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（百万円未満切捨て） 

１．20 年３月中間期の業績（平成 19 年 10月１日～平成 20年３月 31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   ％ 

20年３月中間期 3,192 (   8.3) 310 ( △2.8) 319 ( △2.0) 78 (△51.8) 
19年３月中間期 2,949 (   4.1) 319 (  14.3) 326 (  13.8) 163 (  56.6) 

19年９月期 6,084 (   5.9) 487 (  15.6) 517 (  17.7) 244 (  72.0) 
 

 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 
20年３月中間期 20 67 20 57 
19年３月中間期 43 59 42 92 

19年９月期 65 26 64 18 
 
(参考) 持分法投資損益 20年３月中間期 －百万円 19年３月中間期 －百万円 19年９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 
20年３月中間期 3,873 2,494 64.4 651 37 
19年３月中間期 3,707 2,460 66.4 655 84 

19年９月期 3,814 2,514 65.9 663 26  
(参考) 自己資本 20年３月中間期 2,494百万円 19年３月中間期 2,460百万円 19年９月期 2,514百万円

（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 
20年３月中間期 203 △32 △71 1,291 
19年３月中間期 － － － － 

19年９月期 － － － － 

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９月期 － － － 24  00 24  00 

20年９月期(実績) － －   
20年９月期(予想)   － 20  00 

20  00 

３．20 年９月期の業績予想（平成 19 年 10月１日～平成 20年９月 30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 6,450(   6.0) 506(   3.9) 505( △2.3) 185(△24.2) 48   32   
 

 



― 2 ― 
 

㈱インフォメーションクリエーティブ（証券コード）4769  平成20年９月期 中間決算短信（非連結） 
 

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  無 
② ①以外の変更  無 

（注）詳細は、36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の変更」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） 

20年３月中間期 3,866,135株 19年３月中間期 3,866,135株 19年９月期 3,866,135株 

② 期末自己株式数 

20年３月中間期 37,194株 19年３月中間期 114,094株 19年９月期 74,394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、46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 

 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、原油などの原材料価格の高騰、サブプライムローン

問題に端を発した世界的な金融市場の変動などから米国経済の景気減速懸念が生じ、先行き不透

明感が増してきました。当社が属する情報サービス業界におきましては、景気に対する不安要素

があったものの、企業の旺盛な情報化投資意欲に支えられ堅調なうちに推移いたしました。 

このような状況のなかで当社は、既存顧客からの継続受注を確保するとともに、新規顧客の開

拓と新規案件の獲得に注力してまいりました。又、人材の確保・育成のために採用活動の強化を

推進するとともに、品質及び情報セキュリティ向上のための教育を徹底してまいりました。 

これらの結果、当中間会計期間におきましては、主力事業でありますソフトウェア開発及びシ

ステム運用におきまして、金融、通信、製造、サービスの各業種向け案件を中心に受注が堅調に

推移いたしました。その結果、売上高は3,192百万円と前年同期と比べ243百万円(前年同期比

8.3％増)の増収となりました。一方、利益面におきましては、研究開発費の増加などにより営業

利益は310百万円と前年同期と比べ９百万円(前年同期比2.8％減)の減益、経常利益は319百万円と

前年同期と比べ６百万円(前年同期比2.0％減)の減益となりました。なお、中間純利益につきまし

ては、投資有価証券の評価損失の発生により78百万円と前年同期と比べ84百万円(前年同期比

51.8％減)の減益となりました。 

 

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 

 

（ソフトウェア開発） 

ソフトウェア開発につきましては、製造、通信の各業種向けシステム開発の受注が増加したこ

とにより、売上高は1,446百万円と前年同期と比べ96百万円(前年同期比7.2％増)の増収となりま

した。 

（システム運用） 

システム運用につきましては、金融、サービス、製造の各業種向けサーバ構築及びシステム運

用管理の受注が増加したことにより、売上高は1,118百万円と前年同期と比べ111百万円(前年同期

比11.1％増)の増収となりました。 

（ネットワークソリューション） 

ネットワークソリューションにつきましては、金融、通信、サービスの各業種向けネットワー

ク構築・運用サービスの受注が増加したことにより、売上高は499百万円と前年同期と比べ41百万

円(前年同期比9.1％増)の増収となりました。 

（その他） 

その他につきましては、LSIの設計の受注は堅調に推移いたしましたが、パッケージソフトウェ

アの販売に伴うOA機器の販売及び電子デバイスのテスティング作業の受注が減少したことにより、

売上高は128百万円と前年同期と比べ６百万円(前年同期比4.9％減)の減収となりました。 
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② 当期の見通し 

国内経済は減速傾向にあるものの、企業の情報化投資におきましては受注情況から勘案すると堅

調に推移すると見込まれます。平成20年９月期の業績といたしましては、平成20年５月２日付「平

成20年９月期中間および通期の業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表したとおり、売上高

6,450百万円(前年同期比6.0%増)、営業利益506百万円（前年同期比3.9％増）、経常利益505百万円

（前年同期比2.3％減）、当期純利益は185百万円（前年同期比24.2％減）を予想しております。 

 

③ 中期経営計画等の進捗状況 

当社は、平成18年から平成20年度までの中期経営計画を策定し取り組んでおります。「既存事業

分野の選択と集中による付加価値向上」、「プロダクトソリューションを次期主要事業に育成」、

「プロジェクトマネージャーの育成」という３つの重点施策を推進中であります。 

 

