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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 4,771 － △1,250 － △1,238 － △2,018 －

19年６月中間期 － － － － － － － －

19年12月期 6,718 － 205 － 222 － △361 －

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６月中間期 △77 53 － －

19年６月中間期 － － － －

19年12月期 △13 88 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 －百万円

（注）平成19年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、前年中間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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 5,533 1,757 31.8 67 51

19年６月中間期 － － － － －

19年12月期 6,535 3,871 59.2 148 66

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,757百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 3,871百万円

（注）平成19年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、前年中間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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年６月中間期 4 △147 △89 538

19年６月中間期 － － － －

19年12月期 41 △739 △116 771

（注）平成19年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、前年中間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12月期 － － － － － － 3 50 3 50

20年12月期 － － － － － － － － － －

20年12月期（予想） － － － － － － － － 0 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 9,374 － △736 － △721 － △1,513 － △58 10

（注）平成19年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

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

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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） 20年６月中間期 26,051,832株 19年６月中間期 －株 19年12月期 26,051,832株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 10,756株 19年６月中間期 －株 19年12月期 10,158株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ぺージ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

　平成19年６月中間期は、平成19年12月期が平成19年４月１日から平成19年12月31日までの９ヶ月決算となっているた

め記載しておりません。

(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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 4,694 － △1,248 － △1,236 － △2,294 －

19年６月中間期 － － － － － － － －

19年12月期 6,637 － 201 － 217 － △108 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 △88 10

19年６月中間期 － －

19年12月期 △4 16

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 5,474 1,718 31.4 66 00

19年６月中間期 － － － － －

19年12月期 6,469 4,107 63.5 157 73

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,718百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 4,107百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．平成19年６月28日開催の第38期定時株主総会において定款の一部変更が決議され、事業年度を１月１日から12

月31日までと変更しました。その経過措置として、前連結会計年度及び前事業年度は、平成19年４月１日から平成

19年12月31日までの９ヶ月間となっております。

２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績

予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の３ページを参照

してください。

３．通期の連結業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を減額

修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成20年10月７日公表の「業績予想および配当予

想の修正に関するお知らせ」及び平成20年10月22日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ（補足説明）」をご

参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した米国経済の景気後退懸念や、原

油及び原材料価格の高騰などにより、企業部門での設備投資計画の伸びが鈍化し、景気の足取りが一層弱まって推移

いたしました。

　情報サービス産業におきましては、厳しい経済状況のなか、各企業の情報化に関する投資は抑制傾向であり経費も

削減傾向にあります。特にソフトウェア開発によるソリューションビジネス分野では、大型プロジェクト数が減少傾

向にあり、加えて価格低減圧力もあって、非常に厳しい舵取りを求められております。

　このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）においては、重点分野である自治体、リレーション、

テレコム及び各支店における従来のビジネスは堅調に推移いたしました。特に自治体ビジネスにおいては、行政運営

支援サービス（FAST－Web版）の実績や信頼を基に、新規案件の獲得に成功いたしました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は4,771百万円となりました。

　しかし、短納期へのリスク対応が十分でなかったなどのために、不採算プロジェクトが発生し、追加作業に係る原

価219百万円及び瑕疵補修費用引当金42百万円を計上するにいたりました。さらに、一部の取引先の信用懸念から貸倒

引当金669百万円及び受注損失引当金343百万円を計上した結果、営業損失は1,250百万円、経常損失は1,238百万円と

なりました。

　従業員に対する退職一時金制度及び規約型確定給付企業年金制度を平成20年３月31日に廃止し、平成20年４月１日

に確定拠出年金制度に移行したことによって退職給付制度移行益452百万円を特別利益に計上した一方で、不採算事業

の整理縮小を含めた見直しにより、動画広告サービス事業及び通信制高校向けASPサービス事業から撤退することとい

たしました。そこで動画広告サービス事業については減損損失264百万円、ASPサービス事業についてはリース解約損

失引当金550百万円を特別損失に計上しました。また、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、繰延税金資産に係

る評価性引当額が増加したことにより、法人税等調整額を371百万円計上いたしました。これらの結果、中間純損失は

2,018百万円となりました。

　以上のような経営環境のもと既存のビジネスを維持しながら、この困難な状況を克服し、再び成長軌道に乗せるた

め、現在、社長直轄プロジェクトとして「再成長戦略の策定」、「財務体質の健全化」、「リスク管理体制の強化」

を強力に推進しております。

　サービス品目別の業績は次の通りです。

①　アプリケーションソフトウェア開発

　アプリケーションソフトウェア開発は、主に官公庁、金融業および通信、流通、製造業などの業務向けソフトウェ

アの開発が中心であります。当中間連結会計期間におきましては、売上高は3,735百万円となりました。

②　パッケージソフトウェア開発 

　パッケージソフトウェア開発は、主に自治体を中心とする行政運営支援サービス（FAST－Web版）のソフトウェアの

開発が中心であります。当中間連結会計期間におきましては、自治体の会計年度に合わせたサービスが主体となり、

売上高は611百万円になりました。

③　コンピュータ機器等販売 

　コンピュータ機器等販売は、主に自治体および一般企業を取引先として、コンピュータ機器とその周辺機器やネッ

トワーク製品を中心とした販売が中心であります。当中間連結会計期間におきましては、パッケージソフト同様、会

計年度に合わせた商談が主体となり、売上高は424百万円となりました。

（当期の見通し）

　当期の見通しにつきましては、いざなぎ景気を超えた好景気の終焉により、情報サービス産業におきましても、情

報化投資の手控えが懸念されますが、当社グループといたしましては、ソフトウェア開発への回帰を念頭に、既存の

お客様とのつながりを強固にし、更にビジネスを拡大しつつ、企業価値の向上に努めてまいります。

　通期（平成20年12月期）の連結業績につきましては、売上高は中間期の減少要因に加え営業部門の一部を廃止した

ことにより当該部門が下期に予定していた売上高が無くなり9,374百万円となる見通しです。営業損失は中間期におけ

る不採算プロジェクト及び一部の取引先の信用懸念の影響で736百万円、経常損失は721百万円、当期純損失は中間期

における特別利益、特別損失ならびに法人税等調整額の影響で1,513百万円を見込んでおります。

　なお、平成20年10月７日付で「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」、平成20年10月22日付で「業績

