100.0 △84,977 △7.6 

 
② 通期の見通し 

金融機関を中心に情報化投資は前期から引き続き高い水準にあり、旺盛な需要に対してエンジニア等の人手不足が顕

在化している一方で、顧客企業の情報化投資に対する納期や価格に対する要求は厳しく、需給逼迫を理由とする価格の

引上げは困難な状況が続くと見込まれます。業績向上のためには、より付加価値の高いソリューションやサービスを

提供していくと共に、より効率的な経営を推進していくことがこれまで以上に重要であると考えております。 

当中間連結会計期間の業績は順調に推移しておりますが、受託システム開発案件の納品・検収が年度末に集中し

ており、未だ不確定な要素を含んでいるため、平成19年5月17 日に発表した通期業績予想は変更しておりません。 

平成 20 年 3 月期の業績予想は、以下のとおりです。 

（連結） 

売上高  2,900 百万円（前期比 11.1％増） 

営業利益    180 百万円（前期比 7.7％増） 

経常利益    210 百万円（前期比 0.6％増） 

当期純利益     190 百万円（前期比 25.3％減） 
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（単体） 

売上高  2,700 百万円（前期比 8.2％増） 

営業利益    180 百万円（前期比 1.5％増） 

経常利益    220 百万円（前期比 1.3％減） 

当期純利益     200 百万円（前期比 26.7％減） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①  資産、負債及び純資産の状況 

1） 資産 

 当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末 4,274,627 千円から 246,589 千円減少し 4,028,038 千円

となりました。主な要因としては、現金及び預金及びたな卸資産がそれぞれ 172,278 千円、406,465 千円増加した

一方で、有価証券及び投資有価証券がそれぞれ 202,847 千円、131,411 千円減少したことによるものです。 

2） 負債 

当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末 712,834 千円から 249,459 千円減少し 463,375 千円とな

りました。主な要因としては、借入金の減少 214,550 千円によるものです。 

3） 純資産 

当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末 3,561,793 千円から 2,870 千円増加し 3,564,663 千円とな

りました。 

 

② 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、税金等調整前中間純利益及び売

上債権の減少による収入がある一方で、たな卸資産の増加及び借入金の減少による支出があり、全体では前連結会

計年度末に比べ 30,569 千円減少し、1,552,303 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、41,192 千円（前年同期実績：収入472,388 千円）となりました。これは主に、

税金等調整前中間純利益 107,204 千円及び売上債権の減少 516,431 千円等による収入が、たな卸資産の増加

406,464 千円による支出を上回ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、181,704 千円（前年同期実績：支出188,345 千円）となりました。これは主に、

投資有価証券の売却及び償還による収入 356,802 千円等が、投資有価証券の取得 125,950 千円等による支出を上ま

ったこと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） 

財務活動の結果使用した資金は、253,466 千円（前年同期実績：支出126,200 千円）となりました。これは主に、

長期借入金の返済による支出 234,550 千円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標の推移 

 平成 17 年 
9 月中間期 

平成 18 年 
3 月期 

平成 18 年 
9 月期中間 

平成 19 年 
3 月期 

平成 20 年 
9 月中間期 

自己資本比率 78.1％ 80.9％ 85.9％ 83.1％ 88.1％ 
時価ベースの自己資本比率 117.9％ 110.4％ 63.0％ 75.8％ 50.9％ 
債務償還年数 － 1.1 年 0.6 年 0.7 年 0.5 年 
インタレスト･カバレッジ･レシオ － 43.3 倍 140.5 倍 63.6 倍 39.1 倍 

※自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ･フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ：営業キャッシュ･フロー/支払利息 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には、様々

なリスクや、不確実性を内包しており、経済環境等の変化等により、実際の業績はこれらの見通しから異なる

結果となる可能性があります。 
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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。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。 

3. 営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを使用

しております。 

4. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。 

5. 支払利息は、連結キャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

6. 平成 17 年 9 月中間期については、営業キャッシュ･フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタ

レスト･カバレッジ･レシオを、記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付けております。利益配分につきましては、企業体質の強

化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を行うことを基本方針としており

ます。 

当期におきましては、平成 19 年 3 月期決算短信（平成 19 年 5 月 17 日開示）にて開示いたしましたとおり、当

期末日（平成20 年 3 月 31 日）を基準日として、前期と同様、１株当たり 1,000 円の配当を実施する予定でありま

す。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクに以下のようなものがあります。

尚、本文における将来に関する事項は、本資料提出日現在において当社が判断したものであります。 

① 経営成績の変動について 

経済情勢の変化等による情報システム投資の動向、競合状況、大型システム開発案件の存否及び個別プロジェク

トの進捗状況・採算性等により経営成績が変動する可能性があります。また、当社は受託システム開発プロジェク

トについて、検収基準により売上計上しておりますが、システム開発プロジェクトの完成・納品・検収が年度末で

ある３月に向かって増加する傾向にあり、四半期・半期毎の経営成績が変動いたします。 

② 不採算プロジェクトの発生について 

当社は、情報システムの受託開発業務において、デザイン・レビュー及びプロジェクト監査の強化とプロジェク

ト・マネージメントの徹底により、不採算プロジェクトの発生の未然防止に努めておりますが、複雑化・短納期化

するシステムの開発においては、品質向上・納品スケジュール確保のために追加工数・コストが発生し、業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

