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

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
中間（当期）純

利益
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

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 円 銭 円 銭

19年９月中間期 －  －  －  －  － －

18年９月中間期 －  －  －  －  － －

19年３月期 －  －  －  －  － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 － 千円 18年９月中間期 － 千円 19年３月期 － 千円

（注）①　みなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが連結対象となるため、平成19年９月中間期は記載しており

　　　　　ません。 

（注）②　平成20年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成18年９月中間期及び平成19年３月期は記載しておりません。 

  (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

千円 千円 ％ 円 銭

19年９月中間期 2,218,501 1,660,843 74.9 431 99

18年９月中間期 － － －  －

19年３月期 － － －  －

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,660,843 千円 18年９月中間期 － 千円 19年３月期 － 千円

（注）平成20年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成18年９月中間期及び平成19年３月期は記載しておりません。

  (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

千円 千円 千円 千円

19年９月中間期 － － － －

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 － － － －

（注）①　みなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが連結対象となるため、平成19年９月中間期は記載しており

　　　　　ません。 

（注）②　平成20年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成18年９月中間期及び平成19年３月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 － － － 12 00 12 00

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － － 12 00 12 00

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

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 円 銭

通期 4,100,000 － 260,000 － 270,000 － 150,000 － 38 95
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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

新規 １社 （社名（株）スウゼプロダクト） 除外 －社  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

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

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、10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」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 4,649,665株 18年９月中間期 4,649,665株 19年３月期 4,649,665株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 805,065株 18年９月中間期 732,065株 19年３月期 777,065株

（参考）個別業績の概要

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

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

19年９月中間期 1,877,783 16.9 98,596 △7.4 108,844 2.0 62,328 △36.4

18年９月中間期 1,605,780 27.7 106,467 476.8 106,715 427.3 97,952 725.3

19年３月期 3,413,267 － 256,997 － 259,461 － 186,938 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 16 16

18年９月中間期 24 85

19年３月期 47 73

(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

千円 千円 ％ 円 銭

19年９月中間期 2,131,348 1,660,843 77.9 431 99

18年９月中間期 2,140,951 1,603,885 74.9 409 41

19年３月期 2,288,929 1,664,298 72.7 429 76

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,660,843 千円 18年９月中間期 1,603,885 千円 19年３月期 1,664,298 千円

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

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 円 銭

通期 3,800,000 11.3 250,000 △2.7 260,000 0.2 150,000 △19.8 38 95

※　業績予想につきましては、現在当社が入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであります。実際の業績等は、業況の変化等によ

  り、上記の予想数値とは異なる場合があります。
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１．経営成績
　　当社は、平成19年８月31日付で株式会社スウゼプロダクトの発行済株式の全株式を取得し子会社化しましたが、

