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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４ 第17期の１株当たり配当額5,000円には、ジャスダック市場上場記念配当2,000円を含んでおります。 

５ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 4,278,038 5,625,682 5,640,972 11,160,118 13,983,621

経常利益 (千円) 129,245 179,467 221,349 308,113 441,002

中間(当期)純利益 (千円) 73,870 91,431 125,503 175,387 245,308

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 480,000 867,740 867,740 543,750 867,740

発行済株式総数 (株) 9,600 12,600 12,600 10,600 12,600

純資産額 (千円) 734,630 1,711,960 1,938,769 1,020,397 1,886,737

総資産額 (千円) 4,008,861 4,349,709 4,104,971 4,452,985 5,813,338

１株当たり純資産額 (円) 76,523.99 135,869.89 153,870.61 95,622.43 148,987.11

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 7,694.87 8,477.67 9,960.62 17,497.39 20,171.85

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 3,000 5,000

自己資本比率 (％) 18.3 39.4 47.2 22.9 32.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 382,834 △273,409 1,061,946 357,479 △747,988

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △41,224 △43,554 △73,877 △63,539 △117,081

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △105,800 166,180 △762,243 101,200 536,180

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 672,699 681,244 728,964 832,028 503,138

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 94(1) 98(1) 99(1) 94(1) 95(1)



２ 【事業の内容】 

当社の事業のうち、システム運用管理受託事業の主たる内容は、グループ会社である東京日産自動車販売株式会社

の基幹システムの維持・運用および修正・変更等でありますが、同社への全国日産系自動車販売会社向けパッケージ

ソフト導入およびインフラ構築に伴い、同社の基幹システムは廃止となり、平成17年４月より受託契約は終了してお

ります。したがって、当中間会計期間よりシステム運用管理受託事業の事業区分別表示は行っておりません。上記以

外の事業の内容については、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であります。また、( )内にアルバイト(１日８時間換算)を外数で記載しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、親会社の株式会社東日カーライフグループより転籍した従業員の内８名に

つきましては、東京日産自動車労働組合(全日産販売労働組合)に加盟しております。 

なお、労使関係は安定しております。 

  

従業員数(名) 99(1) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるＩＴ関連業界は、個人情報保護法の影響から情報セキュリティ関連でやや活発な投資意

欲が見られるものの、情報化に対する投資効果が重視され、ＩＴ投資の見直し、先送りなど厳しい状況が続いてお

り、全体需要としては横ばいあるいは減少傾向にあります。また、従来の売上重視から利益重視へと傾向が変化し

つつあり、より質の高いサービスの提供、サービスへの柔軟な対応、新サービスの創出および人材育成が求められ

ており、受注競争は依然厳しい状況にあります。 

当中間会計期間における当社の業績は以下のとおりであります。 

売上高は、前中間会計期間に比べ0.3％増の5,640百万円となりました。事業別では、ソリューションプロバイダ

ー事業は5,380百万円(前年同期比5.7%増)、コンピュータ用品販売事業は259百万円(前年同期比4.3%減)となりまし

た。 

ソリューションプロバイダー事業では、ハードウエアの販売価格の下落が続く他、顧客の投資計画の見直しによ

る商談の中止や不採算商談からの撤退等により苦戦をいたしましたが、導入支援サービス等のサービス事業が健闘

し、前中間会計期間に比べ288百万円増となりました。 

システム運用管理受託事業は、平成17年３月をもって受託契約が終了となり、前中間会計期間の売上分が減少と

なりました。 

コンピュータ用品販売事業では、販売単価の低下により、売上の減少となりました。また、収入手数料につきま

しては、１百万円(前年同期比42.5％減)となりました。 

  

売上原価は、前中間会計期間に比べほぼ同額の5,027百万円となりました。事業別では、ソリューションプロバイ

ダー事業は、4,788百万円(前年同期比3.6％増)、コンピュータ用品販売事業は238百万円(前年同期比3.8％減)とな

りました。 

ソリューションプロバイダー事業では、競争激化による機器の低価格化が続く中、サービス事業の健闘により、

原価率は1.8％低下いたしました。 

事業別売上高 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 伸長率(％) 