③ 人材の確保及び育成について 

当社グループの事業継続及び拡大におきましては、Java 関連技術、業務及びプロジェクト・マネージメント等

に関する知識及びノウハウを有する専門性のある人材（エンジニア及びコンサルタント等）の確保が不可欠であり

ます。当社では、積極的に優秀な人材の採用等を進めると共に、評価・報酬制度の充実や教育研修制度等の拡充・

強化により、役職員の意識向上、組織の活性化及び優秀な人材の育成・定着を図る方針であります。しかしながら、

人材の確保及び育成が計画通りに進まない場合には、当社グループの業務及び事業運営に支障を来たす可能性があ

ります。 

④ 個人情報等の情報漏洩について 

当社は、お客様の情報システムの開発・運用等をしていることから、顧客が保有する個人情報等の機密情報を受

領する場合があります。当該機密情報が、漏洩した場合には、顧客等からの損害賠償請求、当社の信用失墜等によ

り、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。これらを回避するため、当社は情報セキュリティの担当役員を置き、

社内ルールの制定等の体制の整備・運用、情報管理に関する教育啓蒙等の活動を行っております。 
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2. 企業集団の状況 

当社グループは、当社及び子会社３社及び関連会社３社から構成されており、当社は、大規模情報システム構築のため

の企業向け Java 技術である J2EE（Java2 Enterprise Edition）に特化した、情報サービスを提供しております。当社の

事業は、当社創業以来の Java 特化戦略により蓄積してきたソフトウェア・コンポーネントに係る技術及びノウハウを

cBank（コンポーネント・バンク）として体系化し、コンポーネント・ベースで情報システムを構築することにより、情

報システムの開発及び維持・メンテナンスの生産性を向上させることに特徴があります。 

当社グループの事業内容と事業の系統図は以下のとおりであります。 

（事業内容） 

区分 主な業務内容 会社名 

プロフェッショナル・サービス 
・ システム開発 
・ コンサルティング・サービス 

プロダクト・サービス 
・ 自社製品販売 
・ 他社製品販売 

当社 
㈱イーシー・ワン バリテック 
㈱シフト・セブン コンサルティング 
SOA コラボレーション有限責任事業組合 

その他  
㈱インベストメント・ワン 
Ubiquitous International Holding, Ltd. 
コモンズ・メディア㈱ 

 

（事業系統図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 連結子会社：          持分法適用関連会社：         

※2 SOA コラボレーション有限責任事業組合は、現在清算手続中のため、記載を省略しております。 

 

㈱インベストメント･ワン 

（コンサルティング・サービス） 

㈱イーシー・ワン バリテック 

（システム開発） 

コモンズ・メディア㈱ 

（メディアの運用） 

Ubiquitous International Holding, 

Ltd. 

（RFID ソリューションの提供） 

当
社
（
㈱
イ
ー
シ
ー
・
ワ
ン
） 

お
客
様 

㈱シフト・セブン コンサルティング 

 （コンサルティング・サービス） 
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３. 経営方針 

（1）会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標、（3）中長期的な会社の経営戦略、（4）会社の対処すべき課題 

平成 19 年 3 月期決算短信（平成 19 年 5 月 17 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.ec-one.com/ 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（JDS 検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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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   1,244,765   752,293   580,015  

２．売掛金   378,648   484,758   1,001,190  

３. 有価証券   1,001,156   800,010   1,002,857  

４．たな卸資産   217,550   475,060   68,595  

５．繰延税金資産   34,003   68,004   72,187  

６．その他   64,487   42,889   41,218  

   貸倒引当金   △410   △571   △1,072  

流動資産合計   2,940,201 75.7  2,622,443 65.1  2,764,991 64.7 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  33,028   37,244   33,239   

減価償却累計額  12,565 20,462  15,748 21,495  14,343 18,895  

(2）器具備品  47,931   51,633   43,221   

減価償却累計額  35,147 12,784  33,360 18,272  29,379 13,832  

有形固定資産合計   33,247   39,768   32,727  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   12,338   42,434   40,837  

(2）電話加入権   1,473   1,473   1,473  

無形固定資産合計   13,811   43,907   42,310  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   633,977   869,326   1,000,737  

(2）敷金保証金   70,527   77,303   77,293  

(3) 長期性預金   100,000   100,000   100,000  

(4）長期未収入金   630   630   630  

(5) 繰延税金資産   －   167   101  

(6）その他   94,608   275,120   256,464  

貸倒引当金   △630   △630   △630  

投資その他の資産合 
計 

  899,114   1,321,917   1,434,596  

固定資産合計   946,173 24.3  1,405,594 34.9  1,509,635 35.3 

資産合計   3,886,374 100.0  4,028,038 100.0  4,274,627 100.0 
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前中間連結会計期間末 