[既存事業分野の選択と集中による付加価値向上] 

顧客サイトの集約と請負化の推進、組込みソフト開発分野の強化などを推進し、付加価値の

向上に努めております。 

[プロダクトソリューション(自社製パッケージソフト販売)を次期主要事業に育成] 

自社製パッケージソフト「チケット for Windows」の販売につきましては、順調に推移して

おりますが、理容美容向けASPサービス「サロンキーパーコーマ」つきましては、相次ぐ機能強

化対策の影響により発売時期に大幅な遅れ（平成19年４月より発売開始）が生じたため、販売

計画を見直し、実施中であります。 

[プロジェクトマネージャーの育成] 

ITSSを参考にした教育ロードマップを導入し、プロジェクトマネージャーの育成を図っ

ております。 

 

④ 目標とする経営指標の達成状況 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は8.0％にしておりま

す。 

達成状況といたしましては、次のとおりであります。 

 中間 通期(予想) 

経常利益率（％） 10.0 7.8 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当中間会計期間末の資産合計は3,873百万円(前事業年度末比59百万円の増加)となりました。

これは主に現金及び預金が39百万円、有価証券が60百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当中間会計期間末の負債合計は1,379百万円(前事業年度末比79百万円の増加)となりました。

これは主に未払法人税等が75百万円、賞与引当金が24百万円、退職給付引当金が34百万円増加

したことによるものであります。 

（純資産） 

当中間会計期間末の純資産合計は2,494百万円(前事業年度末比20百万円の減少)となりました。

これは主に中間純利益78百万円の計上がありましたが、配当金91百万円の支払による減少であ

ります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間よりキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との対比は行って

おりません。 

当中間会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は1,291百万円となりました。 

 

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・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額82百万円となったものの、税引前中

間純利益208百万円となり、投資有価証券評価損111百万円の計上があったことにより、203百万円

の収入となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券取得による支出25百万円、固定資産取得

による支出７百万円により、32百万円の支出となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使による収入19百万円があったものの、

配当金の支払額90百万円となり、71百万円の支出となりました。 
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③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年９月中間期 

自己資本比率（％） 64.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 55.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債率（％） ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（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 
キャッシュ・フロー対有利子負債率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
(注１) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
(注２) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注３) 有利子負債は、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。 

 

(3) 利益分配に関する基本的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上の重要課題の一つとして位置付けております。財

務体質の強化と将来の事業基盤の拡大に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当

の維持継続に留意し、業績等を勘案の上、株主の皆様への利益配分政策を実施することを基本方針

としております。このような基本方針に基づき、当期の利益配当金につきましては、年間配当金20

円を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考

えられる主な事項を記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当短信発表日現在

において当社が判断したものであります。 

 

① 特定の販売先への依存度 

当社の販売先のうち、株式会社日立情報システムズをはじめとする日立グループ会社への販売は、

平成20年３月中間期売上高の59.5％を占める状況であります。 

したがって、同社やグループ会社の受注動向の変化やその他の理由により、当社との取引が縮小

された場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 製品・サービスの品質問題 

当社は、設計・開発などの各過程において品質管理を行うことが重要であると認識しております。

そのため、平成14年３月にISO9001:2000を認証取得し、ISOの基準に基づいた品質管理を行っていま

す。しかしながら、当社の提供する製品・サービスにおいて、不具合の発生やサービス不良など品

質上の問題が発生しないという保証はありません。 

したがって、品質上の問題が発生した場合には、取引先などに対する信用を失墜させ、営業活動

に支障をきたすとともに、手直し・回収などの追加コストや損害賠償責任などの発生により、業績

や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 情報セキュリティ 

当社は、取引の中で個人情報など各種情報を取り扱います。そのため、平成15年10月にプライバ

シーマークを認定取得し、個人情報に関する法令やその他規範の遵守を徹底しています。しかしな

がら、当社からの情報漏洩が発生しないという保証はありません。 

したがって、情報漏洩が発生した場合には、社会的信用や取引先などに対する信用を失墜させ、

営業活動に支障をきたすとともに、損害賠償責任などの発生により、業績や財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

④ 人員の拡充 

当社のビジネスモデルである顧客密着型ソリューションサービスは、優秀なIT技術者の確保と育

成が重要であると考えておりますが、今後、必要な人員の拡充が計画どおりに進まない状況が生じ

た場合には、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 係争について 

当社は、平成19年９月に元従業員の遺族より、安全配慮義務違反に係る損害賠償請求訴訟を提起

されております。当社としましては損害賠償責任を負う原因はないと考え現在係争中でありますが、

その結果によっては業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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２. 企業集団の状況 

 当社の企業集団は、前事業年度末には連結対象会社がなくなり、関係会社に該当する会社もなくな

りました。そのため、該当事項はありません。 
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３. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、「お客様に喜んでいただけるコンピュータサービス」をモットーに、特定のメ

