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（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 793 △5.4 △120 － △109 － △41 －

18年９月中間期 838 36.6 △17 － △6 － 36 －

19年３月期 1,954 － 72 － 94 － 202 －

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 △7 97 － －

18年９月中間期 6 91 － －

19年３月期 38 65 － －

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

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 2,534 2,221 87.6 424 10

18年９月中間期 2,445 2,133 87.2 407 34

19年３月期 2,598 2,318 89.2 442 66

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,221百万円 18年９月中間期 2,133百万円 19年３月期 2,318百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 198 36 △52 1,149

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 － － － －
(注)　当期より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、平成18年３月中間期及び平成19年３月期（通期）は記載

しておりません。

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期  －  －  － 10 00 10 00

20年３月期  －  －  －  －

20年３月期(予想)  －  －  － 7 50 7 50

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,150 10.0 36 △50.6 54 43.0 48 △76.3 9 16
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 5,404,592株 18年９月中間期 5,404,592株 19年３月期 5,404,592株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 167,048株 18年９月中間期 166,998株 19年３月期 166,998株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記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

 (当中間期の経営成績) 　（平成19年４月１日から平成19年９月30日）

　当中間会計期間は半導体関連の売上減少が響き、業績がよくなかったものの、その他の製品・サービス、特に売

上の大きな部分を占めるシステムインテグレーションとシステム・ソリューション(受託サービス)が好調であり、

期初予想を多少下回る業績に止まりました。実際納入の遅れなどにより売上計上できなかったこともあり、これら

は下期にずれ込んだのみで期初の予想(社内予算)は、変更はありません。

（品目別業績）

・通信

　通信ボード関係は昨年度に大型受注があり、売上に貢献しましたが、今期はそのリピート分に加え別客先から

の受注が開始されたこともあり、引き続き順調であります。この結果、売上高は、１億40百万円（対前年同期比

5.8％減少）となりました。

・インターネットプロトコル

　UPｎPは試作版ではありますが、納入が開始され今後の売上増加に期待がかけられます。KASAGOコア、オプショ

ンなどは、例年並の納入実績でありますが、その他の関連ソフトは納入(売上計上)が遅れているものもあります。

この結果、売上高は、93百万円（対前年同期比36.3%減少）となりました。

・リアルタイムOS

　他製品との関連で受注・納入が多少あるものの、中心的な製品とはなりえません。

この結果、売上高は、4百万円（対前年同期比53.6％減少）となりました。

・SI（カスタマイズ）

　SIの大型案件は、売上に寄与しております。しかし一方で半導体・液晶製造装置向け通信機能ソフトは一部投

資の減衰があり業績は振るいませんでした。とはいえ、納入(検収)による売上計上は遅滞なく行われ業績に寄与

しております。

　当上半期の受注の特徴としては、ハードウェア製品の開発受託とSIがあり、今後のビジネスモデルに新しい展

開が見えてまいりました。この結果、売上高は、2億29百万円（対前年同期比6.8％増加）となりました。

・システム・ソリューション（受託）

　大型案件があるものの、納入の遅れなど期ズレがあり、中間期で計上予定のものが第３四半期にずれこんでお

ります。防衛関連など高品質が要求される難易度の高い受注が増加し、利益率の向上に寄与しております。この

結果、売上高は、3億14百万円（対前年同期比16.0％増加）となりました。

　以上の結果、当中間会計期間の売上高は、7億93百万円（対前年同期比5.4％減少）となり、経常損失は1億9百

万円（前年同期は6百万円の経常損失）、中間純損失は41百万円（前年同期は36百万円の中間純損失）となりまし

た。 

 (当期の見通し) 　

　売上、経常利益の対予算(予測)実績は中間決算において、期ズレなどによる多少の差異(減少)はあるものの、通

期の予測としては修正の必要なしと考えておりますが、Treck社からの破産債権等の回収による特別利益の計上によ

り当期純利益の改善が見込まれております。 
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(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