予想の修正に関するお知らせ（補足説明）」を発表しております。
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

当中間連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,001百万円減少し5,533百万円となりました。流動

資産は、貸倒引当金が増加したこと等により562百万円減少し3,564百万円となりました。また、固定資産は、繰

延税金資産が減少したこと等により、439百万円減少し1,969百万円となりました。

（負債及び純資産の部）

負債は、リース解約損失引当金が発生したこと等により1,111百万円増加し3,775百万円となりました。また、

純資産は、当期純損失等が発生したこと等により2,113百万円減少し1,757百万円となり、自己資本比率は31.8％

となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純損失1,641

百万円に加え退職給付引当金の減少や売上債権が増加した一方で、貸倒引当金が増加し、リース解約損失引当金

が増加したこと等により前連結会計年度末に比べ232百万円の減少となりました。その結果、当中間連結会計期間

の資金残高は538百万円となりました。

  当中間連結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）

営業活動の結果得られた資金は４百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失1,641百万円に加え、

退職給付引当金の減少836百万円、売上債権の増加498百万円等の減少要因が発生した一方で、貸倒引当金の増加

669百万円、リース解約損失引当金の増加502百万円、受注損失引当金の増加343百万円、長期未払金の増加285百

万円、仕入債務の増加271百万円、たな卸資産の減少265百万円、減損損失264百万円等による増加要因があったこ

とによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は147百万円となりました。これは主に賃貸不動産の売却による収入９百万円を上

回る、有形固定資産の取得による支出81百万円、無形固定資産の取得による支出71百万円等があったことによる

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は89百万円となりました。これは主に配当金の支払による支出89百万円等があっ

たことによるものであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年12月期
平成20年６月

中間期

自己資本比率（％） 60.9 56.7 58.0 59.2 31.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
119.0 117.4 87.7 79.7 93.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － －

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比率：有利子負債／キャッシュ・フロー　

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）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３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　　利益配分についてきましては、今後の事業基盤の強化及び将来の事業展開などを勘案の上、配当性向30％程度を目

処とすることを基本方針としてまいりましたが、平成20年12月期の業績予想を斟酌し、誠に遺憾ながら年末の配当は

見送らざるを得ない状況にあります。

(4）事業等のリスク

　　当社グループ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及びその他の重要と

考えられる事項を以下において記載しております。当社グループの事業、業績及び財務状況は、かかるリスク要因の

いずれによっても著しい悪影響を受ける可能性があります。当社の有価証券の市場価格は、これらの要因のいずれに

よっても下落する可能性があります。当社グループは、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、当社株式に関する判断は、本項及び本書中の本項以外の部分も併

せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

　　なお、文中の将来に関する事項は当中間連結会計期間末において、当社グループで判断したものであります。

①　財政状態及び経営成績

　　当社グループのソフトウェア開発業務は、お客様の信頼性確保を最重要と考え、品質重視の開発を行っております

が、開発期間や要件の変更等、様々な要因によるコスト増に伴い当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

②　特定の取引先等、取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度について

　　当社グループの主要顧客であるＮＴＴグループ等とは長期契約を締結しておりません。今後も当該取引先との安定

的な取引が確保できるよう努めてまいりますが、ＮＴＴグループ等の経営状況や取引方針の変更によっては、当社グ

ループとの取引が減少する可能性があります。

③　特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度について

　　当社グループが展開しております情報サービス事業は、コンピュータやソフトウェア開発に関し常に進化し続ける

新技術を適用しており、将来の製品や技術に対し不確実な要素があります。
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④　情報漏洩について

　　システムインテグレーション業務を事業としている当社グループでは、事業遂行上、お客様が保有する個人情報等

の機密情報を受領して作業を進めることがあります。当該情報を含む当社情報資産の管理及び保護は、当社グループ

の重要な経営課題であると共に社会的な責務と認識しております。しかしながら、コンピュータシステムの障害によ

る情報流出や犯罪行為等による情報漏洩が発生した場合、社会的信用失墜に伴うお客様の減少など、当社グループの

業績に大きな影響を与え得る可能性があります。そのため当社グループでは、社内規程に基づき当社グループ及びパー

トナー企業を含め情報管理に対する啓蒙活動を行うとともにセキュリティシステムの拡充に努めております。

⑤　委託先管理について

　　当社グループでは、パートナー企業に業務委託を行うことにより、システム開発のピーク対策や納期保持の堅守を

図っております。この場合、法的問題がないように契約の確認等は厳密に行っておりますが、万が一委託先などに問

題が生じた場合、法的制裁を受けるだけでなくお客様からの信頼が著しく低下し、当社グループの経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。

⑥　会社と役員又は議決権の過半数を実質的に所有している株主との重要な取引関係等について

　　親会社の日本における子会社であるＥＤＳジャパン有限会社からソフトウェアの開発業務を請け負っております。

なお、これらの業務は一般的な取引内容であり、特定の利益になるような取引は行っておりません。また、当社の親

会社であるエレクトロニック・データ・システムズ・コーポレーションは、当社の株式を13,973千株（議決権比率

53.8％）保有しており、当社はＥＤＳグループから平成20年６月末日現在で３名の取締役を受け入れております。

　　このような影響力を背景に、当社の親会社であるエレクトロニック・データ・システムズ・コーポレーションは自

らの利益にとって最善であるが、その他の株主の利益とならないかもしれない行動をとる可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、アメリカ合衆国テキサス州に本社を置く、エレクトロニック・データ・システムズ・コーポレーション