　当中間会計期間では中間貸借対照表のみが連結の対象となりますので、「１．経営成績」につきましては、当社単

　独の状況を記載しております。

(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高止まりと米国の信用力の低い個人向け

住宅融資（サブプライムローン）問題の顕在化による金融・資本市場の動揺など不安材料を抱えつつも、個人消費は

やや力強さを欠くものの大手製造業を中心とした堅調な生産活動に伴う設備投資の増加により、景気は緩やかな拡大

を続けました。

  情報サービス産業におきましても、事業会社における情報化投資は拡大傾向が継続しており、当社の顧客からも数

多くの開発案件に対する引き合いをいただける状況が続きました。

  このような状況のもと、当社では顧客からの開発案件の引き合いに応えるため、社員技術者の採用とパートナー会

社からの開発要員の確保を積極的に行うとともに、企業買収による子会社の取得により更なる人材の確保を行いまし

た。その結果、数多くの開発案件を受注に結びつけることができましたので、前年同期に比べ売上高を伸長させるこ

とができましたが、人件費の増加や外注単価の上昇及び採用関連費用の増加により原価率が上昇するとともに、労務

費や子会社取得に伴う買収監査費用等の一般管理費が増加したことにより、営業利益は減少いたしました。また、経

常利益は資金運用に伴う営業外収益の計上により増加したものの、中間純利益は前年度に計上した法人税等調整額に

よる押し上げ効果がなくなりましたので大幅に減少いたしました。

　その結果、売上高は18億77百万円（前期比16.9％増）、営業利益は98百万円（前期比7.4％減）、経常利益は１億８

百万円（前期比2.0％増）、中間純利益は62百万円（前期比36.4％減）となりました。

ソリューション分野別の概況は以下のとおりであります。

■ ＥＲＰソリューション

　ＥＲＰソリューション分野は、上期事業計画の売上目標、売上総利益目標、売上総利益率目標を全て達成しました

が、前年同期に比べて減収減益になりました。これは今期において当分野での大型案件の受注時期を主に下期に見込

んでいること、上期は既存社員の稼動を抑えて専門教育を昨年度以上に実施したことによります。

　当分野では、新バージョンのＥＲＰパッケージ導入、統合ＥＲＰ構築案件、ＣＲＭ等のＥＲＰ周辺領域案件、保守

運用の案件が数多く発生し、多くの顧客から引き合いを得ています。下期も開発要員不足による受注機会の逸失を防

ぐため、技術者採用活動、技術者教育、パートナー会社との協力を更に強化し、安定したＥＲＰビジネス体制の構築

を目指します。

■ 金融ソリューション

　金融ソリューション分野は、新規顧客の獲得に取り組み、複数の新規取引を開始することができました。その結果、

当分野の売上高は前年同期を上回ることができました。

　一方、社員技術者不足による受注機会の逸失や、一部品質不良により採算性に問題のある案件もありました。この

ような問題を早期に解決すべく、今期はより一層、社員技術者の採用及び品質、生産性の改善に注力してまいります。

■ 基盤ソリューション

　基盤ソリューション分野は、重点顧客向けの営業展開と注力分野（組込制御、インフラ構築）へのリソース集中に

よる受注拡大を推進したことで、売上高は前年同期を大幅に上回ることができました。受注案件の内容としては、組

込制御システム開発が大幅な伸びを示しました。

　インフラ構築の分野の人材不足は、徐々に改善方向に向かっておりますが、現状においても多くの引き合いに応え

ることができないまま推移しております。下半期も継続して重点顧客への注力による取引拡大を図るため、技術者の

採用とパートナー会社との協力関係の強化により開発要員の確保に努めてまいります。

■ 通信ソリューション

　通信ソリューション分野は、既存開発案件による規模拡大と新規案件の獲得を推し進めるとともに、収益性の改善

や開発技術者の確保を積極的に取り組んだことにより、売上高を前年同期に比べ大きく伸ばすことができました。

　また、当分野の市場は拡大する傾向にあるものの、顧客における受託案件はやや横這い傾向にありますので、引き

続き開発体制の強化・安定のために開発技術者の確保と教育を推し進めることで、受注機会を逸失させないよう収益

の拡大を図っていく所存です。
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②通期の見通し

　わが国経済は順調に回復を遂げており、緩やかな拡大基調を持続するものと期待されますが、原材料価格の更なる

高騰や住宅市場の調整に伴う米国経済の減速懸念、為替市場における円相場の先高感などの懸念材料も浮上しており、

これらが内外経済に与える影響を引き続き注視していく必要があります。

  このような環境下において、当社では事業会社における情報化投資へのニーズが暫くは継続することが見込めます

ので、顧客からの開発案件の引き合いに応えるべく社内外の開発要員を積極的に活用して売上高の伸長を図ってまい

ります。

　以上により、通期の業績予想につきましては、売上高38億円（前期比11.3％増）、営業利益２億50百万円（同2.7％

減）、経常利益２億60百万円（同0.2％増）、当期純利益１億50百万円（同19.8％減）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　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、前中間会計期間に比べ、４億24百万円

減少し、当中間会計期間末には５億86百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は14百万円（前年同期は１億70百万円の支出）となりました。これは主に、税引前中

間純利益108百万円、法人税等の支払額101百万円、売掛債権の増加等25百万円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）

　投資活動の結果使用した資金は３億88百万円（前年同期は４百万円の支出）となりました。これは主に、子会社株

式の取得２億85百万円、子会社への貸付金70百万円による支出等であります。

（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１億63百万円（前年同期は１億35百万円の支出）となりました。これは主に、短期

借入金の返済１億円、配当金の支払額46百万円による支出等であります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項の一つと認識しており、今後の事業展開に備えるための内

部留保や財務体質の強化を勘案しつつ、安定配当を継続的に行うことを基本方針としております。また、当事業年度

の期末配当金につきましては、上記の方針を踏まえ、１株当たり12円を予定しております。内部留保金につきまして

は、人材育成や競争力強化等の原資に充当し、今後の事業基盤の安定と業績の向上に活用してまいります。

(4）事業等のリスク

ⅰ）当社は、請負型のプロジェクト受注にも注力してまいりますが、これらのプロジェクト案件において、受注時の

  積算誤りや品質管理及び工程管理に問題が生じた場合には、開発要員の追加投入等により開発コストが増大して原

　価率が上昇し収益を圧迫するリスクがあります。

ⅱ）顧客情報の機密保持について

　　当社の行う業務は、その性格上顧客の機密情報に触れることが多いため、当社の注意義務違反により機密情報

　が漏洩し、顧客に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任が生じます。機密の保持については、当社社員