　当中間会計期間末の資産につきまして、流動資産は19億8百万円（前年同期比1億17百万円増加）となりました。

これは主として現金及び預金が1億17百万円増加したことによるものです。固定資産は6億26百万円（前年同期比27

百万円減少）となりました。これは主として関係会社株式が25百万円減少したことによるものです。この結果、資

産合計は25億34百万円（前年同期比89百万円増加）となりました。

  負債につきまして、流動負債は2億35百万円（前年同期比26百万円増加）となりました。固定負債は78百万円（前

年同期比25百万円減少）となりました。これは主として社債が42百万円減少したことによるものです。この結果、

負債合計は3億13百万円（前年同期比1百万円増加）となりました。

  純資産合計につきましては22億21百万円となり、前中間会計期末の資本合計と比べ、87百万円の増加となりまし

た。これは主として利益剰余金が増加したことによるものです。

 キャッシュ・フロー等の状況について

　当中間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、税引前中間純損失52百万円、貸倒引

当金の減少56百万円、配当金の支払52百万円があったものの、売上債権の減少2億72百万円、破産債権等の回収によ

る収入56百万円等により1億83百万円増加し、当中間会計期間末の資金は、11億49百万円となりました。

　なお、当中間会計期間より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期比等につ

いては記載しておりません。

　また、当中間会計期間における各キャッシュ・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）

　当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は1億98百万円となりました。

　これは主に、税引前中間純損失52百万円、貸倒引当金の減少56百万円があったものの、売上債権の減少2億72百

万円等の要因によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、投資活動の結果得られた資金は36百万円となりました。

　これは主に、破産債権等の回収による収入56百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円等によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金は52百万円となりました。

　これは、配当金の支払52百万円によるものです。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　利益配分につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内

部留保資金を確保しつつ、安定した配当を行ってまいります。当社はソフトウェア製品の製造業でもあることから、

中長期的な経営体質の健全化が重要と考えております。すなわち内部留保金について新製品の開発投資、あるいは

シナジー効果を得られるアライアンスを進めるための資金として、積極的な活用を考えてまいります。また剰余金

の配当等の決定機関を取締役会の決議により定めることが可能ではありますが、現段階では業績の安定化、業容の

拡大と安定的な成長を重要な経営目標としております。このため配当金につきましては、製造業として投資と回収

が時期的に数年のずれのあるビジネスモデルをとっていることから、会社存続と株主への還元を旨とし、安定的な

配当を継続してまいります。　

(4）事業等のリスク

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

おります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要である

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

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

本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要

があります。
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(当社の事業内容について)

「通信」のリスク

　共同開発を行うなど当社は、業務提携やアライアンスを中心にして新技術の獲得を行っておりますが、この業務

提携やアライアンスが解消されるような事態になると新技術の獲得が困難になり、当社の業績に重要な影響を与え

る可能性があります。

「インターネットプロトコル」のリスク

「KASAGO TCP/IP(IPv4)」は、多くの顧客に採用いただいており、これをベースに「KASAGO IPv6」を販売しており

ます。当社としてはIPv6の機能充実のためのバージョンアップ、オプションソフトの開発などを行っておりますが、

市場投入が遅れた場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

「SI（カスタマイズ）」のリスク

　外注会社と良好な関係を図ることにより、人材を確保し、SIの収益性確保と安定的な受注を図って参りますが、

良好な関係が保てない場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

（ファブレス政策）

　当社は、自社でハードウェア設計を行いますが、製造工場を持たず、主に開発製造会社あるいは、新規外部開発製

造委託先を選択することにより、柔軟な設計、生産能力を持ち、過剰な部品在庫や生産設備を持つリスクを避けてお

ります。外部開発製造委託工場とは、業務委託契約を締結し、品質上の問題発生防止につとめております。また、開

発物は当社の資産であり、他の委託工場で継続生産ができる管理を行っております。

　特定外注先への依存度(外注実績)

　当中間会計期間の外注高は260百万円で、主要な外注先の外注金額の割合は以下の通りです。

 （単位：千円）

外注先名 外注品目又は外注工程名
外注金額

備考
第31期 比率(％)

ヤマキ電気㈱ 通信ボード 46,690 17.9

㈱ヒューストン 特注ハードウェア 31,584 12.1

㈱精研 通信ボード 29,025 11.1

東芝パソコンシステム㈱ 特注ハードウェア 17,792 6.8

㈲エムレックス 特注ソフトウェア 13,262 5.1

その他　36社 － 122,507 47.0 －

合計 － 260,860 100.0 －

（注）上記外注金額には、消費税等は含んでおりません。

　上記外注先とは、経営上のヒヤリング・製品生産管理・品質管理等の連絡を緊密に取りながら取引を行っておりま

す。また、特定の会社に集中しないようリスク分散を心がけております。しかしながら、将来業務委託先の経営状態

により当社の製品出荷に影響を与える可能性があります。従って、開発製造会社の設計能力、生産能力、品質管理能

力により適切な時期に製品を出荷することが出来ず、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

（人材の確保）

　今後の新規事業の拡大にとって、マーケティングや開発業務に従事する社員は重要な役割を担っています。しかし

当業界が小さいこともあって、優秀な人材は限られているため、人材獲得競争は激しく確保できないリスクがありま

す。当社では常時有能な人材の獲得、社員のモチベーションアップのために、人事体系の見直しを行っております。

能力主義に基づく目標管理制度と給与体系をさらに充実させて参ります。人材の獲得が失敗した場合、あるいは当社

の優秀な人材が流失した場合、中長期の経営戦略達成に支障が生じ、業績に重要な影響を与える可能性があります。
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（投融資について）