ーカーや顧客に左右されない独立系のソフト会社として、さまざまな領域において顧客に密着した

専門技術の提供を使命に掲げております。 

大型汎用機からパソコンに至るまでのトータル性を活かした複合サービス、ソフトウェア開発事

業とシステム運用事業を柱とした情報技術サービスにおいて、お客様に最適なサービスを提供して

おります。 

今後のネットワーク時代に向け、独自の専門技術と得意分野を活かしたきめ細やかなサービスを

より幅広く提供し、顧客の抱えるあらゆる問題の解決に役立ててまいります。 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は8.0％にしておりま

す。既存事業分野の選択と集中による付加価値の向上に加えプロダクトソリューション事業の拡大

を図り、安定的な収益体質を維持し続けてまいります。 

過去３年間の経常利益率は次のとおりであります。 

 第28期 第29期 第30期 

経常利益率（％） 7.0 7.7 8.5 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、変革するビジネス環境において競争力のある事業運営を実現することを目指しておりま

す。そのための中期戦略といたしましては、「既存事業分野の選択と集中による付加価値向上」、

「プロダクトソリューションを次期主要事業に育成」、「プロジェクトマネージャーの育成」とい

う３つの重点目標の実現により、収益性の向上を図ってまいります。 

 

そのための中期重点推進事項は、次のとおりであります。 

 

① 既存事業分野の選択と集中による付加価値向上 

既存事業分野におけるサービス領域の取捨選択を進め、成長が見込めるサービス領域に経営資源

を集中させ、付加価値の向上を図ってまいります。 
 

② プロダクトソリューションを次期主要事業に育成 

自社製品「チケット for Windows」及びASPサービス「サロンキーパーコーマ(Salon Keeper 

COMA)」の販売を推進してまいります。又、新たなASPサービス製品の開発を行い、市場に投入して

まいります。 
 

③ プロジェクトマネージャーの育成 

プロジェクトマネージャーの育成を目指した教育ロードマップの導入を図ってまいります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当社ビジネスモデル「顧客密着型」のソリューションサービスの特徴は、顧客企業様にチームで

技術者が常駐し、顧客ニーズに対して迅速かつ最適な情報サービスを提供することであります。顧

客ニーズを更に満足させる必要からプロジェクトマネージメントのできる優秀なSEを育成・確保す

ることが課題であり、この課題を解決するために教育制度及び人事制度の充実を図るとともに、社

員の定着率の向上、新卒者の採用活動の強化にも継続的に取り組んでまいります。 

又、中期の経営戦略の一つでありますプロダクトソリューションの事業育成におきまして、ASPサ

ービス「サロンキーパーコーマ」の発売時期の遅れにより見直した販売計画を確実に遂行し、収益

貢献させることがプロダクトソリューション事業拡大のために急務であると考えております。 

なお、平成21年９月期より適用される日本版SOX法の対応につきましては、内部統制強化に向けた

体制整備を図りながら、全社横断的に取り組んでおります。 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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４. 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 該当事項はありません。 

 なお、連結子会社であったグローバルテクノロジーアライアンス株式会社は平成19年３月15日に

清算結了したため、前連結会計年度末においては連結子会社がなくなりましたので、前中間連結会

計期間の中間連結貸借対照表及び前連結会計年度の連結貸借対照表は作成しておりません。 
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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10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比
(％) 

金額(千円) 百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   2,949,551 100.0 6,084,218 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,317,921 78.6 4,923,480 80.9 

売上総利益   631,630 21.4 1,160,737 19.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  312,623 10.6 674,163 11.1 

営業利益   319,007 10.8 486,574 8.0 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  725  1,532  

２ 受取配当金  2,892  14,201  

３ 為替差益  0  ―  

４ 有価証券評価益  2,123  4,616  

５ 保険事務取扱手数料  824  1,664  

６ 雑収入  1,379 7,945 0.3 9,453 31,469 0.5 

Ⅴ 営業外費用     

１ 為替差損  8  14  

２ 雑損失  45 54 0.0 61 76 0.0 

経常利益   326,898 11.1 517,966 8.5 

Ⅵ 特別損失     

１ 固定資産廃棄損  224  335  

２ 固定資産売却損  ―  5,027  

３ 投資有価証券評価損  28,946  49,967  

４ 投資有価証券売却損  2,224 31,394 1.1 2,224 57,554 0.9 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  295,503 10.0 460,412 7.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

 93,137  171,595  

法人税等調整額  19,864 113,002 3.8 24,876 196,471 3.3 

中間(当期)純利益   182,500 6.2 263,940 4.3 
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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10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 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 393,579 1,566,458 △54,752 2,313,161 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △67,513 ― △67,513 

 中間純利益 ― ― 182,500 ― 182,500 

 自己株式の処分 ― 65 ― 617 682 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) ― 65 114,987 617 115,670 

平成19年３月31日残高(千円) 407,874 393,644 1,681,446 △54,135 2,428,831 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,377,626 

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 中間純利益 ― ― 182,500 

 自己株式の処分 ― ― 682 

 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) 

△32,560 △32,560 △32,560 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △32,560 △32,560 83,109 

平成19年３月31日残高(千円) 31,904 31,904 2,460,736 
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前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 393,579 1,566,458 △54,752 2,313,161 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △67,513 ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 263,940 ― 263,940 

 自己株式の処分 ― 2,088 ― 19,436 21,525 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) ― 2,088 196,427 19,436 217,952 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 395,668 1,762,886 △35,316 2,531,113 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,377,626 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 263,940 