（ＥＤＳ）を親会社とし、日本国内においては当社、子会社１社で構成し、アプリケーションソフトウェア及びパッ

ケージソフトウェアの開発、製造、販売並びにコンピュータ機器等の販売などの営業品目を提供する情報サービス事

業を展開しております。

  なお、事業の種類別セグメントは情報サービス単一でありますので、営業品目別に表示しております。

 （営業品目の内容）

　(1）アプリケーションソフトウェア開発

　　　アプリケーションソフトウェア開発は、主に官公庁、金融業及び通信、製造業などの業務分野向けソフトウェア

の開発を主として行っております。

　(2）パッケージソフトウェア開発

 　　   パッケージソフトウェア開発は、主に自治体を中心とする行政運営支援サービスのソフトウェアの開発を主とし

て行っております。

  (3）コンピュータ機器等販売

      コンピュータ機器等販売は、主に自治体及び一般企業を取引先として、コンピュータ機器とその周辺機器やネッ

トワーク製品を中心としたハードウェアの販売を行っております。

企業集団の状況を図示すると下記のようになります。

子会社一覧表

会社名 出資比率 主な業務内容

 ジェイ・エス・エンジニアリング株式会社（ＪＳＥ） 100.0%  ソフトウェアの製造及び運用管理

　なお、平成20年８月26日付けで当社の親会社であるエレクトロニック・データ・システムズ・コーポレーション（ＥＤ

Ｓ）は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置くヒューレット・パッカードに買収され議決権の被所有割合100％の

完全子会社となっております。

事業系統図
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３．経営方針
(1）会社の経営方針

  当社グループは、『顧客指向』、『株主指向』、『品質指向』、『社員指向』を経営理念として、総合的なサービ

スを提供しながら、常に企業価値の最大化を目指し、お客様・株主の皆さま・当社グループに従事する社員と三位一

体化した最大満足を追求し続けております。また、その延長線上にあるものが企業としての社会貢献であるという信

念の下、絶えず「業務における優越性」、「お客様との信頼性」、「製品・技術の優位性」を目指しながら、“21世

紀を栄え続ける企業”であることを経営の基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、マーケットの変化を常に先取りし、自ら迅速に、かつダイナミックに変化し続ける企業でありつ

づけるため、ITサービス業界の伸長を上回る持続的な成長を目指します。

(3）中長期的な経営戦略

  情報サービス産業における企業の情報化投資は縮小傾向にあり、質的転換が迫られており、その投資の方向は業務

の効率化目的から企業改革へと向かっております。そのような環境下で、当社グループは企業コンセプト“Total 

Solution Provider For Innovation”の下、お客様にコンサルティングからアプリケーション、ハードウェア、ネッ

トワーク、保守運用までトータルとして提供し、お客様の“変革”の総合的なサポートを目指します。

(4）会社の対処すべき課題

  目標とする経営指標及び中長期経営戦略の達成のためには、以下の取り組みが不可欠と考えております。

 ①「再成長戦略の策定」

・ 既存のお客様の深耕

・ 新規のお客様の獲得

・ サービスラインアップの拡充

 ②「財務体質の健全化」

・ 全社的業務効率の改善

・ デリバリーモデルの最適化

・ オフショアの拡大

 ③「リスク管理体制の強化」

・ 法令及び社内規定の遵守

・ コーポレートガバナンスの徹底

・ リスク査定の実施

　当社グループは、今後の情報サービス産業界に予想される情報化投資の一巡化による市場の圧縮や、一部大規模企

業による寡占化にいち早く対応するため、これらの課題に対処していくと共に法令及び社内規定遵守といった管理面

での充実を図り、お客様、株主様からより大きな信頼を得られるように努めてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　米ヒューレット・パッカード社は、当社の親会社のエレクトロニック・データ・システムズ・コーポレーションを

買収すると平成20年５月13日に発表し、平成20年８月26日に同買収の手続を完了しました。
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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20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

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 538,331 771,269

２．売掛金 1,503,821 1,005,458

３．たな卸資産 833,169 1,098,393

４．未収還付法人税等 － 19,375

５．未収入金 458,839 456,296

６．繰延税金資産 206,288 212,835

７．短期貸付金 500,000 500,000

８．その他 ※１ 196,354 65,986

貸倒引当金 △672,586 △3,136

流動資産合計 3,564,218 64.4 4,126,478 63.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２

(1）賃貸資産 93,108 46,465

(2）建物 79,329 86,886

(3）工具器具及び備品 61,814 214,267

(4）土地 25,229 259,481 25,229 372,848

２．無形固定資産

(1）賃貸ソフトウェア 97,701 70,611

(2）ソフトウェア 89,807 90,339

(3）ソフトウェア仮勘定 28,002 11,775

(4）その他 9,348 224,859 9,348 182,074

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 185,153 187,181

(2）保証金 295,803 294,415

(3）賃貸不動産 － 10,765

(4）長期性預金 1,000,000 1,000,000

(5）破産更生債権等 10,859 12,472

(6）繰延税金資産 － 356,976

(7）その他 28,145 28,732

貸倒引当金 △34,759 1,485,201 △36,372 1,854,171

固定資産合計 1,969,542 35.6 2,409,094 36.9

資産合計 5,533,760 100.0 6,535,573 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

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 694,565 423,068

２．未払金 329,565 280,710

３．未払法人税等 14,789 5,150

４．前受金 570,619 441,042

５．預り金 270,719 108,177

６．１年以内リース資産減損勘定 34,088 －

７．賞与引当金 59,581 66,757

８．受注損失引当金 343,200 －

９．１年以内リース解約損失引当金 96,370 －

10．１年以内事業整理損失引当金 2,741 －

11．瑕疵補修費用引当金 42,000 －

12．その他 ※１ 63,601 72,408

流動負債合計 2,521,842 45.5 1,397,314 21.4

Ⅱ　固定負債

１．長期未払金 305,362 19,788

２．リース資産減損勘定 90,902 －

３．繰延税金負債 6,100 －

４．退職給付引当金 － 836,386

５．リース解約損失引当金 816,834 410,700

６．事業整理損失引当金　 7,310 －

７．その他 27,450 －

固定負債合計 1,253,960 22.7 1,266,874 19.4

負債合計 3,775,802 68.2 2,664,189 40.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本     