　当社はこれまで同様、今後も既存の製品サービスをベースに幅広い事業展開を積極的に行う方針です。

　今後の投融資については現状の企業規模と比較して多額となる可能性もあり、当社の財務状況等経営全般にわたる

リスクが拡大する可能性もあります。しかしながら、投融資先の状況が当社の業績に与える影響を的確に予想するこ

とは不可能であり、投資額を回収できない可能性もあります。

（重要なアライアンス）

　当中間会計期間において、新たに締結した重要な契約は次の通りであります。当社は新技術を獲得すべく、数多く

の業務提携やアライアンスを行っております。ほとんどの案件が将来製品化されるシステムであり、この内容が外部

に漏れることは、すなわち顧客の利害に直接影響します。したがって対顧客、対外注先とは受発注契約とは別に「機

密保持契約」を結んでいます。下記は機密保持契約に触れず、許される範囲でのものであることをご了解ください。

　①韓国Miracom社

     同社の保有する半導体製造業界向け製品に関するパートナー契約

・目　　的　同社が開発したSEMI（半導体関連の業界団体）の標準プロトコルInterface-A（データ通信対応）を

サポートする「EDAMate」の日本における独占代理権を取得。同ソフトウェア及び付随するインテグ

レーションサービスの提供を行う。

・人事交流　特にありません。

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書から（平成19年6月28日提出）における「事業統計図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため、開示を省略しております。

３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　製品サービスの充実化を図り、組込みシステム分野におけるソフトウェアのすべてに対応できる企業として、顧

客に密着した製品・サービスの提供を進めております。すなわちOSからドライバー、ミドルウェア、さらにはアプ

リケーション開発に至るまで一貫したサービスを提供することに心がけております。

　当社は、「我々は情報技術をもって社会に貢献します。公正、創造、論理的思考を重んじて行動します」と経営

理念を掲げ、顧客並びに社会の期待に応える企業であることを目指しています。

　組込みシステム向けのリアルタイムOS(RTOS)や通信ミドルウェアほかソフトウェアを製品化して提供し、さらに

顧客の要求に沿ったシステムインテグレーションやカスタマイズサービスが事業の中心であるため、ソフトウェア

開発の技術力が大変重要な要素です。このことは社員の能力、経験が会社のコンピタンスを決定することであり、

会社が将来にわたって顧客ならびに社会に貢献できるよう社員を指導育成すること及び絶えざる研究開発活動を推

進/継続することが、当社経営にとって極めて重要なことと考えております。    

(2）目標とする経営指標

　OSからアプリケーションまでソフトウェア開発に関連する一貫したサービスを提供出来る会社としての収益の最

大化を図り、拡大を主眼に組織の再編成を行っております。
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(3）中長期的な会社の経営戦略