 自己株式の処分 ― ― 21,525 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△80,662 △80,662 △80,662 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △80,662 △80,662 137,290 

平成19年９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 
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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10月１日 
至 平成19年３月31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10月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  295,503 460,412 

２ 減価償却費  8,787 20,904 

３ 賞与引当金の増加額  14,000 29,000 

４ 役員賞与引当金の増加額  ― 6,410 

５ 貸倒引当金の減少額  △1,847 △1,847 

６ 退職給付引当金の増加額  43,378 39,206 

７ 受取利息及び受取配当金  △3,617 △15,734 

８ 固定資産廃棄損  224 335 

９ 固定資産売却損  ― 5,027 

10 投資有価証券売却損  2,224 2,224 

11 投資有価証券評価損  28,946 49,967 

12 売上債権の増加額  △29,865 △73,109 

13 たな卸資産の増減額(△は増加)  △26,017 4,343 

14 その他資産の減少額  58,616 150,709 

15 仕入債務の増減額(△は減少)  650 △21,527 

16 未払金の増減額(△は減少)  △434 34,439 

17 未払消費税等の増加額  17,613 33,367 

18 その他負債の増減額(△は減少)  △3,460 811 

19 役員賞与の支払額  △11,220 ― 

小計  393,481 724,938 

20 利息及び配当金の受取額  3,610 15,728 

21 法人税等の支払額  △105,048 △194,992 

営業活動によるキャッシュ・フロー  292,042 545,674 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 固定資産売却による収入  ― 9,534 

２ 固定資産取得による支出  △34,612 △41,724 

３ 投資有価証券売却による収入  4,201 4,201 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △30,410 △27,988 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 新株予約権の行使による収入  682 21,525 

２ 配当金の支払額  △67,451 △67,521 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △66,768 △45,996 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  194,863 471,689 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  720,057 720,057 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  914,920 1,191,746 
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 
 連結子会社の数   ―社 

 連結子会社の名称  ― 
 前連結会計年度において連結子会社であったグロ
ーバルテクノロジーアライアンス株式会社は、平成

19年３月15日に清算結了したため、当中間連結会計
期間末には連結子会社はありません。したがって中
間連結財務諸表のうち、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書は作成しておりますが、中間連結
貸借対照表は作成しておりません。 

 連結子会社の数   ―社 

 連結子会社の名称  ― 
 前連結会計年度において連結子会社であったグロ
ーバルテクノロジーアライアンス株式会社は、平成

19年３月15日に清算結了したため、当連結会計年度
末には連結子会社はありません。したがって連結財
務諸表のうち、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書は作成
しておりますが、連結貸借対照表は作成しておりま
せん。 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 
 関連会社がありませんので、記載しておりませ
ん。 

 同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 
中間決算日が中間連結決算日と異なる場合の内容等 

 グローバルテクノロジーアライアンス株式会社は
平成19年３月15日に清算結了しましたので、連結子
会社の最後の事業年度は平成18年10月１日から平成

19年３月15日までとなっております。 

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

 グローバルテクノロジーアライアンス株式会社は
平成19年３月15日に清算結了しましたので、連結子
会社の最後の事業年度は平成18年10月１日から平成

19年３月15日までとなっております。 

４ 会計処理基準に関する事項 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) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 
 中間連結会計期間末日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、移動平均法により算
定) 

  ①  その他有価証券 

    時価のあるもの 
 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時
価法(評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算定) 

    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 

 移動平均法による原価法 
  ②  たな卸資産 
   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     個別法による原価法 
   ｂ  原材料 
     最終仕入原価法 

  ②  たな卸資産 
   ａ  商品、製品及び仕掛品 

     同左 
   ｂ  原材料 
     同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10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 (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 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 ３年～50年

器具及び備品 ３年～20年
 

  ①  有形固定資産 
    同左 
   （会計処理の変更） 

 平成19年４月１日以降取得した有形固定資産
の減価償却の方法については、平成19年度の税
制改正により導入された減価償却の方法により

減価償却費を計上しております。なお、この変
更による損益に与える影響は軽微であります。 

  ②  無形固定資産 

    定額法 
 ただし、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(３年)に基づく均等償却額を比較し、いず
れか大きい額を計上しております。 
 自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法によ
っております。 

  ②  無形固定資産 

 同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①  貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等の特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。 

  ①  貸倒引当金 
 同左 

  ②  賞与引当金 
 従業員に対する賞与支給に備えるため、支給
見込額を計上しております。 

  ②  賞与引当金 
 同左 

  ③  役員賞与引当金 
 役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、当中間連結会計期間における支給見込額を

計上することとしております。 
 なお、当中間連結会計期間においては、合理
的に見積ることが困難なため、計上しておりま

せん。 

  ③  役員賞与引当金 
 役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、当連結会計年度における支給見込額を計上

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、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当中間連結会計期間末において
発生していると認められる額を計上しておりま

す。 
 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により、翌連結会計年度より費用処理
しております。 

  ④  退職給付引当金 
 当社は、従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、当連結会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上してお

ります。 
 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により、翌連結会計年度より費用処理
しております。 

(4) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事

項 

(4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理方法 
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。 