　並びに当社の外注先及び外注先の社員を厳格に指導しております。当社の社員については、入社時に誓約書を提出

　させるとともに社員に対する教育を実施しています。また、外注先に対しては、口座開設時に秘密保持契約書を取

　り交わすとともに、その社員に対しても秘密保持義務の内容を周知徹底の上、遵守させるよう指導しています。

ⅲ）中途社員の採用について

　　当社は、平成17年度より新卒採用を再開していますが、現状では即戦力となる技術者の中途採用が中心となって

　います。当社の顧客からの要請に応えるためにも、当面はこの方針で進めてまいりますが、今後、同業他社におい

　ても即戦力となる技術者の中途採用活動を活発化させていますので、当社が必要とするスキルを有する技術者の採

　用が困難となった場合には、当社の業務遂行に際し影響を受ける可能性があります。

ⅳ）外注先の確保について

　　当社は、顧客に提供するサービスとして顧客の要求する技術力を提供していますが、当社の社内技術者だけで

　は対応しきれない場合があります。当中間会計期間における総製造費用に占める外注費の割合は57.4％でありま

　す。顧客からの要求に応えるためには外注先の技術者の確保が前提となりますが、同業他社においても発注先の技

　術者を確保する動きが活発化しており、当社が必要とするスキルを持った技術者を調達できなかった場合には、当

　社の受注活動に影響を与える可能性があります。また、今後、需給関係がタイトになることが予想されますで、発

　注単価が想定以上に上昇した場合には、収益面に影響を与えるリスクがあります。
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２．企業集団の状況
　当社は、平成19年８月31日に株式会社スウゼプロダクト（以下、スウゼ社という。）の全株式を取得して子会社と

しています。スウゼ社は、基盤ソリューション、通信ソリューション分野を中心とした技術者を保有しており、当社

が受注した開発案件の一部についてスウゼ社に対し業務を委託しております。

 　　(株式取得による会社の買収)

　　　平成19年８月23日開催の取締役会において、株式会社スウゼプロダクトの全株式を取得して100％子会社とするこ

　　とを決議し、平成19年８月31日に同社株式を取得いたしました。

　　　１.取得の目的

　 　　　当社グループとしてソフトウェア開発事業を強化・拡充・発展させ、顧客満足度及び企業価値を向上させるた

　　　　 めであります。

　　　２.株式の取得先

　 　　　松本　利和

　　　３.資本金及び売上高

　 　　　資本金　50,000千円(平成19年４月30日現在)

　 　　　売上高 659,662千円(平成19年４月期)

　　　４.主な事業内容

　 　　　ソフトウェア開発

　　　５.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　 　　　取得株式数(持分比率)

　 　　　　　　　　　　　1,000株(100％)

　 　　　取得価額　　　285,000千円

 

顧   客 

当   社 （連結子会社） 

㈱スウゼプロダクト 

ＩＴソリューショ

ンサービス 

ＩＴソリューションサービスの提供 

顧  客 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「プロ意識を持った社員の育成」「挑戦的な企業風土の醸成」「顧客満足の追求」「企業の永続性の追求」

「社会的貢献の推進」を経営の基本方針とし、情報通信分野をはじめとする産業及び社会の構造的変化の中で、お客

様が抱えている経営課題に対し、最先端のＩＴ技術を駆使してソリューションを提案していく会社を目指しています。

これらの方針を具体化するための方策として、平成15年10月にはＩＳＯ９００１の認証を取得するとともに、個人情

報保護の重要性に鑑み平成16年９月にはプライバシーマークの認定を取得いたしました。また、当社では、昨今の地

球環境保全に対する社会認識の高まりを踏まえ、地球環境保護や資源の有効活用に取り組むためにＪＩＳＱ１４００

１を参照して、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を平成18年１月から導入いたしました。

(2）目標とする経営指標

　当社は、業容の拡大と収益力の向上を経営目標として設定しております。平成20年３月期は連結売上高41億円、連

結経常利益２億70百万円の達成を目標とし、子会社を含めた社内外の開発要員を有効に活用して業容の拡大と収益の

確保に努めてまいります。

　また、現在当社は目標とする経営指標を設定しておりませんが、株主資本を有効かつ効率的に活用することが重要

であると認識しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　社員技術者を付加価値の高い開発分野や新しい技術分野へシフトしつつ、従来のプログラム開発等についてはアウ