　パソコン以外の家電製品など、インターネットに接続されるいわゆるユビキタス社会におけるさまざまな機器の

開発が当社のターゲットとするマーケットであります。顧客である各電機メーカー等は製品企画を進めているもの

の、量産化はまだ緒に着いたところです。

　業界あるいはマーケットにおいてはユビキタス社会への準備は進められており、液晶テレビの一般化、テレビの

地上波デジタル化、さらには光ファイバーの普及などに伴い、確実に次世代ネットワークシステムは近づいており

ます。その基本通信ソフトが組込みシステム向けのTCP/IPであり、IPv6とそのオプションがコアのプロトコル(規

格)として必須のソフトウェアということになります。当社は、このIPv6をいち早く製品化し、継続して開発投資を

行っております。

　一方で、インターネット接続でない通信ソフトウェアに関しても、需要の高い分野に対しては、ハード化した製

品開発を進めるなど新しい展開を行いつつあります。

 （営業部門）

　当社は独立系であり、大手電機メーカーを始め多くの業界をマーケットとしております。これゆえにマーケティ

ングと技術開発を有機的に結びつけた営業推進を強化し、戦略顧客の特定、市場性のある新製品の投入を心がけて

おります。加えてソフトウェア開発受託サービスに関しても、積極的な営業活動を進め、RTOS、通信などの得意分

野については、顧客へのアピールを強めております。

 （開発部門）

　技術的、市場的にアドバンテージを持っているRTOSと通信ソフトウェア等の製品をコアとし、新たな製品開発と

顧客の要求に従って、それらを利用したシステムの構築(システムインテグレーションまたはカスタマイズ)を行っ

ております。組込みシステムにおける技術の高度化のスピードは極めて速く、当社としても次世代、次々世代の製

品に組込む、製品／サービスの提供が重要となっております。このため新技術の習得、技術者の育成等々に注力し

ております。

①　通信関連ソフトウェア

　ITマーケットに要求される次世代無線通信ソフトウェアに関しては、大手家電メーカーと共同開発を行い、ま

た業務提携、アライアンスも積極的に進め、新技術の獲得にも力を入れております。有力な既存顧客である半導

体製造装置メーカー向けには、SEMI(米国の規格)に準拠したSoftCOMGEMを開発いたしましたが、今後は、300mm

ウェハーや液晶製造装置向けなどを対象に広げてきております。

②　インターネット関連ソフトウェア

　インターネットの接続のための次世代TCP/IPv6をTreck社(旧 ELMIC SYSTEMS USA,INC.)と共同開発しましたが、

コア部分にプラスしてオプション製品のラインナップが充実してきたということがいえます。当社の組込みシス

テム向けTCP/IPv6は、サーバーやパソコン用とは違って、携帯電話を始め各種情報家電やさらには白物家電とい

われる機器を対象にしていること、それらの機器間あるいは移動体での通信が主であることから、セキュリティ

が重要視されます。ここでは機能の説明は省きますが、PPPoE、モバイルIPv6、FTP、SNMP、UPnPといったセキュ

リティを中心とした機能を盛り込むことによって、顧客であるセットメーカーに開発の容易性が提供できる体制

を整えてきております。オプション開発に当たっては、国内外のパートナーと協力してさらに幅広い製品の提供

を目指します。

　また、ITRONの次世代版であるT-Engineへの搭載、あるいはVoIP製品(SIPなど)といったあらゆるマーケットの

要求に応えられる製品ラインアップを進めてまいります。

③　リアルタイムOS（RTOS）関連

　RTOSそのものは価格の下落もあり、単一製品を販売することによるメリットは薄れてきております。オープン

ソース系のITRON、組込みLinux、あるいはWindows、その他メーカー系RTOS、そして当社開発のELXなどあらゆる

RTOSに精通している当社は顧客の製品企画にもっとも適合したシステムを作り上げる技術ノウハウを保持してお

り、さまざまな用途に応じたコンサルテーション、システムインテグレーションを提供しております。

　特に今期は、次期につながるハードウェアビジネスの活発化を軸となるRTOSの技術をベースにオーディオ系製

品を始めとする新製品開発に注力しております。
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④　システム・インテグレーション関連

　組込みシステムにおけるシステム全体のパフォーマンス向上のために、当社の得意とする要素技術と製品を統

合するコンサルティング業務やシステム開発業務のサービスを提供しています。特に組込みシステムにおいては

ハードウェアやCPUとの親和性など物理的な環境におけるソフトウェアの動作性がポイントであり、技術者の経

験が重要です。長い会社の歴史のなかで培われてきたノウハウの蓄積もサービスの質を大きく左右しますので、

その意味からも技術者の教育・育成に注力しております。

　新規のサービス活動としてはIPカメラやスイッチ商品への開発参画、DVDレコーダや地上波デジタルTV、ブルー

レイディスクへの開発参画、IP交話装置への参入などがあります。

⑤　システム・ソリューション関連

　受託サービスに関しても顧客の要求に柔軟に対応すべく、社内教育体制の整備をはじめ、積極的な技術の高度

化を進めております。 

上記の要素技術、製品、経験豊富な技術陣、パートナーをフルに活用した製品開発、マーケット拡大を目指します。

（営業部門、開発部門の管理体制）

　コーポレート・ガバナンスの観点から管理体制を強化し、内部統制システムの確立を進めており、売上、粗利、

納期、製造原価、品質管理、サポートサービスなど細部にわたって、より具体的な報告・指示・管理体制を構築し

ております。

(4）会社の対処すべき課題

①　アライアンスの強化

②　信頼度の高い外注先の安定的確保

③　社員教育

④　リスクマネジメント

⑤　より一層のシステム化

⑥　マーケティングの強化

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 287,395 404,754 223,147

２．受取手形 ※３ 142,847 98,238 143,644

３．売掛金 408,245 430,308 657,184

４．有価証券 742,393 744,766 743,360

５．たな卸資産 118,340 153,853 107,375

６．その他  92,060 76,428 86,574

　　貸倒引当金 △100 △100 △100

流動資産合計  1,791,182 73.2  1,908,249 75.3 1,961,188 75.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 98,296 96,357 98,083

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア仮勘定 12,166 18,489 1,124

(2）その他 103,606 80,557 100,860

無形固定資産合計 115,772  99,047  101,985  

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 374,224 390,186 395,388

(2）関係会社株式 28,500 3,500 3,500

(3）破産債権等 162,498 20,321 76,972

(4）その他 41,505 41,461 41,909

　　貸倒引当金 △166,433 △24,256 △80,907

投資その他の資産合計 440,295  431,213  436,862  

固定資産合計 654,364 26.8 626,617 24.7 636,931 24.5

資産合計 2,445,547 100.0 2,534,866 100.0 2,598,120 100.0
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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 90,514 83,263 86,602