   消費税等の会計処理方法 
 同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

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 

５ 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内
に満期日の到来する流動性の高い、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
負わない短期的な投資であります。 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内
に満期日の到来する流動性の高い、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
負わない短期的な投資であります。 
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(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

該当事項はありません。 

 

(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10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要項目は、次のとお
りであります。 

役員報酬 46,380千円
給料及び賞与 77,087千円
賞与引当金繰入額 28,876千円

退職給付費用 3,844千円
福利費 24,018千円
不動産賃借料 31,391千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要項目は、次のとお
りであります。 

役員報酬 93,020千円
給料及び賞与 195,122千円
賞与引当金繰入額 30,188千円

退職給付費用 7,696千円
福利費 48,818千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 115,394 ― 1,300 114,094 
 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 
 ストックオプションの行使による減少   1,300株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 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12月20日 
定時株主総会 

普通株式 67,513 18 平成18年９月30日 平成18年12月21日 

 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 115,394 ― 41,000 74,394 
 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 
 ストックオプションの行使による減少    41,000株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 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12月20日 
定時株主総会 

普通株式 67,513 18 平成18年９月30日 平成18年12月21日 

 

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

決議 株式の種類 配当の原資 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12月19日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 91,001 24 平成19年９月30日 平成19年12月20日 
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(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10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と当社の中間
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 634,069千円
有価証券勘定 280,850千円

計 914,920千円

現金及び現金同等物 914,920千円
  

１ 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 

現金及び預金勘定 860,759千円
有価証券勘定 330,986千円

計 1,191,746千円

現金及び現金同等物 1,191,746千円
  

 

(リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

当中間連結会計期間については、中間連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注

記事項として記載しております。 

 

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注記事項と

して記載しております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

 

前中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度中に付与したストック・オプションはありません。 
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(セグメント情報) 

【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10月１日 至 平成19年３月31日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は全

社 連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売
上高 

1,349,279 1,007,483 457,970 134,818 2,949,551 ― 2,949,551 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ― ― 

計 1,349,279 1,007,483 457,970 134,818 2,949,551 ― 2,949,551 

営業費用 1,080,895 823,558 376,984 139,411 2,420,850 209,694  2,630,544 

営業利益又は営業損失(△) 268,384 183,924 80,985 △4,593 528,701 (209,694) 319,007 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 
(2)システム運用事業 システムの運用 
(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 
(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及び保守,ASPサービス, 

ハードウェア設計,商品の販売 
３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

209,694千円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

 

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 
 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は 
全社 連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 2,794,711 2,086,010 955,131 248,364 6,084,218 ― 6,084,218 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 2,794,711 2,086,010 955,131 248,364 6,084,218 ― 6,084,218 

営業費用 2,321,021 1,752,827 805,681 277,484 5,157,015 440,628 5,597,643 

営業利益又は営業損失(△) 473,689 333,183 149,449 △29,120 927,202 (440,628) 486,574 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 
(2)システム運用事業 システムの運用 
(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 
(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及びその保守,ASPサービス,ハー

ドウェア設計,商品の販売 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、440,628千円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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【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10月１日 至 平成19年３月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１株当たり純資産額 ― ― 

１株当たり中間(当期)純利益 48.65円 70.32円 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 47.91円 69.16円 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 ― ― 

普通株式に係る純資産額 ― ― 

差額の主な内訳 ― ― 

普通株式の発行済株式数 ― ― 

普通株式の自己株式数 ― ― 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数 

― ― 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益 182,500千円 263,940千円 

普通株式に係る中間(当期)純利益 182,500千円 263,940千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳   

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 3,751千株 3,753千株 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算
定に用いられた中間(当期)純利益調整後の主要な
内訳 

  

― ― ― 
潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算
定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳 

  

 新株予約権 58千株 63千株 
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)純利益の算定に含まれなかった
潜在株式の概要 

― ― 
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(重要な後発事象) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 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19年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前事業年度末 
要約貸借対照表 

(平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   634,069   900,250   860,759  

２ 受取手形   ―   800   2,146  

３ 売掛金   1,002,985   1,045,183   1,044,083  

４ 有価証券   280,850   391,590   330,986  

５ たな卸資産   45,019   11,610   14,658  

６ 繰延税金資産   164,132   186,761   170,856  

７ その他   47,142   104,186   55,142  

流動資産合計   2,174,200 58.6  2,640,382 68.2  2,478,633 65.0 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1          

(1) 建物   44,008   37,313   39,839  

(2) 器具及び備品   20,667   20,679   21,060  

(3) 土地   137,547   124,591   124,591  

有形固定資産 
合計 

  202,223 5.5  182,584 4.7  185,491 4.8 

２ 無形固定資産   37,073 1.0  36,409 0.9  37,120 1.0 

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券   842,844   606,745   740,707  

(2) 保険積立金   189,331   91,000   89,474  

(3) 繰延税金資産   86,413   140,879   107,692  

(4) その他   196,620   196,505   196,383  

貸倒引当金   △20,955   △20,955   △20,955  

投資その他の 
資産合計 

  1,294,254 34.9  1,014,176 26.2  1,113,302 29.2 

固定資産合計   1,533,552 41.4  1,233,169 31.8  1,335,915 35.0 

資産合計   3,707,752 100.0  3,873,551 100.0  3,814,548 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成19年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前事業年度末 
要約貸借対照表 