トソーシングを積極的に進めています。また、将来に向けた開発力の強化のために、即戦力となる技術者の中途採用

をさらに進めるとともに、経験の浅い技術者や新卒者も採用し、社内教育を実施して戦力化してまいります。 

　また、既存のパートナー企業との提携関係を維持・強化するとともに、新たな取引先の発掘を積極的に推進いたし

ます。

　中期的には、現在の事業分野において規模拡大を目指すための企業買収を継続して検討するとともにプロジェクト

案件の受注や新しい事業分野への進出を図ってまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　現在の開発規模を維持・拡大させることが優先課題であり、技術者の採用活動を継続し子会社の技術者を有効活用

するとともに、パートナー企業との連携を強化して、顧客からの引き合いが旺盛な開発分野に社内外の経営資源を集

中してまいります。さらには収益性の向上のため付加価値の高い案件の受注強化に努めるとともに、受注案件の採算

性の確保に注力いたします。また、開発案件によっては分散している経営資源の集約化を図り、社員技術者による開

発管理を強化する体制を整えてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。

(6）投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　当社は、市場流動性の向上を図るとともに、より多くの投資家の方々が投資しやすい環境を整えることを目的とし

て、平成19年10月1日に単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   642,596  

２．受取手形及び売掛金   675,105  

３．たな卸資産   36,147  

４．繰延税金資産   77,142  

５．その他   24,920  

流動資産合計   1,455,911 65.6

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産  ※１    

(1）建物及び構築物  198,195   

(2）その他  41,757 239,952 10.9

２．無形固定資産     

(1）のれん  255,233   

(2）ソフトウェア  6,250   

(3）その他  7,378 268,862 12.1

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  21,240   

(2）繰延税金資産  14,702   

(3）その他  217,831 253,774 11.4

固定資産合計   762,589 34.4

資産合計   2,218,501 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   184,025  

２．未払法人税等   37,393  

３．賞与引当金   140,412  

４．その他 ※２  151,076  

流動負債合計   512,906 23.1

Ⅱ　固定負債     

　　退職給付引当金   44,750  

固定負債合計   44,750 2.0

負債合計   557,657 25.1

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,089,162 49.1

２．資本剰余金   784,303 35.4

３．利益剰余金   202,795 9.1

４．自己株式   △421,931 △19.0

株主資本合計   1,654,329 74.6

Ⅱ　評価・換算差額等     

　　その他有価証券評価差額
金

  6,514 0.3

評価・換算差額等合計   6,514 0.3

純資産合計   1,660,843 74.9

負債純資産合計   2,218,501 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

      当中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社の株式のみなし取得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが

　　連結対象であるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社の株式のみなし取得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが

連結対象であるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

      当中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社の株式のみなし取得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが

　　連結対象であるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

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
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．連結の範囲に関する事項    連結子会社の数    　１社

     連結子会社の名称

　　 株式会社スウゼプロダクト

 （注）平成19年８月31日の株式取得に伴い、当中間連結会計期間より連結子会社

　　 となっております。なお、みなし取得日を当中間連結会計期間末としている

     ため、当中間連結会計期間は貸借対照表のみを連結しております。

２．持分法の適用に関する事

項

     持分法の適用会社はありません。

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項

 　　連結子会社の中間決算日と中間連結決算日は一致しております。　　　　　　

　　　

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

 　　 その他有価証券

　　    時価のあるもの

　　      中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

　　　　　入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　　    時価のないもの

　　      移動平均法による原価法

 ②　たな卸資産

      仕掛品

        個別法による原価法
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項目
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）

 (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

 　　　　定率法によっております。

　　　 　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）につ

　　　 いては定額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　　　　　８～50年

           工具器具備品　５～15年

 　　（会計方針の変更）

　　　 　法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日

　　　 法律  第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月

       30日  政令第83号)）に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについて

       は、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

         なお、これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与え

　　　 る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、取得価額の５％相当額と備忘価額との差 

       額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

         なお、これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与え

       る影響は軽微であります。         　　　　　

 ②　無形固定資産

 　   　定額法を採用しております。

　　    なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能 

      期間（５年）による定額法を採用しております。　

 (3）重要な引当金の計上基準

    ⅰ）貸倒引当金

　　　　  債権等の貸倒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することとしております。

 　　ⅱ）賞与引当金

　　　　　 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当中

         間会計期間の負担額を計上しております。

 　　ⅲ）退職給付引当金

　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の

         見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額

         を計上しております。

           数理計算上の差異は、その発生時の事業年度で一括で費用処理すること

         としております。

 (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。

 (5）その他中間連結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

　　　税抜方式を採用しております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

 　 当中間連結会計期間は、中間貸借対照表のみが連結の対象であるため、中間

　連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

231,153千円

※２　消費税等の取扱い

  仮払消費税等と仮受消費税等を相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めて表示してあります。

３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入実

行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
300,000千円

借入実行残高 － 

差引額 300,000千円
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（リース取引関係）

項目
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）

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、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