２．未払法人税等 6,337 6,602 10,224

３．賞与引当金 34,806 36,639 31,180

４．製品保証等引当金 － 15,300 －

５．その他 ※２ 76,787 93,212 80,301

流動負債合計 208,444 8.5 235,017 9.3 208,308 8.0

Ⅱ　固定負債

１. 社債 42,000 － －

２. 退職給付引当金 33,151 33,958 34,785

３. 役員退職慰労引当金 28,271 44,458 36,365

４．その他 190 190 190

固定負債合計 103,613 4.3 78,607 3.1 71,341 2.8

負債合計 312,058 12.8 313,624 12.4 279,649 10.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,202,036 49.1  1,202,036 47.4  1,202,036 46.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  300,000   300,000   300,000   

(2）その他資本剰余金  731,862   731,862   731,862   

資本剰余金合計   1,031,862 42.2  1,031,862 40.7  1,031,862 39.7

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   509   －   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  36,255   108,047   202,679   

利益剰余金合計   36,255 1.5  108,556 4.3  202,679 7.8

４．自己株式   △99,185 △4.1  △99,206 △3.9  △99,185 △3.8

株主資本合計   2,170,968 88.7  2,243,249 88.5  2,337,391 89.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１.その他有価証券評価差額金   △37,479 △1.5  △22,007 △0.9  △18,920 △0.7

評価・換算差額等合計   △37,479 △1.5  △22,007 △0.9  △18,920 △0.7

純資産合計   2,133,489 87.2  2,221,241 87.6  2,318,471 89.2

負債純資産合計   2,445,547 100.0  2,534,866 100.0  2,598,120 100.0
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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 ※１ 838,444 100.0 793,087 100.0 1,954,039 100.0

Ⅱ　売上原価 466,223 55.6 492,992 62.2 1,118,735 57.3

売上総利益 372,220 44.4 300,095 37.8 835,304 42.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 389,724 46.5 420,874 53.0 762,442 39.0

営業利益又は営業損失(△) △17,503 △2.1 △120,779 △15.2 72,862 3.7

Ⅳ　営業外収益 ※２ 12,384 1.5 13,080 1.6 24,528 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※３ 1,027 0.1 1,522 0.2 2,735 0.1

経常利益又は経常損失(△) △6,146 △0.7 △109,221 △13.8 94,654 4.8

Ⅵ　特別利益 ※４ 66,061 7.9 57,370 7.2 152,087 7.8

Ⅶ　特別損失 ※５ 18,144 2.2 767 0.0 29,588 1.5

税引前中間(当期)純利益又は
税引前中間純損失(△)

41,770 5.0 △52,618 △6.6 217,153 11.1

法人税、住民税及び事業税 2,881 3,496 5,762

法人税等調整額 2,633 5,514 0.7 △14,368 △10,872 △1.3 8,712 14,474 0.7

中間(当期)純利益又は
中間純損失（△）

36,255 4.3 △41,746 △5.3 202,679 10.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

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

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

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） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補　　（注）   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

中間純利益     36,255 36,255  36,255

自己株式の取得       △83,375 △83,375

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） － － △76,144 △76,144 72,180 72,180 △83,375 △87,338

平成18年9月30日　残高　 　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 36,255 36,255 △99,185 2,170,968

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高     (千円） 16,231 16,231 2,274,538

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）   △40,219

損失の填補　  （注）   －

中間純利益   36,255

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△53,710 △53,710 △53,710

中間会計期間中の変動額合計(千円） △53,710 △53,710 △141,049

平成18年9月30日　残高   　(千円） △37,479 △37,479 2,133,489

 （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
その他

資本剰余金
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） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 － 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △52,375 △52,375  △52,375

利益準備金の積立     509 △509 －  －

中間純損失      △41,746 △41,746  △41,746

自己株式の取得        △20 △20

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）

－ － － － 509 △94,631 △94,122 △20 △94,142

平成19年9月30日残高(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 509 108,047 108,556 △99,206 2,243,249

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高(千円） △18,920 △18,920 2,318,471

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △52,375

利益準備金の積立   －

中間純損失   △41,746

自己株式の取得   △20

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

△3,086 △3,086 △3,086

中間会計期間中の変動額合計　
(千円）

△3,086 △3,086 △97,229

平成19年9月30日残高(千円） △22,007 △22,007 2,221,241
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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

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

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） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補　(注)   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