(平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   124,213   115,598   102,035  

２ 未払金   361,178   370,538   398,974  

３ 未払法人税等   100,542   165,838   90,398  

４ 未払消費税等 ※2  58,739   44,606   74,492  

５ 賞与引当金   343,000   382,000   358,000  

６ 役員賞与引当金   ―   ―   17,630  

７ その他   46,114   58,020   49,139  

流動負債合計   1,033,789 27.9  1,136,602 29.3  1,090,671 28.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金   213,038   242,891   208,865  

２ その他   189   ―   94  

固定負債合計   213,227 5.7  242,891 6.3  208,960 5.5 

負債合計   1,247,016 33.6  1,379,494 35.6  1,299,631 34.1 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   407,874 11.0  407,874 10.5  407,874 10.7 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   389,037   389,037   389,037  

(2) その他資本 
  剰余金 

  4,607   8,491   6,631  

資本剰余金合計   393,644 10.6  397,528 10.3  395,668 10.3 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   42,116   42,116   42,116  
(2) その他利益 
  剰余金 

          

特別償却準備金   2,076   409   409  

別途積立金   525,000   525,000   525,000  

繰越利益剰余金   1,112,254   1,183,184   1,195,361  

利益剰余金合計   1,681,446 45.4  1,750,709 45.2  1,762,886 46.2 

４ 自己株式   △54,135 △1.5  △17,646 △0.5  △35,316 △0.9 

株主資本合計   2,428,831 65.5  2,538,466 65.5  2,531,113 66.3 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  31,904 0.9  △44,408 △1.1  △16,196 △0.4 

評価・換算 
差額等合計 

  31,904 0.9  △44,408 △1.1  △16,196 △0.4 

純資産合計   2,460,736 66.4  2,494,057 64.4  2,514,917 65.9 

負債純資産合計   3,707,752 100.0  3,873,551 100.0  3,814,548 100.0 

           

 



 
 

㈱インフォメーションクリエーティブ（証券コード）4769  平成20年９月期 中間決算短信（非連結） 
 

― 31 ― 

(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   2,949,551 100.0  3,192,983 100.0  6,084,218 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,317,921 78.6  2,527,747 79.2  4,923,480 80.9 

売上総利益   631,630 21.4  665,235 20.8  1,160,737 19.1 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費   312,195 10.6  354,857 11.1  673,736 11.1 

営業利益   319,434 10.8  310,377 9.7  487,001 8.0 

Ⅳ 営業外収益 ※1  6,849   9,373   30,372  

Ⅴ 営業外費用   39   38   61  

経常利益   326,244 11.1  319,712 10.0  517,312 8.5 

Ⅵ 特別利益 ※2  538   ―   538  

Ⅶ 特別損失 ※3  31,170   111,439   57,330  

税引前中間 
(当期)純利益 

  295,612 10.0  208,273 6.5  460,521 7.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

 92,737   159,177   171,195   

法人税等調整額  39,374 132,112 4.5 △29,728 129,448 4.0 44,386 215,581 3.5 

中間(当期) 
純利益 

  163,500 5.5  78,824 2.5  244,939 4.0 
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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10月１日 至 平成19年３月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 4,542 393,579 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 中間純利益 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 65 65 

 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) 

― ― 65 65 

平成19年３月31日残高(千円) 407,874 389,037 4,607 393,644 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却 
準備金 

別途積立金 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,016,267 1,585,459 △54,752 2,332,161 

中間会計期間中の変動額        

 剰余金の配当 ― ― ― △67,513 △67,513 ― △67,513 

 中間純利益 ― ― ― 163,500 163,500 ― 163,500 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 617 682 

 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) 

― ― ― 95,986 95,986 617 96,669 

平成19年３月31日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,112,254 1,681,446 △54,135 2,428,831 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,396,627 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 中間純利益 ― ― 163,500 

 自己株式の処分 ― ― 682 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△32,560 △32,560 △32,560 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△32,560 △32,560 64,108 

平成19年３月31日残高(千円) 31,904 31,904 2,460,736 
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当中間会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 6,631 395,668 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 中間純利益 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 1,860 1,860 

 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) 

― ― 1,860 1,860 

平成20年３月31日残高(千円) 407,874 389,037 8,491 397,528 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却 
準備金 

別途積立金 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成19年９月30日残高(千円) 42,116 409 525,000 1,195,361 1,762,886 △35,316 2,531,113 

中間会計期間中の変動額        

 剰余金の配当 ― ― ― △91,001 △91,001 ― △91,001 

 中間純利益 ― ― ― 78,824 78,824 ― 78,824 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 17,670 19,530 

 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) 

― ― ― △12,176 △12,176 17,670 7,353 

平成20年３月31日残高(千円) 42,116 409 525,000 1,183,184 1,750,709 △17,646 2,538,466 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △91,001 

 中間純利益 ― ― 78,824 

 自己株式の処分 ― ― 19,530 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△28,212 △28,212 △28,212 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△28,212 △28,212 △20,859 

平成20年３月31日残高(千円) △44,408 △44,408 2,494,057 
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前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 4,542 393,579 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 2,088 2,088 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 2,088 2,088 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 6,631 395,668 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却 
準備金 

別途積立金 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,016,267 1,585,459 △54,752 2,332,161 