 工具器
具備品

3,291 1,828 1,463

合計 3,291 1,828 1,463

(2）未経過リース料中間期末残

高相当額

１年内 569千円

１年超 1,015千円

合計 1,584千円

(3）支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

　中間連結損益計算書を作成

していないため、記載を省略

しております。

(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。

(5）支払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

法については、利息法によっ

ております。

 （減損損失について）

 　リース資産に配分された減損

損失はありません。
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（有価証券関係）

（当中間連結会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 3,875 14,860 10,984

合計 3,875 14,860 10,984

２．時価のない有価証券の主な内容

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 6,380

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間において該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間において該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　　中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　　中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　　中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額　   431円99銭

　当中間連結会計期間については、中

間連結損益計算書を作成していないた

め、１株当たり中間純利益、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益及び算定

上の基礎に関する記載は省略しており

ます。

　なお、潜在株式は存在いたしません。

日本コンピュータシステム㈱（9711）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 13 －



（重要な後発事象）

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）

(連結子会社の吸収合併について)

  平成19年11月16日開催の取締役会に

おいて、当社の連結子会社である株式

会社スウゼプロダクトを吸収合併する

ことを決議いたしました。

１.合併の目的

　   グループの経営資源を集約して

   効率化を図るためであります。

２.合併の要旨及び時期

　①合併する相手会社の名称

　　株式会社スウゼプロダクト

　②合併の日程

　　合併契約承認取締役会

　　  平成19年11月16日

　  合併契約締結日

　　  平成19年11月20日

    合併効力発生日

　　　平成20年４月１日(予定)

　　合併登記

　　　平成20年４月上旬(予定)

３.合併の方法、合併後の会社名称

　   当社が、株式会社スウゼプロダ

   クトを吸収合併するものとし、当

   該合併による商号、事業内容、本

   店所在地、代表者の役職及び氏 

   名、決算期の変更はありません。

     また、株式会社スウゼプロダク

   トは当社の100％子会社であり、

   合併に際して新株式の発行や資本

   金の増加はありません。

４.相手会社の主な事業内容、規模

　①主な事業内容

　　ソフトウェア開発

　②規模

    直近期の売上高

　　　659百万円(平成19年４月期)

　　当期純利益

　　　６百万円(平成19年４月期)

    総資産

　　　193百万円(平成19年４月30日)

　　純資産

　　　60百万円(平成19年４月30日)

　　資本金

　　　50百万円(平成19年４月30日)

　　従業員数

　　　89名(平成19年４月30日)
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,010,164 586,107 1,152,855

２．売掛金 520,192 571,369 546,313

３．たな卸資産 40,458 33,046 23,366

４．繰延税金資産 52,477 57,358 59,623

５．その他 20,206 48,687 17,969

流動資産合計 1,643,499 76.8 1,296,570 60.8 △346,929 1,800,130 78.6

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 202,888 198,195 196,853

２．その他 27,919 41,619 26,133

計 230,807 239,814 222,986

(2）無形固定資産 14,940 13,329 12,338

(3）投資その他の
資産

１．投資有価証
券

28,757 21,240 25,606

２．関係会社株
式 

－ 285,000 －

３. 敷金及び保
証金

104,299 112,774 104,299

４. 繰延税金資
産

20,761 13,663 23,060

５. その他 97,885 148,956 100,507

計 251,703 581,634 253,473

固定資産合計 497,451 23.2 834,778 39.2 337,326 488,799 21.4

資産合計 2,140,951 100.0 2,131,348 100.0 △9,602 2,288,929 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 154,096 160,724 164,855

２．短期借入金 100,000 － 100,000

３．未払法人税等 58,269 37,307 100,966

４．賞与引当金 99,213 117,374 113,719

５．その他 ※２ 85,199 112,901 102,455

流動負債合計 496,777 23.2 428,307 20.1 △68,469 581,996 25.4

Ⅱ　固定負債

　　退職給付引当
金

40,287 42,196 42,633

固定負債合計 40,287 1.9 42,196 2.0 1,908 42,633 1.9

負債合計 537,065 25.1 470,504 22.1 △66,560 624,630 27.3

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,089,162 50.9  1,089,162 51.1   1,089,162 47.6

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  272,291   272,291    272,291   

(2）その他資本
剰余金

 512,011   512,011    512,011   

資本剰余金合
計

  784,303 36.6  784,303 36.8   784,303 34.2

３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 97,952   202,795    186,938  8.2

利益剰余金合
計

  97,952 4.6  202,795 9.5   186,938 8.2

４．自己株式   △378,443 △17.7  △421,931 △19.8   △405,147 △17.7

株主資本合計   1,592,974 74.4  1,654,329 77.6 61,355  1,655,256 72.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  10,911 0.5  6,514 0.3   9,042 0.4