 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   65,222   120,184   173,782  

２．１年以内返済予定の
長期借入金   267,200   6,600   234,000  

３．未払金   13,359   23,156   32,409  

４．未払費用   47,213   47,761   77,758  

５．未払法人税等   7,517   56,873   13,000  

６．賞与引当金   48,822   59,910   79,572  

７．その他   87,724   132,696   99,506  

流動負債合計   537,060 13.8  447,182 11.1  710,031 16.6 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   －   12,850   －  

２．繰延税金負債   3,359   3,342   2,802  

固定負債合計   3,359 0.1  16,192 0.4  2,802 0.1 

負債合計   540,419 13.9  463,375 11.5  712,834 16.7 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   1,641,158 42.2  1,641,158 40.7  1,641,158 38.4 

２. 資本剰余金   1,701,531 43.8  1,701,531 42.2  1,701,531 39.8 

３．利益剰余金    △8,690 △0.2  202,804 5.1  203,917 4.7 

株主資本合計   3,333,999 85.8  3,545,494 88.0  3,546,607 82.9 

Ⅱ 評価・換算差額等           

1. その他有価証券評価
差額金 

  4,896 0.1  4,872 0.1  4,085 0.1 

評価・換算差額等合計   4,896 0.1  4,872 0.1  4,085 0.1 

Ⅲ 少数株主持分   7,059 0.2  14,296 0.4  11,100 0.3 

純資産合計   3,345,955 86.1  3,564,663 88.5  3,561,793 83.3 

負債純資産合計   3,886,374 100.0  4,028,038 100.0  4,274,627 100.0 
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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   1,085,579 100.0  1,003,602 100.0  2,609,719 100.0 

Ⅱ 売上原価   815,261 75.1  650,196 64.8  1,944,756 74.5 

売上総利益   270,318 24.9  353,405 35.2  664,963 25.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  240,166 22.1  372,000 37.1  497,810 19.1 

営業利益又は営業損
失（△） 

  30,151 2.8  △18,594 △1.9  167,152 6.4 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  16,921   1,084   4,218   

２．有価証券利息  －   22,921   30,787   

３．受取配当金  750   6,269   11,543   

４．保険配当金  1,883   644   1,883   

５．その他  1,700 21,255 1.9 3,738 34,656 3.5 3,326 51,758 2.0 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  3,259   1,685   5,251   

２．持分法投資損失  762   13,418   3,049   

 ３. 繰延資産償却  882   －   1,371   

４．為替差損  19   0   45   

５．その他  460 5,383 0.5 － 15,104 1.5 460 10,177 0.4 

経常利益   46,023 4.2  957 0.1  208,733 8.0 

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売却益  －   113,636   29,700   

２．出資金運用益  246 246 0.0 － 113,636 11.3 117 29,817 1.1 

Ⅶ 特別損失           

１. 持分変動損  －   －   273   

２. 関係会社清算損失  －   2,473   －   

３. 出資金運用損  －   1,989   －   

４．固定資産除却損等 ※２ 2,843   2,925   7,029   

５．厚生年金基金脱退特 
別掛金 

 － 2,843 0.2 － 7,388 0.7 6,178 13,480 0.5 

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  43,425 4.0  107,204 10.7  225,070 8.6 

法人税、住民税及び
事業税 

 1,487   61,359   7,093   

法人税等調整額  － 1,487 0.1 4,117 65,477 6.5 △38,286 △31,193 △1.3 

少数株主利益   59 0.0  2,361 0.3  1,776 0.1 

中間（当期）純利益   41,879 3.9  39,366 3.9  254,486 9.8 
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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 
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３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 △50,569 3,292,120 － － 3,292,120 

中間連結会計期間中の変動額        

中間純利益   41,879 41,879   41,879 

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）     4,896 7,059 11,955 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － 41,879 41,879 4,896 7,059 53,834 

平成18年９月30日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 △8,690 3,333,999 4,896 7,059 3,345,955 

      
 

 

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 
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19年３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 203,917 3,546,607 4,085 11,100 3,561,793 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当   △40,479 △40,479   △40,479 

中間純利益   39,366 39,366   39,366 

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）     786 3,196 3,982 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） － － △1,112 △1,112 786 3,196 2,870 

平成19年９月30日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 202,804 3,545,494 4,872 14,296 3,564,663 

      
 

 

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３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 △50,569 3,292,120 － － 3,292,120 

連結会計年度中の変動額        

当期純利益   254,486 254,486   254,486 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）     4,085 11,100 15,185 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） － － 254,486 254,486 4,085 11,100 269,672 

平成19年３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 203,917 3,546,607 4,085 11,100 3,561,793 
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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  43,425 107,204 225,070 