事業年度中の変動額        

 剰余金の配当 ― ― ― △67,513 △67,513 ― △67,513 

 当期純利益 ― ― ― 244,939 244,939 ― 244,939 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 19,436 21,525 

 特別償却準備金の取崩 ― △1,667 ― 1,667 ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― △1,667 ― 179,093 177,426 19,436 198,951 

平成19年９月30日残高(千円) 42,116 409 525,000 1,195,361 1,762,886 △35,316 2,531,113 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,396,627 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 244,939 

 自己株式の処分 ― ― 21,525 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△80,662 △80,662 △80,662 

事業年度中の変動額合計(千円) △80,662 △80,662 118,289 

平成19年９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間及び前事業年度は、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・

フロー計算書を作成しておりましたので、中間キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロ

ー計算書は作成しておりません。 
 

  
当中間会計期間 

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31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   

１ 税引前中間純利益  208,273 

２ 減価償却費  10,656 

３ 賞与引当金の増加額  24,000 

４ 役員賞与引当金の減少額  △17,630 

５ 退職給付引当金の増加額  34,025 

６ 受取利息及び受取配当金  △4,881 

７ 固定資産廃棄損  53 

８ 投資有価証券評価損  111,386 

９ 売上債権の減少額  246 

10 たな卸資産の減少額  3,047 

11 その他資産の増加額  △50,690 

12 仕入債務の増加額  13,563 

13 未払金の減少額  △28,785 

14 未払消費税等の減少額  △29,886 

15 その他負債の増加額  7,385 

小計  280,763 

16 利息及び配当金の受取額  4,879 

17 法人税等の支払額  △82,335 

営業活動によるキャッシュ・フロー  203,306 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 固定資産取得による支出  △7,090 

２ 投資有価証券取得による支出  △25,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △32,090 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 新株予約権行使による収入  19,530 

２ 配当金の支払額  △90,652 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △71,122 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  100,093 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,191,746 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,291,840 
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 

   ① 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) 
    時価のないもの 
     移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 

   ① その他有価証券 
    時価のあるもの 
     同左 

 
 
 

 
    時価のないもの 
     同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) 有価証券 

   ① 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) 
    時価のないもの 
     移動平均法による原価法 

 (2) たな卸資産 

   ① 商品、製品及び仕掛品 
    個別法による原価法 
   ② 原材料 

    最終仕入原価法 

 (2) たな卸資産 

   ① 商品、製品及び仕掛品 
    同左 
   ② 原材料 

    同左 

 (2) たな卸資産 

   ① 商品、製品及び仕掛品 
    同左 
   ② 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 

   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 ３年～50年
器具及び 
備品 ３年～20年
 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

   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 ３年～50年
器具及び 
備品 ３年～20年

  (追加情報) 
   当中間会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額ま
で償却が終了した翌年から５年
間で均等償却する方法によって

おります。 
   当該変更に伴う損益に与える

影響は、軽微であります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

   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 ３年～50年
器具及び 
備品 ３年～20年

  (会計処理の変更) 
   平成19年４月１日以降取得し

た有形固定資産の減価償却の方

法については、平成19年度の税
制改正により導入された減価償
却の方法により減価償却費を計

上しております。なお、この変
更による損益に与える影響は軽
微であります。 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 
   ただし、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(３年)に基づく均等償却額
を比較し、いずれか大きい額を

計上しております。 
   自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によ
っております。 

 (2) 無形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

   同左 
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前中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について
は、貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等の特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上して
おります。 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対する賞与支給に備
えるため、支給見込額を計上し
ております。 

 (2) 賞与引当金 

   同左 

 (2) 賞与引当金 

   同左 

 (3) 役員賞与引当金 
   役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当中間会

計期間における支給見込額を
計上することとしておりま
す。 

   なお、当中間会計期間におい
ては、合理的に見積ることが
困難なため、計上しておりま

せん。 

 (3) 役員賞与引当金 
   同左 
 

 (3) 役員賞与引当金 
   役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額を計上
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、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づ
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

生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(５年)によ
る定額法により、翌期から費用

処理しております。 

 (4) 退職給付引当金 
   同左 

 (4) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債
務及び年金資産に基づき、当期
末において発生している額を計

上しております。 
   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)によ
る定額法により、翌期から費用
処理しております。 

――――― 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、要求払預金及び取
得日から３ヶ月以内に満期日又
は償還日の到来する流動性の高

い、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短期的な投

資であります。 

――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

５ その他中間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方法 

   消費税及び地方消費税の会計
処理は、税抜方式によっており
ます。 

５ その他中間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方法 

   同左 

５ その他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方法 

   同左 
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成19年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前事業年度末 
(平成19年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

102,378千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

98,933千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

93,187千円 
※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、未払消費税等
として表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

   同左 

――――― 

 

(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目は、次

のとおりであります。 
受取利息 724千円
受取配当金 2,892千円

保険事務取扱手数料 824千円
 

※１ 営業外収益の主要項目は、次

のとおりであります。 
受取利息 1,569千円
受取配当金 3,312千円

保険事務取扱手数料 851千円
有価証券評価益 2,506千円
有価証券売却益 405千円
 

※１ 営業外収益の主要項目は、次

のとおりであります。 
受取利息 1,532千円
受取配当金 14,201千円
保険事務取扱 
手数料 1,664千円

保険金収入 7,869千円
 

※２ 特別利益の主要項目は、次の

とおりであります。 
貸倒引当金戻入益 538千円

 