１．資本金 1,302,591 23.5 1,302,591 19.9

２．資本剰余金 1,883,737 34.0 1,883,737 28.8

３．利益剰余金 △1,442,190 △26.0 667,841 10.2

４．自己株式 △3,277 △0.0 △3,173 △0.0

株主資本合計 1,740,860 31.5 3,850,997 58.9

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金 17,097 0.3 20,386 0.3

評価・換算差額等合計 17,097 0.3 20,386 0.3

純資産合計 1,757,958 31.8 3,871,384 59.2

負債純資産合計 5,533,760 100.0 6,535,573 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 4,771,431 100.0 6,718,426 100.0

Ⅱ　売上原価 4,164,503 87.3 5,367,249 79.9

売上総利益 606,928 12.7 1,351,176 20.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,857,726 38.9 1,145,388 17.0

営業利益又は営業損失（△） △1,250,798 △26.2 205,788 3.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 4,240 7,988

２．受取配当金 4,226 3,931

３．債務整理益 2,439 －

４．その他 2,145 13,051 0.2 5,824 17,743 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．原状回復費 1,131 685

２．その他 78 1,210 0.0 440 1,125 0.0

経常利益又は経常損失（△） △1,238,956 △26.0 222,406 3.3

Ⅵ　特別利益

１．前期損益修正益 ※２ 5,510 －

２．退職給付制度移行益 452,526 －

３．本社移転費用引当金戻入益 － 20,494

４．その他 9,460 467,496 9.8 － 20,494 0.3

Ⅶ　特別損失

１．前期損益修正損 ※３ 8,600 －

２．固定資産売却損 ※４ 1,000 400

３．固定資産除却損 ※５ 520 4,969

４．減損損失 ※６ 264,434 －

５．リース解約損失引当金繰入額 ※７ 550,689 410,700

６．事業整理損失引当金繰入額 ※８ 10,051 －

７．その他 35,000 870,297 18.2 1,351 417,421 6.2

税金等調整前中間（当期）純損
失（△）

△1,641,757 △34.4 △174,520 △2.6

法人税、住民税及び事業税 5,257 10,169

法人税等調整額 371,871 377,128 7.9 176,701 186,870 2.8

中間（当期）純損失（△） △2,018,886 △42.3 △361,391 △5.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６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19年12月31日　残高

（千円）
1,302,591 1,883,737 667,841 △3,173 3,850,997

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　   △91,145  △91,145

中間純損失   △2,018,886  △2,018,886

自己株式の取得    △103 △103

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）
    －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △2,110,032 △103 △2,110,136

平成20年６月30日　残高

（千円）
1,302,591 1,883,737 △1,442,190 △3,277 1,740,860

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12月31日　残高

（千円）
20,386 20,386 3,871,384

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　  － △91,145

中間純損失  － △2,018,886

自己株式の取得  － △103

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）
△3,289 △3,289 △3,289

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,289 △3,289 △2,113,425

平成20年６月30日　残高

（千円）
17,097 17,097 1,757,958
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成19年４月１日　至平成19年12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19年３月31日　残高

（千円）
1,302,591 1,883,737 1,146,432 △2,509 4,330,252

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △117,199  △117,199

当期純損失   △361,391  △361,391

自己株式の取得    △664 △664

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
    －

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ － △478,590 △664 △479,255

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,302,591 1,883,737 667,841 △3,173 3,850,997

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）
27,511 27,511 4,357,764

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当  － △117,199

当期純損失  － △361,391

自己株式の取得  － △664

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△7,124 △7,124 △7,124

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△7,124 △7,124 △486,380

平成19年12月31日　残高

（千円）
20,386 20,386 3,871,384
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(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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

税金等調整前中間（当期）純損失（△） △1,641,757 △174,520

減価償却費 55,671 61,028

無形固定資産償却額 25,643 32,633

賞与引当金の減少額 △7,176 △213,115

受注損失引当金の増加額 343,200 －

瑕疵補修費用引当金の増加額 42,000 －

役員賞与引当金の減少額 － △2,700

本社移転引当金の減少額 － △99,246

退職給付引当金の減少額 △836,386 △60,227

リース解約損失引当金の増加額 502,504 410,700

事業整理損失引当金の増加額 10,051 －

貸倒引当金の増加額（△減少額） 669,450 △8,364

受取利息及び受取配当金 △8,467 △11,919

固定資産除却損 520 4,969

固定資産売却損 1,000 400

減損損失 264,434 －

売上債権の減少額（△増加額） △498,362 785,387

未収入金の増加額 △2,543 △387,632

たな卸資産の減少額(△増加額） 265,223 △10,186

前渡金の増加額 △122,786 △48

仕入債務の増加額（△減少額） 271,497 △335,668

未払金の増加額 47,127 2,146

前受金の増加額 129,576 52,055

預り金の増加額 162,542 41,918

預り保証金の減少額 － △140,265

長期未払金の増加額 285,574 37,486

未払消費税等の増加額（△減少額） 30,096 △9,389

その他 △11,984 △21,615

小計 △23,349 △46,172

利息及び配当金の受取額 8,283 8,634

法人税等の支払額 △401 △31,422

法人税等の還付額 19,510 110,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,043 41,419
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当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付による支出 － △500,000

投資有価証券の取得による支出 △3,509 △4,691

有形固定資産の取得による支出 △81,263 △155,228

有形固定資産の売却による収入 － 100

無形固定資産の取得による支出 △71,598 △128,590

敷金及び保証金の差し入れによる支出 △2,901 △71,591

敷金及び保証金の返還による収入 1,514 121,512

賃貸不動産の売却による収入 9,710 －

その他 587 △1,208

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,460 △739,697

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 △103 △664

配当金の支払額 △89,417 △115,603

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,521 △116,267

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △232,938 △814,545

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 771,269 1,585,814

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 538,331 771,269
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　１社

連結子会社名

ジェイ・エス・エンジニアリング㈱

連結子会社の数　　１社

連結子会社名

同左

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

　連結子会社の中間会計期間の末日は、中間連結決

算日と一致しております。

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一

致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 (イ）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、売却原価は主として移動平均法に

より算定）

①　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）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