評価・換算差額
等合計

  10,911 0.5  6,514 0.3 △4,397  9,042 0.4

純資産合計   1,603,885 74.9  1,660,843 77.9 56,957  1,664,298 72.7

負債純資産合計   2,140,951 100.0  2,131,348 100.0 △9,602  2,288,929 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,605,780 100.0 1,877,783 100.0 272,002 3,413,267 100.0

Ⅱ　売上原価 1,279,045 79.7 1,503,529 80.1 224,483 2,693,742 78.9

売上総利益 326,734 20.3 374,254 19.9 47,519 719,525 21.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

220,267 13.7 275,657 14.7 55,389 462,527 13.6

営業利益 106,467 6.6 98,596 5.2 △7,870 256,997 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 2,771 0.2 11,172 0.6 8,400 6,755 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 2,522 0.2 923 0.0 △1,598 4,291 0.1

経常利益 106,715 6.6 108,844 5.8 2,129 259,461 7.6

税引前中間純
利益

106,715 6.6 108,844 5.8 2,129 259,461 7.6

法人税、住民
税及び事業税

43,156   33,118   △10,037 115,078   

法人税等調整
額

△34,393 8,763 0.5 13,397 46,515 2.5 37,752 △42,555 72,522 2.1

中間純利益 97,952 6.1 62,328 3.3 △35,624 186,938 5.5
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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）

1,089,162 272,291 624,579 896,870 △13,082 △13,082 △341,880 1,631,069

中間会計期間中の変動額

資本準備金減少差益取崩
（注）

  △13,082 △13,082 13,082 13,082   

剰余金の配当（注）   △99,485 △99,485    △99,485

中間純利益     97,952 97,952  97,952

自己株式の取得       △36,563 △36,563

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）

  △112,567 △112,567 111,035 111,035 △36,563 △38,095

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,089,162 272,291 512,011 784,303 97,952 97,952 △378,443 1,592,974

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）

14,089 14,089 1,645,159

中間会計期間中の変動額

資本準備金減少差益取崩
（注）

   

剰余金の配当（注）   △99,485

中間純利益   97,952

自己株式の取得   △36,563

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△3,178 △3,178 △3,178

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△3,178 △3,178 △41,273

平成18年９月30日　残高
（千円）

10,911 10,911 1,603,885

 （注）平成18年６月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

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）

1,089,162 272,291 512,011 784,303 186,938 186,938 △405,147 1,655,256

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △46,471 △46,471  △46,471

中間純利益     62,328 62,328  62,328

自己株式の取得       △16,784 △16,784

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）

    15,857 15,857 △16,784 △926

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,089,162 272,291 512,011 784,303 202,795 202,795 △421,931 1,654,329

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）

9,042 9,042 1,664,298

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △46,471

中間純利益   62,328

自己株式の取得   △16,784

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△2,528 △2,528 △2,528

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△2,528 △2,528 △3,455

平成19年９月30日　残高
（千円）

6,514 6,514 1,660,843
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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）

1,089,162 272,291 624,579 896,870 △13,082 △13,082 △341,880 1,631,069

事業年度中の変動額

資本準備金減少差益取崩
（注）

  △13,082 △13,082 13,082 13,082   

剰余金の配当（注）   △99,485 △99,485    △99,485

当期純利益     186,938 186,938  186,938

自己株式の取得       △63,267 △63,267

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）

  △112,567 △112,567 200,020 200,020 △63,267 24,186

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,089,162 272,291 512,011 784,303 186,938 186,938 △405,147 1,655,256

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）

14,089 14,089 1,645,159

事業年度中の変動額

資本準備金減少差益取崩
（注）

   

剰余金の配当（注）   △99,485

当期純利益   186,938

自己株式の取得   △63,267

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,047 △5,047 △5,047

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,047 △5,047 19,139

平成19年３月31日　残高
（千円）

9,042 9,042 1,664,298

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

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約
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

税引前中間（当期）純
利益

106,715 108,844 259,461

減価償却費 10,104 12,121 20,548

無形固定資産減価償却
費

4,589 2,459 7,675

退職給付引当金の増加
額（△減少額）

1,487 △436 3,832

賞与引当金の増加額
（△減少額）

11,385 3,655 25,891

受取利息及び受取配当
金

△169 △765 △561

有価証券利息 － △3,671 △4,753

投資事業組合運用益 － △6,261 －

支払利息 511 112 1,128

投資有価証券売却益 △2,099 － －

投資有価証券評価損 970 － 970

売上債権の増減額（△
増加額）

44,725 △25,056 18,604

たな卸資産の増減額
（△増加額）

△29,885 △9,679 △12,794

仕入債務の増減額
（△減少額）

23,734 △4,131 34,493

未払消費税の増減額
（△減少額）

6,881 △7,703 14,945

その他の資産・負債の
増減額

23,856 12,512 40,963

小計 202,806 81,999 410,405

利息及び配当金の受取
額

168 4,441 5,313

利息の支払額 △534 △112 △1,057

役員退職慰労金の支払
額

△330,000 － △330,000

法人税等の支払額 △43,392 △101,213 △77,557

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△170,951 △14,885 7,103
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約
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）