減価償却費  6,322 10,718 13,432 

貸倒引当金の増減額（減少△）  △440 △500 222 

賞与引当金の増減額（減少△）  48,822 △19,661 79,572 

受取利息及び受取配当金  △17,671 △30,274 △46,549 

支払利息  3,259 1,685 5,251 

為替差損益（差益△）  19 － △2 

持分法投資損失  762 13,418 3,049 

投資有価証券売却益  － △113,636 △29,700 

関係会社清算損失  － 2,473 － 

出資金運用損益（運用益△）  △246 1,989 △117 

固定資産除却損  1,225 2,925 7,029 

売上債権の増減額（増加△）  496,418 516,431 △126,122 

たな卸資産の増減額（増加△）  7,726 △406,464 156,682 

仕入債務の減少額  △132,244 △53,598 △23,684 

未払金の増減額（減少△）  3,802 △3,606 8,509 

未払費用の減少額  △63,082 △29,979 △32,527 

前受金の増加額  14,035 44,165 10,976 

未払消費税等の増減額（減少△）  14,107 △23,924 27,145 

その他  33,653 2,787 34,267 

小計  459,897 22,153 312,504 

利息及び配当金の受取額  18,324 36,973 37,808 

利息の支払額  △3,361 △1,052 △5,362 

法人税等の支払額  △2,471 △16,880 △3,934 

営業活動によるキャッシュ・フロー  472,388 41,192 341,016 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入   －  －  200,000 

有形固定資産の取得による支出  △7,121 △6,832 △11,853 

無形固定資産の取得による支出  － △21,095 △18,226 

投資有価証券の売却及び償還による収入  － 356,802 379,200 

投資有価証券の取得による支出  △213,504 △125,950 △933,604 

出資による支出  － － △120,000 

保険積立金の増加額  － △21,208 △43,962 

保険積立金の減少額  34,658 － 34,658 

敷金保証金の減少による収入  － － 34,075 

その他  △2,377 △10 △9,143 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △188,345 181,704 △488,856 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入れによる収入  － 20,000 － 

長期借入れの返済による支出  △133,200 △234,550 △166,400 

少数株主に対する株式の発行による収入  7,000 － 9,050 

配当金の支払額  － △38,916 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △126,200 △253,466 △157,350 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  17 － 2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少△）  157,860 △30,569 △305,187 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,888,060 1,582,873 1,888,060 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  2,045,921 1,552,303 1,582,873 
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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） 

連結子会社の数   ２社 連結子会社の数   ３社 連結子会社の数   ３社 １．連結の範囲に関する事

項 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 ㈱インベストメント・ワン 

㈱シフト・セブンコンサルティ

ング 

 ㈱シフト・セブンコンサル

ティングについては、当中間連

結会計期間において新たに設立

したため、連結の範囲に含めて

おります。 

㈱インベストメント・ワン 

㈱イーシー・ワンバリテック 

 ㈱シフト・セブンコンサルティ

ング 

 

㈱インベストメント・ワン 

㈱イーシー・ワンバリテック 

 ㈱シフト・セブンコンサルティ

ング 

㈱イーシー・ワンバリテック及

びシフト・セブンコンサルティン

グについては、当連結会計年度に

おいて新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する

事項 

イ．持分法適用の非連結子会社数 

  － 

イ．持分法適用の非連結子会社数 

  － 

イ．持分法適用の非連結子会社数 

－ 

 ロ．持分法適用の関連会社数 

 ３社 

会社名 

コモンズ・メディア㈱ 

Ubiquitous International 

Holding Ltd. 

SOAコラボレーション有限責任

事業組合 

 コモンズ・メディア㈱及び

Ubiquitous International 

Holding Ltd.については、当

中間連結会計期間において新

たに出資したため、持分法の

適用範囲に含めております。 

 SOAコラボレーション有限責

任事業組合については、当中

間連結会計期間より「有限責

任事業組合及び合同会社に対

する出資者の会計処理に関す

る実務上の取扱い」の適用に

より、持分法の適用範囲に含

めております。 

ロ．持分法適用の関連会社数 

 ３社 

会社名 

コモンズ・メディア㈱ 

Ubiquitous International 

Holding Ltd. 

SOAコラボレーション有限責任

事業組合 

  

ロ．持分法適用の関連会社数 

３社 

会社名 

コモンズ・メディア㈱ 

Ubiquitous International 

Holding Ltd. 