商品

　当社及び連結子会社は主として総平均法に

よる原価法を採用しております。

②　たな卸資産

商品

同左

仕掛品

　当社及び連結子会社は主として個別法によ

る原価法を採用しております。

仕掛品

同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　当社及び連結子会社は定率法を採用しており

ます。

　ただし、賃貸資産については、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。

①　有形固定資産及び賃貸不動産

　当社及び連結子会社は定率法を採用しており

ます。

　ただし、賃貸資産については、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。

賃貸資産　　　　　　　５年

建物　　　　　　　８～15年

工具器具及び備品　４～20年

賃貸資産　　　　　　　５年

建物　　　　　　　８～15年

工具器具及び備品　４～20年

賃貸不動産　　　　　　47年

（会計方針の変更）

　当社および連結子会社は法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以

後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。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影

響は軽微であります。

 （追加情報）

　当社および連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産について、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

達した連結会計年度の翌連結会計年度より、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。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影

響は軽微であります。

②　無形固定資産

　当社及び連結子会社は定額法を採用しており

ます。

　賃貸ソフトウェアの主な耐用年数は３年～６

年であります。

　市場販売目的のソフトウェアについては、見

込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３

年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却する方法を採用しておりま

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　
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

(ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社及び連結子会社は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

②　賞与引当金

　当社及び連結子会社は従業員賞与の支給に充

てるため、支給見込額のうち当中間連結会計期

間負担額を計上しております。

②　賞与引当金

　当社及び連結子会社は従業員賞与の支給に充

てるため、支給見込額の当期負担額を計上して

おります。

③　受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当

中間連結会計期間末時点で将来の損失が見込ま

れ、かつ、当該損失を合理的に見積ることが可

能なものについては、損失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、各中間連結

会計期間末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しておりましたが、平成

20年３月31日をもって退職一時金制度及び規約

型確定給付企業年金制度を廃止し、平成20年４

月１日に確定拠出年金制度に移行しました。

 （追加情報）

　当社及び連結子会社は、平成20年４月１日に、

確定拠出年金制度（前払い退職金制度を含む）

へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を

適用しております。

　本移行に伴う影響額は以下の通りであります。

退職給付債務の減少 1,300,489 千円

年金資産の減少 △549,261 千円

未認識過去勤務債務 122,144 千円

未認識数理計算上の差異 △59,476 千円

退職給付引当金の減少 813,894 千円

確定拠出制度への資産移換額 361,368 千円

退職給付制度移行益 452,526 千円

　確定拠出年金制度への資産移換額361,368千円

は、６年間で移換する予定であります。なお、

当中間会計期間末時点における未移換額358,998

千円は、未払金及び長期未払金に計上しており

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

込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、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

定額法により費用を減額処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における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按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

⑤　リース解約損失引当金

　転貸リース取引において受取リース料の回収

が見込めなくなったため、将来確実に発生する

と見込まれる支払リース料相当額を当中間連結

会計期間の損失として計上しております。　

⑤　リース解約損失引当金

　転貸リース取引において転貸先の経営環境の

変化により、受取リース料の回収が見込めなく

なったため、将来確実に発生すると見込まれる

支払リース料相当額を当期の損失として計上し

ております。　
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

⑥　事業整理損失引当金

　不採算事業からの撤退に伴い将来発生が予想

される損失額を合理的に見積り計上しておりま

す。　

⑥　　　　　　　――――――

 

⑦　瑕疵補修費用引当金

　特定プログラムの瑕疵補修に充てるため、将

来発生が予想される瑕疵補修費用を合理的に見

積り計上しております。　

⑦　　　　　　　――――――

 

(ニ）重要なリース取引の処理方法

　当社及び連結子会社は、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。

(ニ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）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

(ホ）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

　税抜方式を採用しております。

　　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金の

範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。

同左
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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20年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１　消費税等の表示方法

仮受消費税等と仮払消費税等の中間期末残高の相殺後の金額は、

流動資産の「その他」及び流動負債の「その他」に含めておりま

す。

※１　　　　　　　　　　――――――

※２　有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は301,453千

円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は113,122千円であります。
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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

給料手当・賞与 338,386 千円

賞与引当金繰入額 4,593 千円

受注損失引当金繰入額 343,200 千円

貸倒引当金繰入額 669,450 千円

販売促進費 83,917 千円

役員報酬 43,115 千円

給料手当・賞与 498,359 千円

賞与引当金繰入額 9,804 千円

退職給付費用 21,878 千円

福利厚生費 66,057 千円

地代家賃 76,792 千円

貸倒引当金繰入額 4,108 千円

※２　前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。　　

過年度賃貸資産減価償却費過大計上 951 千円

過年度賃貸ソフトウェア減価償却費過大計上 4,558 千円

合計 5,510 千円

※２　　　　　　　　　　　――――――

※３　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。　　

過年度売上原価過少計上 872 千円

過年度ソフトウェア減価償却費過少計上 7,728 千円

合計 8,600 千円

※３　　　　　　　　　　　――――――

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。　　　

賃貸不動産 1,000 千円

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

土地 400 千円

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。　　　

工具器具及び備品 520 千円

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具及び備品 4,969 千円

※６　減損損失　　　　　　

当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

東京都
渋谷区
他

動画広告
サービス事
業用資産

工具器具及び備品

リース資産

139,443

124,990

  合計　 264,434

当社グループは、事業用資産を継続的に収支の把握を行ってい

る管理会計上の単位である事業部別にグルーピングしており、売

却予定資産については、個別物件をグルーピングの最小単位とし

て減損損失の兆候を判定しております。

当中間連結会計期間において、不採算事業の整理縮小を含めた

見直しを行った結果、将来の営業キャッシュ・フローが継続して

マイナスとなることが見込まれる動画広告サービス事業から撤退

することを平成20年７月31日開催の取締役会において決議いたし

ました。なお資産グループを売却する事は事実上困難であり、資

産グループの回収可能価額は零と判断した為、帳簿価額の264,434

千円の全額を減損損失として特別損失に計上しております。

※６　　　　　　　　　　　――――――
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当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