ソリューションプロバイダー事業 5,092,019 90.6 5,380,729 95.4 5.7 

システム運用管理受託事業 261,000 4.6 ― ― ― 

コンピュータ用品販売事業 270,866 4.8 259,210 4.6 △4.3 

収入手数料 1,796 0.0 1,033 0.0 △42.5 

計 5,625,682 100.0 5,640,972 100.0 0.3 

事業別売上原価 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 原価率(％) 金額(千円) 原価率(％) 伸長率(％) 

ソリューションプロバイダー事業 4,621,536 90.8 4,788,597 89.0 3.6 

システム運用管理受託事業 159,661 61.2 ― ― ― 

コンピュータ用品販売事業 248,380 91.7 238,933 92.2 △3.8 

収入手数料 ― ― ― ― ― 

計 5,029,578 89.4 5,027,531 89.1 △0.0 



システム運用管理受託事業につきましては、売上原価は発生しておりません。 

コンピュータ用品販売事業につきましては、販売単価の低価格化により原価率は0.5％上昇いたしました。 

この結果、売上総利益は613百万円(前年同期比2.9％増)となりました。 

  

販売費及び一般管理費の総発生額は689百万円(前年同期比4.4％減)であり、その内、291百万円(前年同期比0.6％

減)を売上原価に振替えております。総発生額は、前中間会計期間に比べ31百万円減少いたしました。売上原価振替

後の各費用は、売上高比では、販売直接費は0.8％(前中間会計期間1.2％)、労務費は4.9％(前中間会計期間

5.0％)、設備費・諸経費は1.3％(前中間会計期間1.5％)を占め、合計では7.1％(前中間会計期間7.6％)を占めてお

ります。 

販売直接費は、物流コストの削減等を行い、47百万円(前年同期比27.8％減)となりました。 

労務費の総発生額は452百万円(前年同期比6.1％増)であり、前中間会計期間に比べ26百万円増加いたしました。

主な増加要因は、派遣社員の増員による賃金の増加、役員報酬改定に伴う増加等によるものであります。総発生額

の内、システムエンジニア(期中平均人員49名 前年同期比５名増)の労務費174百万円(前年同期比18.8％増)を売上

原価に振替えております。 

設備費・諸経費の総発生額は163百万円(前年同期比12.1％減)であり、前中間会計期間に比べ22百万円減少いたし

ました。主な減少要因は、グループ会社である東京日産自動車販売株式会社の基幹システムの廃止に伴うホストマ

シンの賃借料等の減少によるものであります。総発生額の内、システムエンジニアに係る費用90百万円(前年同期比

11.6％減)を売上原価に振替えております。 

この結果、営業利益は215百万円(前年同期比28.3％増)となりました。 

  

販売費及び一般管理費 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 金額(千円) 伸長率(％) 

販売直接費 65,154 47,061 △27.8 

労務費 279,387 277,984 △0.5 

設備費・諸経費 83,589 72,881 △12.8 

計 428,132 397,926 △7.1 



  

営業外収益の減少は、前中間会計期間において、保険解約返戻金18百万円を計上していることによるものであり

ます。 

営業外費用の減少は、前中間会計期間において、公募増資による新株発行費用７百万円を計上していることによ

るものであります。 

この結果、経常利益は221百万円(前年同期比23.3％増)となりました。 

  

特別利益は、当中間会計期間において、固定資産売却益と貸倒引当金戻入益を計上しております。 

特別損失は、前中間会計期間においては、ゴルフ会員権評価損12百万円を計上し、当中間会計期間においては固

定資産除却損を計上しております。 

この結果、税引前中間純利益は221百万円(前年同期比32.8％増)となり、法人税等を控除した中間純利益は125百

万円(前年同期比37.3％増)となりました。 

  

  

営業外損益 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 金額(千円) 伸長率(％) 

営業外収益 23,105 9,318 △59.7 

営業外費用 11,609 3,483 △70.0 

特別損益 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 金額(千円) 伸長率(％) 

特別利益 ― 1,107 ― 

特別損失 12,800 1,066 △91.7 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動による1,061百万円の増加、投資活動による73百万円

の減少、財務活動による762百万円の減少により、現金及び現金同等物は225百万円増加し、期末残高は728百万円

(前年同期比7.0％増)となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、1,061百万円の増加(前中間会計期間は273百万円の減少)となりました。これは、主に前