――――― ※２ 特別利益の主要項目は、次の

とおりであります。 
貸倒引当金戻入益 538千円

 
※３ 特別損失の主要項目は、次の

とおりであります。 
投資有価証券 
売却損 2,224千円

投資有価証券 
評価損 

28,946千円
 

※３ 特別損失の主要項目は、次の
とおりであります。 

固定資産廃棄損 53千円
投資有価証券 
評価損 111,386千円
 

※３ 特別損失の主要項目は、次の
とおりであります。 

固定資産廃棄損 110千円
固定資産売却損 5,027千円
投資有価証券 
評価損 

49,967千円

投資有価証券 
売却損 2,224千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,412千円
無形固定資産 2,231千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,649千円
無形固定資産 4,007千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 13,390千円
無形固定資産 7,369千円
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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10月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 115,394 ― 1,300 114,094 
 
  （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減少    1,300株 

 

当中間会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 74,394 ― 37,200 37,194 
 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 
 ストックオプションの行使による減少   37,200株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 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12月19日 
定時株主総会 

普通株式 91,001 24 平成19年９月30日 平成19年12月20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当中間会計期間後となるも

の 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 115,394 ― 41,000 74,394 
 
  （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減少   41,000株 
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間及び前事業年度については、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

したので、財務諸表の注記事項として記載しておりません。 
 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20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 

 
現金及び預金勘定 900,250千円
有価証券勘定 391,590千円

計 1,291,840千円

現金及び現金同等物 1,291,840千円
  

 

(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 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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(有価証券関係) 

前中間会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 当中間会計期間末(平成19年３月31日) 

その他有価証券 取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 739,041 792,844 53,802 

計 739,041 792,844 53,802 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当中間会計期間において減損処理を行い、

特別損失「投資有価証券評価損」28,946千円を計上しております。 
なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は期末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄
について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％程度の株式の減損にあたっては、個別銘柄ご

とに、当該期末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損処理をし
ております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 当中間会計期間末 
(平成19年３月31日) 

その他有価証券 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

中期国債ファンド 100,308 

公社債投資信託 180,541 

匿名組合出資金 50,000 

計 330,850 

 

３ 子会社株式及び関連会社で時価のあるものは、ありません。 
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当中間会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 当中間会計期間末(平成20年３月31日) 

その他有価証券 取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 606,633 533,593 △73,040 

その他 25,000 23,152 △1,847 

計 631,633 556,745 △74,888 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当中間会計期間において減損処理を行い、

特別損失「投資有価証券評価損」111,386千円を計上しております。 
なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は期末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄
について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％程度の株式の減損にあたっては、個別銘柄ご

とに、当該期末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損処理をし
ております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 当中間会計期間末 
(平成20年３月31日) 

その他有価証券 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

中期国債ファンド 100,608 

公社債投資信託 251,726 

株式投資信託 39,255 

匿名組合出資金 50,000 

計 441,590 
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前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 

区分 当事業年度末(平成19年９月30日) 

その他有価証券 取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 718,020 690,707 △27,312 

計 718,020 690,707 △27,312 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当事業年度において減損処理を行い、特別
損失「投資有価証券評価損」49,967千円を計上しております。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は事業年度末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上
の銘柄について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄
ごとに、当該事業年度末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損

処理をしております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 当事業年度末 
平成19年９月30日 

その他有価証券 貸借対照表計上額(千円) 

中期国債ファンド 100,444 

公社債投資信託 230,541 

匿名組合出資金 50,000 

計 380,986 

 

３ 子会社株式及び関連会社で時価のあるものは、ありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

当中間会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

 当社はデリバティブ取引をまったく利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 なお、前中間会計期間及び前事業年度は、連結財務諸表の注記事項として記載しておりましたので、

記載しておりません。 

 

(持分法損益等) 

当中間会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

 当社は関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 なお、前中間会計期間及び前事業年度は、連結財務諸表の注記事項として記載しておりましたので、

記載しておりません。 

 

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１株当たり純資産額 655.84円 651.37円 663.26円 

１株当たり中間(当期)純利益 43.59円 20.67円 65.26円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 42.92円 20.57円 64.18円 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

中間貸借対照表の純資産の部
の合計額 

2,460,736千円 2,494,057千円 2,514,917千円 

普通株式に係る純資産額 2,460,736千円 2,494,057千円 2,514,917千円 

差額の主な内訳 ― ― ― 

普通株式の発行済株式数 3,866千株 3,866千株 3,866千株 

普通株式の自己株式数 114千株 37千株 74千株 

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数 

3,752千株 3,828千株 3,791千株 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

中間損益計算書上の 
中間(当期)純利益 

163,500千円 78,824千円 244,939千円 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

163,500千円 78,824千円 244,939千円 

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳 

   

― ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 3,751千株 3,814千株 3,753千株 

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた中間(当期)純利益調整
後の主要な内訳 

   

― ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳 

   

 新株予約権 58千株 16千株 63千株 

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
まれなかった潜在株式の概要 

 
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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(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

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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６. その他 

該当事項はありません。 

 