当期純利益     202,679 202,679  202,679

自己株式の取得       △83,375 △83,375

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） － － △76,144 △76,144 238,604 238,604 △83,375 79,084

平成19年3月31日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高　(千円） 16,231 16,231 2,274,538

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219

損失の填補　(注)   －

当期純利益   202,679

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△35,151 △35,151 △35,151

事業年度中の変動額合計　(千円） △35,151 △35,151 43,932

平成19年3月31日　残高　(千円） △18,920 △18,920 2,318,471

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

 
 
 
 

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）

区　分
注記
番号

金　額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   

税引前中間純損失  △52,618

減価償却費  17,360

のれん償却額  8,363

貸倒引当金の減少額  △56,651

賞与引当金の増加額  5,459

製品保証等引当金の増加額  15,300

退職給付引当金の減少額  △827

役員退職慰労引当金の増加額  8,093

受取利息及び受取配当金  △10,667

投資組合投資損失  1,373

為替差損  89

受取保険金  △719

固定資産除却損  25

投資有価証券評価損  742

売上債権の減少額  272,282

たな卸資産の増加額  △46,477

仕入債務の減少額  △3,338

その他資産の減少額  19,017

その他負債の増加額  11,390

小計  188,196

利息及び配当金の受取額  10,656

保険金受取額  719

法人税等の支払額  △868

営業活動によるキャッシュ・フロー  198,704

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  △1,357

無形固定資産の取得による支出  △19,202

長期貸付金の回収による収入  547

破産債権等の回収による収入  56,651

その他  △100

投資活動によるキャッシュ・フロー  36,539

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出  △20

配当金の支払額  △52,120

財務活動によるキャッシュ・フロー  △52,141

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △89

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  183,012

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  966,508

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,149,521

(注)　当中間会計期間より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しております。
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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．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

(1）有価証券

関連会社株式

(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 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

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）

時価のあるもの

同　左

時価のあるもの

同　左

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合へ

の出資(証券取引法第2条

第2項により有価証券とみ

なされるもの)については、

組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可

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

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合へ

の出資(金融商品取引法第

2条第2項により有価証券

とみなされるもの)につい

ては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

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

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合へ

の出資(証券取引法第2条

第2項により有価証券と

みなされるもの)につい

ては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

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。

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

商品

同　左

商品

同　左

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同　左

製品・仕掛品・原材料

同　左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　法人税法に定める定率法

（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）

(1）有形固定資産

　法人税法に定める定率法

（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）

(1）有形固定資産

　法人税法に定める定率法

（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）

 　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これに伴う損益の影響は軽微

であります。

　（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、

取得価格の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。

　これに伴う損益の影響は軽微

であります。
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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

　法人税法に定める定額法。なお、

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込販売数量に基づく償

却額と残存有効期間に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか大き

い額を計上する方法、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。

(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) 賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来支給見込額のうち当中間

会計期間負担分を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同　左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来支給見込額の当期負担分

を計上しております。

(3)　　      ―――  (3）製品保証等引当金

　製品等の無償補修費用の支出に

備えるため、過去の実績に基づく

将来発生見込額を計上しておりま

す。

(3)　　      ―――  

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

将来支給予定額を計上しておりま

す。

（追加情報）

　当社は、確定給付型の制度とし

て適格退職年金制度及び退職一時

金制度を設けておりましたが、平

成19年4月1日をもって適格退職年

金制度を廃止し、退職一時金制度

を凍結いたしました。これに伴い、

新たに確定拠出型の中小企業退職

金共済制度に加入し、従来から採

用している総合設立型の厚生年金

基金及び特定退職金共済制度の加

入対象者等を拡大しておりま

す。

　なお、当該制度移行に伴う損益

への影響は軽微であります。

(4) 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

務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。　

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため役員退職慰労金規程に基づ

く要支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同　左

(5) 役員退職慰労引当金

同　左

４．中間キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

── 　手許現金、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

短期投資からなります。

──

５．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本とな

る重要な事項

(1）消費税等の会計処理

 　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　　同　左 

(1）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、2,133,489千円であります。

　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、2,318,471千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の

改正に伴い、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

追加情報

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(サポート契約に係る売上計上基準）

    サポート契約は、従来契約時に売上計上し

ておりましたが、金額的重要性が増してきた

ため、前事業年度の下期より契約期間の経過

に対応して売上計上することとしました。

従って、前中間会計期間は、従来の方法に

よっており、当中間会計期間と同一の方法に

よった場合に比較して、前中間会計期間の営

業損失、経常損失、税引前中間純損失はそれ

ぞれ、13,059千円少なく計上されております。

── ──

── （製品保証等引当金）　

　製品保証等費用は、従来、修理作業等の

発生時に計上しておりましたが、当中間会

計期間より売上高に対する過去の実績率に

基づいて製品保証等引当金として計上する

こととしました。これは、当該費用に重要

性が増してきたこと及び当中間会計期間に

おいて過去の実績を基礎に将来発生見込額

の見積が可能になったことから財務内容の

健全化を図るために行ったものであります。

この結果、従来の方法によった場合と比べ、

売上総利益が15,300千円減少し、営業損失、

経常損失、税引前中間純損失が、それぞれ

同額増加しております。

──
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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