SOAコラボレーション有限責任

事業組合 

 コモンズ・メディア㈱及び

Ubiquitous International 

Holding Ltd.については、当

連結会計年度において新たに

出資したため、持分法の適用

範囲に含めております。 

 SOAコラボレーション有限責 

任事業組合については、当連

結会計年度より「有限責任事

業組合及び合同会社に対する

出資者の会計処理に関する実

務上の取扱い」の適用により

持分法の適用範囲に含めてお

ります。    

 ハ．持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社の名称 

ハ．持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社の名称 

ハ．持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社の名称 

 該当事項はありません。 該当事項はありません。  該当事項はありません。 

 ニ．他の会社の議決権の100分の

20以上、100分の50以下を自

己の計算において所有してい

るにもかかわらず関連会社と

しなかった当該他の会社の名

称 

ニ．他の会社の議決権の100分の

20以上、100分の50以下を自

己の計算において所有してい

るにもかかわらず関連会社と

しなかった当該他の会社の名

称 

ニ．他の会社の議決権の100分の

20以上、100分の50以下を自

己の計算において所有してい

るにもかかわらず関連会社と

しなかった当該他の会社の名

称 

 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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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 

すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

 すべての連結子会社の中間期

の末日は、中間連結決算日と一

致しております。 

すべての連結子会社の事業年

度の末日は、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 

   

イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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（評価差額は部

分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） 

なお、組込デリバティブを

区分して測定することが出来

ない複合金融商品は、複合金

融商品全体を時価評価し、評

価差額を当中間連結会計期間

の損益に計上しております。 

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） 

 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は部分純

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） 

なお、組込デリバティブを

区分して測定することが出来

ない複合金融商品は、複合金

融商品全体を時価評価し、評

価差額を当連結会計年度の損

益に計上しております。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

 商品 ――――――― 商品 

  移動平均法による原価法     移動平均法による原価法 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の 

減価償却の方法 定率法 

なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物     8～18年 

器具備品   4～10年 

    同左 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

   当社及び連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年

４月1日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。   

同左 

 ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 ロ．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）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 
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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) 重要な引当金の計上 

基準 

 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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当中間連結会計期間負担額

を計上しております。 

（追加情報） 

従来、従業員に対して支給する賞

与については、「未払費用」（前

中間連結会計期間末42,488千円）

に含めて計上しておりましたが、

給与制度を変更したため、当中間

連結会計期間より、賞与引当金と

して計上する方法に変更しており

ます。 

賞与引当金 

      同左 

 

 

 

――――――― 

 

 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度負担額を計

上しております。 

（追加情報） 

従来、従業員に対して支給する賞

与については、「未払費用」（前

連結会計年度末53,622千円）に含

めて計上しておりましたが、給与

制度を変更したため、当連結会計

期間より、賞与引当金として計上

する方法に変更しております。      

(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。 

同左 同左 

消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 (5) その他中間連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項 

 税抜方式によっております。 同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用方針」（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3,338,896千円であります。 

 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。 

 (有価証券の評価方法の変更)  

その他有価証券の評価差額については、

従来、部分純資産直入法により処理してお

りましたが、当中間連結会計期間より全部

純資産直入法による処理に変更いたしまし

た。 

   この変更は、従来、キャピタルゲインの

獲得を目的としたその他有価証券が多く、

売却を前提としていたため、キャピタルロ

スの発生に備え保守的な方法を採用してい

ましたが、現在は、事業上の関係を強化す

る目的で保有しているその他有価証券が主

であるため、より中長期的に保有する有価

証券の評価に適した原則的な方法に変更す

るために行ったものであります。 

   この変更により、従来の方法によった場

合に比べ、経常利益及び税金等調整前中間

純利益がそれぞれ7,765千円、9,860千円多

く計上されております。 

（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

会計基準等の適用方針」（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3,550,692千円であります。 

 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

諸表の改正に伴い、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 
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注記事項 

（中間連結損益計算書関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※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。 

※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 38,478千円

従業員給料 55,290 

賞与引当金繰入額 6,318 
  

 
役員報酬 49,999千円

従業員給料 74,831 

賞与引当金繰入額 9,908 

採用費 57,061 
  

 
役員報酬 84,428千円

従業員給料 109,214 

賞与引当金繰入額 15,583 

採用費 55,754 
  

※２ 固定資産除却損等の内訳は、建物附

属設備除却損101千円、器具備品除却損

1,124千円及び事務所一部返却に伴う撤

去、原状回復費用1,618千円でありま

す。 

※２ 固定資産除却損等の内訳は、ソフト

ウェア除却損2,925千円であります。 

※２ 固定資産除却損等の内訳は、建物付

属設備除却損101千円、器具備品除却損

2,456千円、ソフトウェア除却損879千

円及び事務所一部返却に伴う撤去、原

状回復費用1,618千円及びリース物件解

約料1,974千円であります。 

 
（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

 

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 40,479 － － 40,479 

合計 40,479 － － 40,479 

 
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 40,479 － － 40,479 

合計 40,479 － － 40,479 

 
 

２．配当に関する事項 

（1）配当支払額 

  
株式の種類 
 

 
配当原資 

配当金の 
総額 
(千円) 

1株当たり 
配当額 
 (円) 

 
      基準日 

 
  効力発生日 

平成19年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金  40,479  1,000 平成19年3月31日 平成19年6月28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に関する事項 

 

 