期末の大口売上債権の回収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） 

投資活動による資金は、73百万円の減少(前中間会計期間は43百万円の減少)となりました。これは、主に固定資

産の取得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） 

財務活動による資金は、762百万円の減少(前中間会計期間は166百万円の増加)となりました。これは、前中間会

計期間においては新規株式の発行による資金増加647百万円がありましたが、当中間会計期間においては発生がない

ことと、借入金の返済などによるものであります。 

  



２ 【仕入、受注及び販売の状況】 

当社は、生産を行っておりませんので仕入実績、受注実績及び売上実績を記載しております。 

なお、システム運用管理受託事業につきましては、グループ会社である東京日産自動車販売株式会社の基幹システ

ムの廃止に伴い、当中間会計期間より同社との受託契約は終了しており、仕入実績、受注実績及び売上実績の該当事

項はありません。 

(1) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、外注費が含まれております。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額(千円) 前年同期比(％) 

ソリューションプロバイダー事業 4,396,532 98.9 

システム運用管理受託事業 ― ― 

コンピュータ用品販売事業 235,598 95.8 

合計 4,632,130 96.6 

事業別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

受注高 受注残高 

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

ソリューションプロバイダー事業 4,418,894 66.1 418,060 14.8 

システム運用管理受託事業 ― ― ― ― 

コンピュータ用品販売事業 259,208 95.7 ― ― 

合計 4,678,102 64.8 418,060 14.8 



(3) 売上実績 

当中間会計期間における売上実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 日産自動車株式会社は当中間会計期間において、日産リース株式会社は前中間会計期間において総販売実績に対

する割合が10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

事業別 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額(千円) 前年同期比(％) 

ソリューションプロバイダー事業 5,380,729 105.7 

システム運用管理受託事業 ― ― 

コンピュータ用品販売事業 259,210 95.7 

その他(収入手数料) 1,033 57.5 

合計 5,640,972 100.3 

相手先 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

日産自動車株式会社 609,513 10.8 ― ― 

日産リース株式会社 ― ― 1,315,163 23.3 



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、新たに締結、変更または解約した重要な契約はありません。 

なお、米ＩＢＭが同社の全パソコン事業を中国パソコン最大手のレノボ・グループに売却し、新会社「レノボ(本

社：米国ニューヨーク州)」が設立されたことを受け、日本法人「レノボ・ジャパン株式会社(本社：東京都港区)」が

誕生いたしました。当社とレノボ・ジャパン株式会社とのパソコン及びパソコン周辺機器等の販売代理店契約は、日

本アイ・ビー・エム株式会社との契約が継承されておりますが、平成17年10月27日にレノボ・ジャパン株式会社と書

面による契約を締結しております。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

ただし、技術革新に対応するため、日本アイ・ビー・エム株式会社によるビジネスパートナー向けＩＢＭプロフェ

ッショナル認定の資格等があり、通年で取得推進しております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

前事業年度末において計画中であった設備計画について、次のとおり変更いたしました。 

なお、増資資金による投資予定額240百万円に変更はありません。 

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

基幹システム再構築は、既存システムの改廃であるため、慎重に計画を進めておりますが、機能追加等により、

投資予定額を130百万円から175百万円に変更し、完了予定年月を平成17年11月から平成18年６月に変更いたしまし

た。 

無停電電源装置は、当中間会計期間において、バッテリー交換により対応を行いましたが、装置自体の入替時期

について見直しを行いました。 

ネットワーク機器等は、セキュリティ対策の強化を行うため、投資予定額を30百万円から35百万円に変更し、完

了予定年月を平成17年９月から平成18年２月に変更いたしました。 

また、ヘルプデスク機器等については、前事業年度において５百万円の投資を行っておりますが、当中間会計期

間においては実施しておらず、計画の見直しを行い、終了といたしました。なお、投資額については自己資金で行

い、前事業年度末での投資予定額50百万円は基幹システム再構築およびネットワーク機器等の設備計画に振り分け

ております。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

前事業年度末に計画中であった、基幹システム再構築に伴う既存システムのソフトウェアの除却８百万円は、上

記のとおり完了予定年月を変更したことにより、次期に変更いたしました。また、当中間会計期間において、新た

に確定した重要な設備の除却等はありません。 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容

投資予定額(千円)