※７　リース解約損失引当金繰入額

転貸リース取引において受取リース料の回収が見込めなくなっ

たため、将来確実に発生すると見込まれる支払リース料相当額を

当中間連結会計期間の損失として計上しております。　

※７　リース解約損失引当金繰入額　　　　　　

転貸リース取引において転貸先の経営環境の変化により、受取

リース料の回収が見込めなくなったため、将来確実に発生すると

見込まれる支払リース料相当額を当期の損失として計上しており

ます。

※８　事業整理損失引当金繰入額

事業整理損失引当金繰入額は、動画広告サービス事業からの撤

退に伴い発生する損失であり、減損対象としたリース資産に係る

将来支払リース料のうち利息相当額を計上しております。

※８　　　　　　　　　　　――――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 26,051,832 ― ― 26,051,832

合計 26,051,832 ― ― 26,051,832

自己株式

普通株式　　（注） 10,158 598 ― 10,756

合計 10,158 598 ― 10,756

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加598株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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20年３月28日

定時株主総会
普通株式 91,145 3.5 平成19年12月31日 平成20年３月31日

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 26,051,832 ― ― 26,051,832

合計 26,051,832 ― ― 26,051,832

自己株式

普通株式　　（注） 7,542 2,616 ― 10,158

合計 7,542 2,616 ― 10,158

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加2,616株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 117,199 4.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（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20年３月28日

定時株主総会
普通株式 91,145 利益剰余金 3.5 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 538,331千円

投資その他の資産に計上されている「長
期性預金」

1,000,000千円

計 1,538,331千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,000,000千円

現金及び現金同等物 538,331千円

現金及び預金勘定 771,269千円

投資その他の資産に計上されている「長
期性預金」

1,000,000千円

計 1,771,269千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,000,000千円

現金及び現金同等物 771,269千円
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（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

（借主側） （借主側）　

(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)

減損損失累
計額相当額
(千円)　

中間期末残
高相当額
(千円)

工具器具及び
備品

174,605 47,420 124,990 2,193

合計 174,605 47,420 124,990 2,193

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)

工具器具及び
備品

1,062,722 338,212 724,510

合計 1,062,722 338,212 724,510

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 33,154 千円

１年超 94,049 千円

合計 127,203 千円

リース資産減損勘定の残高 124,990 千円

１年内 205,033 千円

１年超 541,915 千円

合計 746,949 千円

　上記の他、転貸リース取引に係る未経過リース料中間期末残高

相当額は以下のとおりです。

　上記の他、転貸リース取引に係る未経過リース料期末残高相当

額は以下のとおりです。

１年内 400,304 千円

１年超 333,833 千円

合計 734,138 千円

１年内 451,857 千円

１年超 533,635 千円

合計 985,493 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

支払リース料 116,726 千円

減価償却費相当額 105,244 千円

支払利息相当額 14,726 千円

減損損失 124,990 千円

支払リース料 203,194 千円

減価償却費相当額 159,316 千円

支払利息相当額 25,982 千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法については、利息法によっておりま

す。

同左

（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。

２．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

２．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

（貸主側） （貸主側）

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 400,304 千円

１年超 333,833 千円

合計 734,138 千円

１年内 451,857 千円

１年超 533,635 千円

合計 985,493 千円

　上記はすべて転貸リース取引に係る未経過リース料中間期末残

高相当額です。

　上記はすべて転貸リース取引に係る未経過リース料期末残高相

当額です。
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 75,719 104,503 28,783

(2）債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 75,719 104,503 28,783

　（注）　株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行うこととしております。

　なお、当中間連結会計期間において、減損処理された株式はありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券 ―

(2）その他有価証券

非上場株式 80,650

前連結会計年度末（平成19年12月31日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 72,210 106,531 34,321

(2）債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 72,210 106,531 34,321

　（注）　その他有価証券で時価のあるものの減損にあたりましては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ

50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能

性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券 ―

(2）その他有価証券

非上場株式 80,650

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日　

至平成19年12月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日　

至平成19年12月31日）

　当社グループはストック・オプション、自社株式オプションまたは自社株式の交付をしておらず、該当事項は

ありません。

（企業結合等）

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日　

至平成19年12月31日）

　該当事項はありません。

ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ(株)(9758)平成 20 年 12 月期中間決算短信

－ 27 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日

至平成19年12月31日）において、当社グループはソフトウェア開発及びこれに関連するコンピュータ機器の販売

等の情報サービス事業を展開しており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日

至平成19年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、

該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日

至平成19年12月31日）において、海外売上高が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20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 　67円51銭

１株当たり中間純損失 　77円53銭

１株当たり純資産額 148円66銭

１株当たり当期純損失 13円88銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につい

ては、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、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）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

中間（当期）純損失（千円） 2,018,886 361,391

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）純損失

（千円）
2,018,886 361,391

期中平均株式数（千株） 26,041 26,042

（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

　該当事項はありません。 同左　
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５．中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

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 518,175 730,329

２．売掛金 1,475,192 994,384

３．たな卸資産 833,664 1,099,089

４．未収還付法人税等 － 18,998

５．未収入金 459,078 455,912

６．繰延税金資産 203,405 212,552

７．短期貸付金 500,000 500,000

８．その他 193,304 59,870

貸倒引当金 △672,586 △3,136

流動資産合計 3,510,235 64.1 4,068,001 62.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２

(1）賃貸資産 93,108 46,465

(2）建物 78,845 85,829

(3）工具器具及び備品 62,039 214,487

(4）土地 25,229 25,229

(有形固定資産合計) 259,222 372,011

２．無形固定資産

(1）賃貸ソフトウェア 97,701 70,611

(2）ソフトウェア 89,807 90,339

(3）ソフトウェア仮勘定 28,002 11,775

(4）その他 9,348 9,348

(無形固定資産合計) 224,859 182,074

３．投資その他の資産 ※２

(1）投資有価証券 185,153 187,181

(2）保証金 292,736 289,880

(3）会員権 26,300 26,300

(4）賃貸不動産 － 10,765

(5）長期性預金 1,000,000 1,000,000

(6）破産更生債権等 10,859 12,472

(7）繰延税金資産 － 356,976

(8）その他 0 0

貸倒引当金 △34,759 △36,372

(投資その他の資産合計) 1,480,289 1,847,204

固定資産合計 1,964,370 35.9 2,401,290 37.1

資産合計 5,474,606 100.0 6,469,291 100.0
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当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