　　　（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

　　　128,166千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

　　　133,029千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、　

　　　129,997千円であります。

※２．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」に含めて表示して

おります。

※２．消費税等の取扱い

同　左

 ※２. 　　     ―――

※３. 中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当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　　39,738千円

※３. 中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当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　　10,993円

※３. 期末日満期手形の会計処理

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度の末日は金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

　　　受取手形　　43,278千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※１．当社の売上高は、通常の営業形態とし

て、上半期に比べ下半期に受注製作する

割合が大きいため、事業年度の上半期の

売上高と下半期の売上高に季節的変動が

あります。

※１．　　　　同　左 ※１．　　     ―――

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 424千円

受取配当金 60千円

有価証券利息 9,164千円

業務受託料 1,820千円

受取利息 282千円

受取配当金 80千円

有価証券利息 10,304千円

業務受託料 810千円

受取利息 585千円

有価証券利息 18,714千円

受取配当金 172千円

業務受託料 3,440千円

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの

社債利息 442千円

自己株式取得費用 235千円

投資組合投資損失 227千円

為替差損 148千円

投資組合投資損失 1,373千円

社債利息 656千円

投資組合投資損失 1,622千円

※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 57,322千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 700千円

貸倒引当金戻入益 56,651千円

受取保険金 719千円

貸倒引当金戻入益 142,84

7

千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 1,200千円

※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 8,728千円

棚卸資産廃棄損 9,397千円

固定資産除却損 25千円

投資有価証券評価損 742千円

固定資産除却損 3,181千円

投資有価証券評価損 8,728千円

たな卸資産廃棄損 17,678千円

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 2,970千円

無形固定資産 30,592千円

有形固定資産 3,582千円

無形固定資産 22,141千円

有形固定資産 6,385千円

無形固定資産 56,238千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年９月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
　前事業年度末株式数　　　　

　(千株)

　当中間会計期間増加株式数

(千株)

　当中間会計期間減少株式数

(千株)

　当中間会計期間末株式数

（千株)

普通株式(注) 41 125 － 166

合計 41 125 － 166

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加125千株は、取締役会決議による取得による増加であります。

当中間会計期間(自　平成19年4月1日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類
　前事業年度末株式数　　　　

　(千株)
当中間会計期間増加株式数

(千株)
当中間会計期間減少株式数

(千株)

　当中間会計期間末株

　　　　　　　　（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
　前事業年度末株式数　　　　

　(千株)
当中間会計期間増加株式数

(千株)
当中間会計期間減少株式数

(千株)

当中間会計期間末株

　　　　　　　（千株)　

普通株式(注) 166 0 － 167

合計 166 0 － 167

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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19年5月18日
定時取締役会 普通株式 52,375 10.0 平成19年3月31日 平成19年6月14日

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

該当事項はありません。 

前事業年度(自　平成18年4月1日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類
　前事業年度末株式数　　　　

　(千株)
当事業年度増加株式数

(千株)
当事業年度減少株式数

(千株)
当事業年度末株式数

（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
　前事業年度末株式数　　　　

　(千株)
当事業年度増加株式数

(千株)
当事業年度減少株式数

(千株)
当事業年度末株式数

（千株)

普通株式(注) 41 125 － 166

合計 41 125 － 166

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加125千株は、取締役会決議による取得による増加であります。

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 40,219  7.5 平成18年3月31日 平成18年6月29日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり、決議しております。

        (決議） 株式の種類 配当金の総額(千円) 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

 平成19年5月18日
 定時取締役会 普通株式 52,375  利益剰余金 10.0 平成19年3月31日 平成19年6月14日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　　　　　　　――― ※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

　　　　　　　　―――

　　　　　　　　　（平成19年９月30日）

現金及び預金勘定 404,754千円

取得日から３ヶ月以内に
償還期限の到来する短期
投資(有価証券） 744,766千円

現金及び現金同等物 1,149,521千円

（リース取引関係）

　　  　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額(千円) 差額（千円）

(1）株式 8,060 10,740 2,680

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 224,608 201,144 △23,463

③その他 － － －

(3）その他 81,594 80,370 △1,224

合計 314,262 292,254 △22,007

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）関係会社株式 3,500

(2）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 694,558

フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,208

投資事業組合出資金 92,277

非上場株式 5,654

合計 846,198
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前事業年度末（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） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