資金調達方法 着手年月
完了予定 
年月 

投資 
効果等 

総額 既支払額

本社 
（東京都渋谷区） 

基幹システム再構築 175,000 56,171 (既)増資資金
平成16年
７月 

平成18年
６月 

業績・顧
客満足向
上 

江東事業所 
（東京都江東区） 

無停電電源装置 30,000 2,706 (既)増資資金
平成18年
７月 

平成18年 
９月 

システム
安定稼動

ネットワーク機器等 35,000 21,277 (既)増資資金
平成16年
４月 

平成18年 
２月 

システム
安定稼動



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 50,400

計 50,400

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月16日)

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 12,600 12,600 ジャスダック証券取引所 ― 

計 12,600 12,600 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年９月30日 ― 12,600 ― 867,740 ― 447,240

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社 
東日カーライフグループ 

東京都品川区西五反田四丁目32番１号 6,780 53.81

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10
号 

225 1.79

日本鉄塔工業株式会社 東京都江東区新砂一丁目６番27号 211 1.67

中山 啓二 東京都世田谷区奥沢二丁目28番９号 109 0.87

株式会社インフォメーション 
クリエーティブ 

東京都品川区東品川四丁目10番27号 107 0.85

林 由記子 広島県廿日市市阿品四丁目48番13号 94 0.75

村岡 克彦 滋賀県大津市瀬田三丁目２番９号 90 0.71

河田 守弘 千葉県千葉市中央区汐見丘町９番18号 86 0.68

定本 和郎 岡山県岡山市西片岡１６０３ 84 0.67

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 80 0.63

計 ― 7,866 62.43



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が３株(議決権３個)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,600 12,600 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 12,600 ― ― 

総株主の議決権 ― 12,600 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 360,000 434,000 394,000 397,000 360,000 380,000

最低(円) 269,000 290,000 350,000 353,000 315,000 328,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書

きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)お

よび当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により

中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   681,244   728,964 503,138   

２ 受取手形   33,684   131,743 24,553   

３ 売掛金   2,809,344   2,337,496 4,308,027   

４ たな卸資産   194,791   69,524 221,704   

５ その他   226,356   231,166 199,421   

  貸倒引当金   △10,500   △1,100 △1,900   

流動資産合計    3,934,921 90.5 3,497,795 85.2   5,254,944 90.4

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１ 99,612   98,023 91,087   

２ 無形固定資産   30,755   94,377 61,998   

３ 投資その他の資産   303,519       

  (1)投資有価証券   ―   267,312 268,368   

  (2)その他   ―   168,661 158,139   

    貸倒引当金   △19,100   △21,200 △21,200   

  投資その他の資産 
  合計   284,419   414,774 405,307   

固定資産合計    414,787 9.5 607,175 14.8   558,393 9.6

資産合計    4,349,709 100.0 4,104,971 100.0   5,813,338 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金   1,610,516   1,381,258 2,456,340   

２ 短期借入金   330,000   ― 700,000   

３ 未払法人税等   72,635   97,322 117,769   

４ 前受金   ―   230,733 187,729   

５ 賞与引当金   73,100   75,700 71,000   

６ その他 ※３ 296,553   115,743 133,367   

 流動負債合計    2,382,805 54.8 1,900,757 46.3   3,666,206 63.0

Ⅱ 固定負債          

１ 退職給付引当金   234,533   241,614 237,373   

２ 役員退職慰労引当金   20,410   23,830 23,020   

固定負債合計    254,943 5.8 265,444 6.5   260,393 4.5

負債合計    2,637,748 60.6 2,166,201 52.8   3,926,600 67.5

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    867,740 20.0 867,740 21.1   867,740 14.9

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   447,240   447,240 447,240   

資本剰余金合計    447,240 10.3 447,240 10.9   447,240 7.7

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   12,687   12,687 12,687   

２ 任意積立金   264,340   422,455 264,340   

３ 中間(当期)未処分 
  利益   137,628   186,394 291,505   

利益剰余金合計    414,656 9.5 621,537 15.1   568,533 9.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    △17,675 △0.4 2,252 0.1   3,223 0.1