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

△1,852 △29,862 △4,475

有形固定資産の売却に
よる収入 

－ 913 －

無形固定資産の取得に
よる支出

△2,262 △195 △2,746

投資有価証券の取得に
よる支出

△398,855 △303,500 △698,855

投資有価証券の売却に
よる収入

400,955 300,000 698,855

子会社株式の取得によ
る支出 

－ △285,000 －

貸付による支出 － △70,000 △810

貸付金の回収による収
入

40 － 40

その他の投資の増加額
（△減少額）

△2,652 △1,060 △4,984

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△4,626 △388,704 △12,976

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増減額 － △100,000 －

自己株式取得による支
出

△36,563 △16,784 △63,267

配当金の支払額 △99,093 △46,375 △99,403

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△135,656 △163,159 △162,670

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
加額（△減少額）

△311,234 △566,748 △168,543

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,321,398 1,152,855 1,321,398

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

1,010,164 586,107 1,152,855
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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 (1）有価証券 (1）有価証券

　その他有価証券

①子会社株式

　移動平均法による原価法

②その他有価証券 　その他有価証券

  時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等

  に基づく時価法（評価差

  額は全部純資産直入法に

  より処理し、売却原価は

  移動平均法により算定）

  時価のあるもの

同左

  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）

  時価のないもの

  移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

  時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

  仕掛品

個別法による原価法

(2）たな卸資産

  仕掛品

同左

(2）たな卸資産

  仕掛品

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）

２．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　 ８～50年

工具器具備品 ５～15年

(1）有形固定資産

　同左

 

 

(会計方針の変更)

　法人税法の改正（(所得税

法等の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日　政令第

83号)）に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更し

ております。

  なお、これにより営業利

益、経常利益及び税引前中

間純利益に与える影響は軽

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日以前に得し

た資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しておりま

す。

  なお、これにより営業利

益、経常利益及び税引前中

間純利益に与える影響は軽

微であります。

         　　　　　

(1）有形固定資産

　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）

(2）無形固定資産

　定額法を採用しておりま

す。

　なお、ソフトウェア（自

社利用）については、社内

における見込利用可能期間

（５年）による定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒による損失

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

額を計上することとしてお

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

　従業員に対する賞与の支

給に備えるため、将来の支

給見込額のうち当中間会計

期間の負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支

給に備えるため、将来の支

給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、当中間会計期間

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。

　数理計算上の差異は、そ

の発生時の事業年度で一括

で費用処理することとして

おります。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、そ

の発生時の事業年度で一括

で費用処理しております。

 

 

 

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．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（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 　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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しており

ます。

消費税等の会計処理　

同左

消費税等の会計処理　

同左

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

第８号　平成17年12月９日）を適用し

ております。従来の資本の部の合計に

相当する金額は1,603,885千円でありま

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第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。従来の資本の部の合計に相当す

る金額は1,664,298千円であります。

　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、改正後の中間財

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　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

224,116千円 231,153千円 234,560千円

※２　消費税等の取扱い ※２　消費税等の取扱い ※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等を

相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示してあります。

同左 ──────

３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と貸出

コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当

中間会計期間末の借入実行残高は

次のとおりであります。

３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と貸出

コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当

中間会計期間末の借入実行残高は

次のとおりであります。

３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と貸出

コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当

事業年度末の借入実行残高は次の

とおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
300,000千円

借入実行残高 － 

差引額 300,000千円

貸出コミットメ

ントの総額
300,000千円

借入実行残高 － 

差引額 300,000千円

貸出コミットメ

ントの総額
300,000千円

借入実行残高 － 

差引額 300,000千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの

有価証券利息 2,099千円 有価証券利息 3,671千円

投資事業組合運

用益

6,261千円

有価証券利息 4,753千円

※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 511千円 支払利息 112千円 支払利息 1,128千円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 10,104千円

無形固定資産 4,589千円

有形固定資産 12,121千円

無形固定資産 2,459千円

有形固定資産 20,548千円

無形固定資産 7,675千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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）