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 676,030 416,318

２．未払金 330,306 280,124

３．未払法人税等 14,699 5,150

４．前受金 570,619 441,042

５．預り金 269,290 107,397

６．１年以内リース資産減損勘定 34,088 －

７．賞与引当金 59,217 66,375

８．受注損失引当金 343,200 －

９．１年以内リース解約損失引当金 96,370 －

10．１年以内事業整理損失引当金 2,741 －

11．瑕疵補修費用引当金 42,000 －

12．その他 ※１ 63,289 71,236

流動負債合計 2,501,852 45.7 1,387,645 21.4

Ⅱ　固定負債

１．長期未払金 305,362 14,118

２．リース資産減損勘定 90,902 －

３．繰延税金負債 6,100 －

４．退職給付引当金 － 835,948

５．リース解約損失引当金 816,834 124,042

６．事業整理損失引当金 7,310 －

７．その他 27,450 －

固定負債合計 1,253,960 22.9 974,108 15.1

負債合計 3,755,812 68.6 2,361,753 36.5

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 1,302,591 23.8 1,302,591 20.1

２．資本剰余金

(1）資本準備金 1,883,737 1,883,737

資本剰余金合計 1,883,737 34.4 1,883,737 29.1

３．利益剰余金

(1）その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,481,355 903,995

利益剰余金合計 △1,481,355 △27.1 903,995 14.0

４．自己株式 △3,277 △0.0 △3,173 △0.0

株主資本合計 1,701,696 31.1 4,087,150 63.2

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金 17,097 0.3 20,386 0.3

評価・換算差額等合計 17,097 0.3 20,386 0.3

純資産合計 1,718,794 31.4 4,107,537 63.5

負債純資産合計 5,474,606 100.0 6,469,291 100.0
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(2) 中間損益計算書

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 4,694,848 100.0 6,637,845 100.0

Ⅱ　売上原価 4,102,968 87.4 5,293,149 79.7

売上総利益 591,880 12.6 1,344,695 20.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,840,738 39.2 1,143,608 17.2

営業利益又は営業損失（△） △1,248,858 △26.6 201,086 3.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 12,698 0.3 17,705 0.3

Ⅴ　営業外費用  447 0.0 1,125 0.0

経常利益又は経常損失（△） △1,236,607 △26.3 217,666 3.3

Ⅵ　特別利益 ※２ 461,826 9.8 19,994 0.3

Ⅶ　特別損失 ※３ 1,139,784 24.3 161,713 2.4

税引前中間純損失（△）又は税
引前当期純利益

△1,914,565 △40.8 75,946 1.1

法人税、住民税及び事業税 5,167  9,091  

法人税等調整額 374,471 379,638 8.1 175,300 184,391 2.8

中間（当期）純損失（△） △2,294,204 △48.9 △108,444 △1.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６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

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12月31日　残高

（千円）
1,302,591 1,883,737 1,883,737 903,995 903,995 △3,173 4,087,150

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   － △91,145 △91,145  △91,145

中間純損失   － △2,294,204 △2,294,204  △2,294,204

自己株式の取得   －  － △103 △103

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）
－ － － △2,385,350 △2,385,350 △103 △2,385,454

平成20年６月30日　残高

（千円）
1,302,591 1,883,737 1,883,737 △1,481,355 △1,481,355 △3,277 1,701,696

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12月31日　残高

（千円）
20,386 20,386 4,107,537

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  － △91,145

中間純損失  － △2,294,204

自己株式の取得  － △103

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△3,289 △3,289 △3,289

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,289 △3,289 △2,388,743

平成20年６月30日　残高

（千円）
17,097 17,097 1,718,794
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年４月１日　至平成19年12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

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）
1,302,591 1,883,737 1,883,737 1,129,639 1,129,639 △2,509 4,313,458

事業年度中の変動額

剰余金の配当   － △117,199 △117,199  △117,199

当期純損失   － △108,444 △108,444  △108,444

自己株式の取得   －  － △664 △664

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）
－ － － △225,643 △225,643 △664 △226,308

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,302,591 1,883,737 1,883,737 903,995 903,995 △3,173 4,087,150

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）
27,511 27,511 4,340,970

事業年度中の変動額

剰余金の配当  － △117,199

当期純損失  － △108,444

自己株式の取得  － △664

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△7,124 △7,124 △7,124

事業年度中の変動額合計

（千円）
△7,124 △7,124 △233,432

平成19年12月31日　残高

（千円）
20,386 20,386 4,107,537
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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
当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12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

移動平均法による原価法

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）

(1）有価証券

子会社株式

同左

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

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法を採用しております。

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

個別法による原価法を採用しております。

仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、賃貸資産については、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。

(1）有形固定資産及び賃貸不動産

　定率法を採用しております。

　ただし、賃貸資産については、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。

賃貸資産　　　　　　　５年

建物　　　　　　　８～15年

工具器具及び備品　４～20年

賃貸資産　　　　　　　５年

建物　　　　　　　８～15年

工具器具及び備品　４～20年

賃貸不動産　　　　　　47年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平

成19年４月１日以後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。

　これによる当事業年度の損益に与える影響は

軽微であります。

（追加情報）　

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産について、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。

　これによる当事業年度の損益に与える影響は

軽微であります。
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項目
当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

(2）無形固定資産

　賃貸ソフトウェアについては、定額法を採用し

ております。主な耐用年数は３年～６年でありま

す。

　市場販売目的のソフトウェアについては、見込

販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以

内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大

きい額を償却する方法を採用しております。

　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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売掛金等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