前連結会計年度末株式

数（株） 

当連結会計期間増加株

式数（株） 

当連結会計期間減少株

式数（株） 

当連結会計年度末株式

数（株） 

発行済株式     

普通株式 40,479 － － 40,479 

合計 40,479 － － 40,479 

 
 

２．配当に関する事項 

（1）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 

   次の通り、決議を予定しております。 

  
株式の種類 
 

 
配当原資 

配当金の 
総額 
(千円) 

1株当たり 
配当額 
 (円) 

 
      基準日 

 
  効力発生日 

平成19年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金  40,479  1,000 平成19年3月31日 平成19年6月28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）
 

現金及び預金勘定 1,244,765千円

有価証券 1,001,156千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 

△200,000千円

現金及び現金同等物 2,045,921千円
  

 
現金及び預金勘定 752,293千円

有価証券 800,010千円

現金及び現金同等物 1,552,303千円
  

 
現金及び預金勘定 580,015千円

有価証券 1,002,857千円

現金及び現金同等物 1,582,873千円
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①セグメント情報 

１.事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、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） 

当社グループの事業区分は、情報サービスを提供する単一セグメントであり、当該事業以外に事業の種類がない

ため当該事項はありません。 

 

２.所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、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） 

本邦以外の国又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。 

 

 

（開示の省略） 

  「リース取引関係」、「有価証券関係」、「デリバティブ取引関係」、「ストック･オプション等関係」、「企 

業結合等関係」に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため 

開示を省略します。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

82,484円65銭 87,708円86銭 87,716円91銭 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益額 

1,034円59銭 972円51銭 6,286円88銭 

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、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。 

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、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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

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。 

 （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) 

1株当たり中間（当期）純利益金額    

中間(当期）純利益（千円） 41,879 39,366 254,486 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
         －                  －                  － 

普通株式に係る中間（当期）
純利益（千円） 

41,879 39,366 254,486 

期中平均株式数（株） 40,479 40,479 40,479 

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 

新株引受権１種類 

（新株引受権の数541株） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数206個） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数167個） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数190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   1,216,081   669,200   536,545  

２．売掛金   370,134   468,558   968,764  

３．有価証券   1,001,156   800,010   1,002,857  

４．商品   1,746   －   －  

５．仕掛品   215,804   499,816   68,595  

６．繰延税金資産   34,003   67,410   71,941  

７．その他 ※1  65,628   91,261   89,397  

貸倒引当金   △410   △520   △1,020  

流動資産合計   2,904,143 74.5  2,595,737 63.9  2,737,082 64.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物  33,028   37,244   33,239   

減価償却累計額  12,565 20,462  15,748 21,495  14,343 18,895  

(2)器具備品  47,931   51,431   43,009   

減価償却累計額  35,147 12,784  33,299 18,132  29,356 13,652  

有形固定資産合計   33,247   39,627   32,547  

２．無形固定資産           

(1)ソフトウェア   12,388   38,992   40,837  

(2)電話加入権   1,473   1,473   1,473  

無形固定資産合計   13,811   40,465   42,310  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   609,918   822,396   929,150  

(2)関係会社株式   69,800   119,800   109,800  

(3)敷金保証金   70,527   70,793   70,793  

(4)長期性預金   100,000   100,000   100,000  

(5)長期未収入金   630   630   630  

(6)その他   94,608   275,120   256,464  

貸倒引当金   △630   △630   △630  

投資その他の資産合計   944,854   1,388,109   1,466,208  

固定資産合計   991,913 25.5  1,468,203 36.1  1,451,067 36.0 

資産合計   3,896,057 100.0  4,063,940 100.0  4,278,150 100.0 
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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   65,222   133,503   183,340  

２．１年以内返済予定の
長期借入金   267,200   －   234,000  

３．未払金   8,425   15,426   26,509  

４．未払費用   45,125   40,588   71,661  

５．未払法人税等   7,255   52,363   10,334  

６．賞与引当金   48,822   55,846   76,662  

７．その他 ※1  84,576   124,917   92,404  

流動負債合計   526,627 13.5  422,645 10.4  694,912 16.2 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債   3,359   3,342   2,802  

固定負債合計   3,359 0.1  3,342 0.1  2,802 0.1 

負債合計   529,987 13.6  425,988 10.5  697,715 16.3 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   1,641,158 42.1  1,641,158 40.4  1,641,158 38.4 

２. 資本剰余金           

(1)資本準備金  1,701,531   1,701,531   1,701,531   

資本剰余金合計   1,701,531 43.7  1,701,531 41.9  1,701,531 39.8 

３．利益剰余金            

(1)特別償却準備金 
 
(2)繰越利益剰余金 
 

 
 

789 
 

17,695 
 

 
 

 
 

197 
 

290,192 
 

 
 

 
 

394 
 

232,265 
 

 
 

 
 

利益剰余金合計   18,484 0.5   290,390 7.1  233,659 5.4 

株主資本合計  3,361,173 86.3  3,633,079 89.4  3,576,349 83.6 

Ⅱ 評価・換算差額等  
 

        