発行済株式

普通株式 4,649,665 － － 4,649,665

合計 4,649,665 － － 4,649,665

自己株式

普通株式 670,265 61,800 － 732,065

合計 670,265 61,800 － 732,065

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加61,800株は、市場買付による増加61,000株及び単元未満株式の買取りによる

　　　増加800株であります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月26日

定時株主総会
普通株式 99,485 25 平成18年３月31日 平成18年６月26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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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）

発行済株式

普通株式 4,649,665 － － 4,649,665

合計 4,649,665 － － 4,649,665

自己株式

普通株式 777,065 28,000 － 805,065

合計 777,065 28,000 － 805,065

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加28,000株は、市場買付による増加によるものであります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月25日

定時株主総会
普通株式 46,471 12 平成19年３月31日 平成19年６月26日
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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）

発行済株式

普通株式 4,649,665 － － 4,649,665

合計 4,649,665 － － 4,649,665

自己株式

普通株式 670,265 106,800 － 777,065

合計 670,265 106,800 － 777,065

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加106,800株は、市場買付による増加106,000株及び単元未満株式の買取りによ

　　　る増加800株であります。

２．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26日

定時株主総会
普通株式 99,485 25 平成18年３月31日 平成18年６月27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

（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６月25日

定時株主総会
普通株式 46,471 利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月26日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

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）

現金及び預金勘定 1,010,164千円

現金及び現金同等物 1,010,164千円

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 586,107千円

現金及び現金同等物 586,107千円

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,152,855千円

現金及び現金同等物 1,152,855千円
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（リース取引関係）

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）

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、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器
具備品

5,435 4,529 906

合計 5,435 4,529 906

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器
具備品

－ － －

合計 － － －

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

5,435 5,073 362

合計 5,435 5,073 362

(2）未経過リース料中間期末残

高相当額

(2）未経過リース料中間期末残

高相当額

(2）未経過リース料期末残高相

当額

１年内 968千円

１年超 －千円

合計 968千円

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

１年以内 390千円

１年超 －千円

合計 390千円

(3）支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

(3）支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

(3）支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 589千円

減価償却費相当

額
543千円

支払利息相当額 21千円

支払リース料 393千円

減価償却費相当

額
362千円

支払利息相当額 2千円

支払リース料 1,179千円

減価償却費相当

額
1,087千円

支払利息相当額 32千円

(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）支払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

法については、利息法によっ

ております。

 （減損損失について）

 　リース資産に配分された減損

損失はありません。

(5）支払利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

 

 （減損損失について）

同左

(5）支払利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

 

 （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 3,875 22,275 18,399

合計 3,875 22,275 18,399

２．時価のない有価証券の主な内容

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 2,880

投資事業組合への出資 3,601

（当中間会計期間）

　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。

（前事業年度）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成19年３月31日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 3,875 19,124 15,248

合計 3,875 19,124 15,248

２．時価のない有価証券の主な内容

前事業年度（平成19年３月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 2,880

投資事業組合への出資 3,601

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　該当事項はありません。

（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　  409円41銭 １株当たり純資産額　  431円99銭 １株当たり純資産額　  429円76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金額

   24円85銭     16円16銭 47円73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株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 97,952 62,328 186,938

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）
97,952 62,328 186,938

期中平均株式数（千株） 3,941 3,856 3,916
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── (連結子会社の吸収合併について)

  平成19年11月16日開催の取締役会に

おいて、当社の連結子会社である株式

会社スウゼプロダクトを吸収合併する

ことを決議いたしました。

１.合併の目的

　   グループの経営資源を集約して

   効率化を図るためであります。

２.合併の要旨及び時期

　①合併する相手会社の名称

　　株式会社スウゼプロダクト

　②合併の日程

　　合併契約承認取締役会

　　  平成19年11月16日

　  合併契約締結日

　　  平成19年11月20日

    合併効力発生日

　　　平成20年４月１日(予定)

　　合併登記

　　　平成20年４月上旬(予定)

３.合併の方法、合併後の会社名称

　   当社が、株式会社スウゼプロダ

   クトを吸収合併するものとし、当

   該合併による商号、事業内容、本

   店所在地、代表者の役職及び氏 

   名、決算期の変更はありません。

     また、株式会社スウゼプロダク

   トは当社の100％子会社であり、

   合併に際して新株式の発行や資本

   金の増加はありません。

４.相手会社の主な事業内容、規模

　①主な事業内容

　　ソフトウェア開発

　②規模

    直近期の売上高

　　　659百万円(平成19年４月期)

　　当期純利益

　　　６百万円(平成19年４月期)

    総資産

　　　193百万円(平成19年４月30日)

　　純資産

　　　60百万円(平成19年４月30日)

　　資本金

　　　50百万円(平成19年４月30日)

　　従業員数

　　　89名(平成19年４月30日)

──────
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