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の

うち当中間会計期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の

うち当期負担額を計上しております。

(3）受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当中

間会計期間末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、

当該損失を合理的に見積ることが可能なものにつ

いては、損失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、各中間会計期

間末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しておりましたが、平成20年３月31

日をもって退職一時金制度及び規約型確定給付企

業年金制度を廃止し、平成20年４月１日に確定拠

出年金制度に移行しました。

　（追加情報）

　当社は、平成20年４月１日に、確定拠出年金制

度（前払い退職金制度を含む）へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は以下の通りであります。

退職給付債務の減少 1,300,489 千円

年金資産の減少 △549,261 千円

未認識過去勤務債務 122,144 千円

未認識数理計算上の差異 △59,476 千円

退職給付引当金の減少 813,894 千円

確定拠出制度への資産移換額 361,368 千円

退職給付制度移行益 452,526 千円

　確定拠出年金制度への資産移換額361,368千円は、

６年間で移換する予定であります。なお、当中間

会計期間末時点における未移換額358,998千円は、

未払金及び長期未払金に計上しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　過去勤務債務は、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

法により費用を減額処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける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按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。
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項目
当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

(5）リース解約損失引当金

　転貸リース取引において受取リース料の回収が

見込めなくなったため、将来確実に発生すると見

込まれる支払リース料相当額を当中間会計期間の

損失として計上しております。

(5）リース解約損失引当金

　転貸リース取引において転貸先の経営環境の変

化により、受取リース料の回収が見込めなくなっ

たため、将来確実に発生すると見込まれる支払リー

ス料相当額を当期の損失として計上しております。

(6）事業整理損失引当金

　不採算事業からの撤退に伴い将来発生が予想さ

れる損失額を合理的に見積り計上しております。

(6）　　　　　　――――――

(7）瑕疵補修費用引当金

　特定プログラムの瑕疵補修に充てるため、将来

発生が予想される瑕疵補修費用を合理的に見積り

計上しております。

(7）　　　　　　――――――

 

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

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

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
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度末

（平成19年12月31日）

※１　消費税等の表示方法 仮受消費税等と仮払消費税等の中間期末残高

の相殺後の金額は、流動負債の「その他」に含

めております。

─────

※２　減価償却累計額及び減損損失累計額

有形固定資産

投資その他の資産

301,163 千円

― 千円

112,823 千円

11,830 千円

　３　債務保証 ───── ジェイ・エス・エンジニアリング㈱のリース

会社からのリース契約残高に対し、債務保証を

行っております。

　リース残高 286,657 千円
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（中間損益計算書関係）

項目
当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

※１　営業外収益の主要項目

受取利息及び配当金

債務整理益

受取手数料

8,435 千円

2,439 千円

1,205 千円

11,881 千円

― 千円

1,956 千円

※２　特別利益の主要項目

退職給付制度移行益 452,526 千円 ― 千円

※３　特別損失の主要項目

リース解約損失引当金繰入額

減損損失

820,697 千円

264,434 千円

当中間会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

東京
都渋
谷区
他

動画
広告
サー
ビス
事業
用資
産

工具器具及び備品

リース資産

139,443

124,990

  合計　 264,434

当社は、事業用資産を継続的に収支の把

握を行っている管理会計上の単位である事

業部別にグルーピングしており、売却予定

資産については、個別物件をグルーピング

の最小単位として減損損失の兆候を判定し

ております。

当中間会計期間において、不採算事業の

整理縮小を含めた見直しを行った結果、将

来の営業キャッシュ・フローが継続してマ

イナスとなることが見込まれる動画広告サー

ビス事業から撤退することを平成20年７月

31日開催の取締役会において決議いたしま

した。なお資産グループを売却する事は事

実上困難であり、資産グループの回収可能

価額は零と判断した為、帳簿価額の264,434

千円の全額を減損損失として特別損失に計

上しております。　

124,042 千円

― 千円

　４　減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

55,560 千円

25,643 千円

54 千円

60,647 千円

32,633 千円

255 千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　　　（注） 10,158 598 ― 10,756

合計 10,158 598 ― 10,756

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加598株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式　　　（注） 7,542 2,616 ― 10,158

合計 7,542 2,616 ― 10,158

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加2,616株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

（借主側） （借主側）　

(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)

減損損失累
計額相当額
(千円)

中間期末残
高相当額
(千円)

工具器具及び
備品

174,605 47,420 124,990 2,193

合計 174,605 47,420 124,990 2,193

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)

工具器具及び
備品

1,062,722 338,212 724,510

合計 1,062,722 338,212 724,510

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 33,154 千円

１年超 94,049 千円

合計 127,203 千円

リース資産減損勘定の残高 124,990 千円

１年内 205,033 千円

１年超 541,915 千円

合計 746,949 千円

　上記の他、転貸リース取引に係る未経過リース料中間期末残高

相当額は以下のとおりです。

　上記の他、転貸リース取引に係る未経過リース料中間期末残高

相当額は以下のとおりです。

１年内 400,304 千円

１年超 333,833 千円

合計 734,138 千円

１年内 451,857 千円

１年超 533,635 千円

合計 985,493 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

支払リース料 116,726 千円

減価償却費相当額 105,244 千円

支払利息相当額 14,726 千円

減損損失 124,990 千円

支払リース料 203,194 千円

減価償却費相当額 159,316 千円

支払利息相当額 25,982 千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法については、利息法によっておりま

す。

同左

（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。

２．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

２．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

（貸主側） （貸主側）

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 400,304 千円

１年超 333,833 千円

合計 734,138 千円

１年内 451,857 千円

１年超 533,635 千円

合計 985,493 千円

　上記はすべて転貸リース取引に係る未経過リース料中間期末残

高相当額です。

　上記はすべて転貸リース取引に係る未経過リース料期末残高相

当額です。
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（有価証券関係）

　当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 　66円０銭

１株当たり中間純損失 88円10銭

１株当たり純資産額 157円73銭

１株当たり当期純損失 4円16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、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、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）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

中間（当期）純損失（千円） 2,294,204 108,444

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）純損失（千円） 2,294,204 108,444

期中平均株式数（千株） 26,041 26,042

（重要な後発事象）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

該当事項はありません　 同左　
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