１．その他有価証券評価
差額金   4,896   4,872   4,085  

評価・換算差額合計   4,896 0.1  4,872 0.1  4,085 0.1 

純資産合計   3,366,070 86.4  3,637,952 89.5  3,580,434 83.7 

負債純資産合計   3,896,057 100.0  4,063,940 100.0  4,278,150 100.0 
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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   1,059,218 100.0  918,294 100.0  2,496,297 100.0 

Ⅱ 売上原価   807,001 76.2  617,569 67.3  1,909,107 76.5 

売上総利益   252,216 23.8  300,724 32.7  587,189 23.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   207,914 19.6  283,290 30.8  409,813 16.4 

営業利益   44,302 4.2  17,433 1.9  177,376 7.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  21,131 2.0  34,529 3.8  51,173 2.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,739 0.4  1,612 0.2  5,766 0.2 

経常利益   61,694 5.8  50,350 5.5  222,793 8.9 

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  113,636 12.4  29,700 1.2 

Ⅶ 特別損失 ※４  2,843 0.2  5,399 0.6  13,207 0.5 

税引前中間(当期)純
利益 

  58,850 5.6  158,587 17.3  239,285 9.6 

法人税、住民税及び
事業税  1,224   56,846   4,422   

法人税等調整額  － 1,224 0.2 4,530 61,377 6.7 △37,938 △33,516 △1.3 

中間(当期)純利益   57,626 5.4  97,209 10.6  272,801 10.9 

           

 

 

（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 
評価・換算 
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 特別償却
準備金 別途積立金 

繰越利益 
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18年３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 1,183 140,000 △180,325 3,303,547 － 3,303,547 

中間会計期間中の変動額         

特別償却準備金の取り崩し(注）   △394  394 －  － 

別途積立金の取り崩し (注)    △140,000 140,000 －  － 

中間純利益     57,626 57,626  57,626 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）       4,896 4,896 

中間会計期間中の変動額合計(千円) － － △394 △140,000 198,020 57,626 4,896 62,522 

平成18年９月30日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 789 － 17,695 3,361,173 4,896 3,366,070 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

 

 

 

 

 



 

 

㈱イーシー・ワン（2310）平成20年3月期 中間決算短信 

-  - 
 

 

24

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 
評価・換算 
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 特別償却 
準備金 別途積立金 

繰越利益 
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３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 394 － 233,265 3,576,349 4,085 3,580,434 

中間会計期間中の変動額         

特別償却準備金の取り崩し   △197  197 －  － 

剰余金の配当     △40,479 △40,479  △40,479 

中間純利益     97,209 97,209  97,209 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

      786 786 

中間会計期間中の変動額合計(千円) － － △197 － 56,927 56,730 786 57,517 

平成19年９月30日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 197 － 290,192 3,633,079 4,872 3,637,952 

 

 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

株主資本 
評価・換算 
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 特別償却 

準備金 別途積立金 
繰越利益 
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18年３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 1,183 140,000 △180,325 3,303,547 － 3,303,547 

事業年度中の変動額         

特別償却準備金の取り崩し(注）   △789  789 －  － 

別途積立金の取り崩し（注）    △140,000 140,000 －  － 

当期純利益     272,801 272,801  272,801 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）       4,085 4,085 

事業年度中の変動額合計（千円） － － △789 △140,000 413,590 272,801 4,085 276,887 

平成19年３月31日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 394 － 233,265 3,576,349 4,085 3,580,434 

（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。但し、特別償却準備金の取り崩しのうち、394千円については、

当期に係るものであります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法  子会社株式及び関連会社株式  子会社株式及び関連会社株式  子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券  その他有価証券  その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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

は部分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） 

 なお、組込デリバティブ

を区分して測定することが

出来ない複合金融商品は、

複合金融商品全体を時価評

価し、評価差額を当中間会

計期間の損益に計上してお

ります。 

    中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

に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） 

     

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は部

分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） 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定することが

出来ない複合金融商品は、

複合金融商品全体を時価評

価し、評価差額を当事業年

度の損益に計上しておりま

す。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2)たな卸資産 

 商品 ―――――― 商品 

  移動平均法による原価法     移動平均法による原価法 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物       8～18年 

器具備品     4～10年 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込み利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。 

 

同左 

 

 

 

 

 （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。 

 

(2)  無形固定資産 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

      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） 

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。 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

３．引当金の計上基準 

 

賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当中間会計期間負担額を計

上しております。 

（追加情報） 

従来、従業員に対して支給する賞

与については、「未払費用」（前

中間会計期間末42,488千円）に含

めて計上しておりましたが、給与

制度を変更したため、当中間会計

期間より、賞与引当金として計上

する方法に変更しております。 

 

賞与引当金 

      同左 

 

 

 

    ―――――― 

 

賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当事業年度負担額を計上し

ております。 

（追加情報） 

従来、従業員に対して支給する賞

与については、「未払費用」（前

事業年度末53,622千円）に含めて

計上しておりましたが、給与制度

を変更したため、当事業年度よ

り、賞与引当金として計上する方

法に変更しております。 

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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

 税抜方式によっております。 同左 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

会計基準等の適用方針」（企業会計基準摘

要指針第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3,366,070千円であります。 

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

諸表の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

規則により作成しております。 

 （有価証券の評価方法の変更) 

その他有価証券の評価差額については、  

従来、部分純資産直入法により処理して 

おりましたが、当中間会計期間より全部純

資産直入法による処理に変更いたしまし

た。 

この変更は、従来、キャピタルゲインの

獲得を目的としたその他有価証券が多く、

売却を前提としていたため、キャピタルロ

スの発生に備え保守的な方法を採用してい

ましたが、現在は、事業上の関係を強化す

る目的で保有しているその他有価証券が主

であるため、より中長期的に保有する有価

証券の評価に適した原則的な方法に変更す

るために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法によった場

合に比べ、経常利益及び税引前中間純利益

がそれぞれ7,765千円、9,860千円多く計上

されております。 

 （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

基準等の摘要指針」（企業会計基準摘要指

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3,580,434千円であります。 

  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、改正財務諸表等規則により作

成しております。 
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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．消費税等の取扱い ※１．消費税等の取扱い ※１．    ―――――― 

 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」に含めて表示して

おります。 

 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、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

 

   
 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息      16,916千円 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

   有価証券利息    22,921千円 

     受取配当金     6,269千円 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

    有価証券利息     30,787千円 

 受取配当金      11,543千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの     

支払利息      3,259千円 

  ※２．営業外費用のうち主要なもの 

     支払利息      1,612千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       5,251千円 

 

※３．   ―――――― 

 

  ※３．特別利益のうち主要なもの 

   投資有価証券売却益 113,636千円 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

    投資有価証券売却益  29,700千円 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損等  2,843千円 

 

  ※４．特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損等  2,925千円 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損等   7,029千円 

 

※５．減価償却実施額 

   有形固定資産    3,954千円 

   無形固定資産    2,368千円 

 

※５．減価償却実施額 

    有形固定資産    5,346千円 

無形固定資産    5,331千円 

 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産      8,575千円 

無形固定資産      4,835千円 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加株

式数（株） 

当中間会計期間減少株

式数（株） 

当中間会計期間末株式

数（株） 

普通株式 40,479 － － 40,479 

合計 40,479 － － 40,479 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加株

式数（株） 

当中間会計期間減少株

式数（株） 

当中間会計期間末株式

数（株） 

普通株式 40,479 － － 40,479 

合計 40,479 － － 40,479 
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式数

（株） 

当事業年度減少株式数

（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

普通株式 40,479 － － 40,479 

合計 40,479 － － 40,479 

 

 

（開示の省略） 

   「リース取引関係」、「有価証券関係」、「１株当たり情報」に関する注記事項については、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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6. 生産、受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

 当社グループの生産実績の内容は、システム開発、コンサルティングなど、ＩＴに関するサービス業務であ

り、現在のところ販売実績と一致しているため、「(3）販売実績」を参照してください。 

 

(2)受注状況 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、当中間連結会計期間の受注状況をサービスの種類別に示す

と、次のとおりであります。 

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） サービス種類別の名称 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

プロフェッショナル・サービス 1,913,766 191.5 1,678,907 206.8 

プロダクト・サービス     

 自社製品販売 84,558 111.3 24,455 98.4 

 他社製品販売 176,647 189.1 198,758 344.0 

その他 9,671 97.7 － － 

合計 2,184,643 185.3 1,902,120 212.6 

 （注）１．保守等の継続契約については１年以内に売上が計上されることが確実な受注のみを受注残高としており

ます。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3)販売実績 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、当中間連結会計期間の販売実績をサービスの種類別に示す

と、次のとおりであります。 

サービス種類別の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

プロフェッショナル・サービス 849,726 93.2 

プロダクト・サービス   

 自社製品販売 94,141 130.2 

 他社製品販売 50,062 54.5 

その他 9,671 97.7 

合計（千円） 1,003,602 92.4 

 （注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合は次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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

みずほ証券㈱ 162,650 15.0 278,700 27.8 

前田建設工業㈱ 167,819 15.5 134,828 13.4 

日本生活協同組合連合会 － － 110,290 11.0 

ニイウスＳＥ㈱ 195,873 18.0 － － 
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３．日本生活協同組合連合会は、当中間連結会計期間に主な相手先に該当することとなりました。なお、同

社に対する前中間連結会計期間の販売実績はありません。 

４．ニイウスＳＥ㈱は、当中間連結会計期間において主な相手先に該当しなくなっております。なお、同社

に対する当中間連結会計期間の販売実績は227千円（総販売実績に対する割合は0.02％）であります。 

 