(1）株式 8,060 12,460 4,400

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 224,608 203,723 △20,884

③その他 － － －

(3）その他 81,594 79,158 △2,435

合計 314,262 295,341 △18,920

２．時価のない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1）関係会社株式 3,500

(2）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 693,244

フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,116

投資事業組合出資金 93,650

非上場株式 6,396

合計 846,907

（デリバティブ取引関係）

当中間会計期間（自　平成19年４月１日 至　平成19年９月30日） 

　　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成19年４月１日 至　平成19年９月30日） 

　　該当事項はありません。

（持分法損益等）

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） 

　　　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（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   407円34銭

１株当たり中間純利益金額    6円91銭

１株当たり純資産額 424円10銭

１株当たり中間純損失金額    7円97銭

１株当たり純資産額 442円 66銭

１株当たり当期純利益金額 38円 65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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　　　　　　　　　同左 　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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度末

（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額               　    (千円) 2,133,489 2,221,241 2,318,471

純資産の部の合計額から控除する金額　   (千円) － － －

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額（千円) 2,133,489 2,221,241 2,318,471

1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

(期末)の普通株式の数　　　　　　　　　 (千株)
5,237 5,237 5,237

　　　　２.１株当たり中間（当期）純利益金額または1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

中間(当期)純利益又は中間純損失(△)　 (千円) 36,255 △41,746 202,679

普通株主に帰属しない金額　　　　　　（千円) － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益又は

中間純損失(△)　　　　　　　　　　　（千円)
36,255 △41,746 202,679

期中平均株式数　　　　　        　　（千株) 5,250 5,237 5,244

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
　従来、子会社である㈱エアフォルクを連結の対象としておりましたが、平成18年10月に所有株式の一部を売却したことにより、子会社に

該当しなくなりました。よって、当中間会計期間より、連結財務諸表を作成しておりませんので、各経営指標等は個別のベースで前年同期

との比較を行っております。

(1）生産実績

　当中間会計期間における生産実績を品目毎に示すと、次の通りであります。

 

品目別の名称

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

製品

通信関連　　　　　　　　　　　　　　　　（千円） 151,604 111.2

インターネットプロトコル　　　　　　　　（千円） 62,171 197.1

リアルタイムＯＳ　　　　　　　　　　　　（千円） 4,910 46.4

ＳＩ（カスタマイズ）　　　　　　　　　　（千円） 229,458 106.8

システム・ソリューション（受託）　　　　（千円） 314,934 116.0

　　　　　　　　合計　　　　　　　　（千円） 763,078 114.8

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。　

(2）商品仕入実績　

　当中間会計期間における商品仕入実績を品目毎に示すと、次の通りであります。

品目別の名称

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円） 8,441 18.6

　　　　　　　　　合計　　　　　　（千円） 8,441 18.6

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．主なものは、多品種少量の他社製パッケージ製品・ボード・パソコンであります。

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当中間会計期間における受注状況を品目毎に示すと、次の通りであります。

品目別の名称

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）

受注高（千円） 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

製品

通信　　　　　　　  　　 　　　　    (千円) 133,953 65.2 34,415 26.4

インターネットプロトコル　  　　　　 (千円) 65,900 59.8 10,224 24.4

リアルタイムＯＳ　　　   　  　　　  (千円) 4,475 58.0 1,233 69.2

ＳＩ（カスタマイズ）　　　　　　　   (千円) 279,337 122.1 151,046 100.2

システム・ソリューション(受託)　　　 (千円) 385,044 137.3 107,503 574.3

　　　　　　    小計        　　　  　(千円) 868,711 103.1 304,424 88.6

商品

その他　　　　　　　　　　　　　　   (千円) 1,312 2.0 6,628 27.6

　　　　　      合計　　 　　　 　    (千円) 870,024 95.9 311,052 84.6

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

　当中間会計期間における販売実績を品目毎に示すと、次の通りであります。

品目別の名称

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

製品

通信　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円） 140,150 94.2

インターネットプロトコル　　　　　　　　 (千円） 93,833 63.7

リアルタイムＯＳ　　　  　　　　　　　　（千円） 4,910 46.4

ＳＩ（カスタマイズ）　　　　　　　　　　（千円） 229,458 106.8

システム・ソリューション（受託）　　　　（千円） 314,934 116.0

　　　　　　　　　小計　　　　　　　（千円） 783,287 98.8

商品

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円） 9,800 21.6

　　　　　　　　　合計　　　　　　　（千円） 793,087 94.6

　（注）１．前中間会計期間及び当中間会計期間における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。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱日立製作所 － － 82,496 10.4

シャープビジネスコンピュータソフトウエア㈱ 110,187 13.1 － －

 　　　２.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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