資本合計    1,711,960 39.4 1,938,769 47.2   1,886,737 32.5

負債資本合計    4,349,709 100.0 4,104,971 100.0   5,813,338 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    5,625,682 100.0 5,640,972 100.0   13,983,621 100.0

Ⅱ 売上原価    5,029,578 89.4 5,027,531 89.1   12,733,936 91.1

   売上総利益    596,103 10.6 613,441 10.9   1,249,684 8.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  428,132 7.6 397,926 7.1   818,714 5.8

営業利益    167,971 3.0 215,514 3.8   430,970 3.1

Ⅳ 営業外収益 ※２  23,105 0.4 9,318 0.2   25,714 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※３  11,609 0.2 3,483 0.1   15,682 0.1

経常利益    179,467 3.2 221,349 3.9   441,002 3.2

Ⅵ 特別利益 ※４  ― ― 1,107 0.0   7,700 0.0

Ⅶ 特別損失 ※５  12,800 0.2 1,066 0.0   19,394 0.1

税引前中間(当期) 
純利益    166,667 3.0 221,390 3.9   429,308 3.1

法人税、住民税 
及び事業税   68,688   95,364 177,038   

法人税等調整額   6,547 75,235 1.4 523 95,887 1.7 6,960 183,999 1.3

中間(当期)純利益    91,431 1.6 125,503 2.2   245,308 1.8

前期繰越利益    46,196 60,890   46,196 

中間(当期)未処分 
利益    137,628 186,394   291,505 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17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  166,667 221,390 429,308

  減価償却費  21,737 22,408 45,732

貸倒引当金の増減額 
(減少は△) 

 900 △800 △7,700

賞与引当金の増減額 
(減少は△) 

 3,800 4,700 1,700

退職給付引当金の増減額 
(減少は△) 

 △15,133 4,240 △12,293

役員退職慰労引当金の 
増減額(減少は△) 

 △2,470 810 140

  受取利息及び受取配当金  △3,348 △4,986 △3,472

  支払利息  3,684 3,184 7,145

  ゴルフ会員権評価損  12,800 ― 14,900

売上債権の増減額 
(増加は△) 

 34,339 1,906,516 △1,463,061

たな卸資産の増減額 
(増加は△) 

 9,471 152,179 △17,441

仕入債務の増減額 
(減少は△) 

 △377,293 △1,097,736 432,522

未払消費税等の増減額 
(減少は△) 

 △11,026 1,943 △8,173

役員賞与の支払額  △6,800 △9,500 △6,800

その他  △22,206 △32,603 △9,606

小計  △184,878 1,171,748 △597,100

  利息及び配当金の受取額  3,348 4,986 3,680

  利息の支払額  △3,406 △3,042 △6,814

  法人税等の支払額  △88,473 △111,745 △147,753

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △273,409 1,061,946 △747,988



  

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17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 

 △22,060 △30,215 △31,242

  有形固定資産の売却による 
  収入 

 ― 1,400 ―

  無形固定資産の取得による 
支出 

 △1,388 △38,038 △11,953

  投資有価証券の取得による 
  支出 

 ― △582 △115,449

  長期積立保険金の解約 
  による収入 

 ― 3,547 53,612

長期積立保険金の増加 
による支出 

 △21,311 △16,045 △22,324

  その他  1,205 6,056 10,275

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △43,554 △73,877 △117,081

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 
  (減少は△) 

 △450,000 △700,000 △80,000

  配当金の支払額  △31,800 △62,243 △31,800

  株式の発行による収入  647,980 ― 647,980

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 166,180 △762,243 536,180

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
(減少は△) 

 △150,784 225,826 △328,890

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 832,028 503,138 832,028

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 681,244 728,964 503,138

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 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 

中間会計期間末日前

１ヶ月の市場価格の

平均に基づく時価法

によっております。 

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日前１ヶ月の市

場価格の平均に基づ

く時価法によってお

ります。 

(評価差額は全部資

本直入法により処理

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

価法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2) たな卸資産 

商品 

個別法による原価法に

よっております。 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

  仕掛品 

個別法による原価法に

よっております。 

仕掛品 

同左 

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 

定率法によっておりま

す。 

なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、償却年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。 

ただし、ソフトウエア

(自社利用分)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 

  



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

支出時に全額費用処理し

ております。 

――――― 新株発行費 

支出時に全額費用処理し

ております。 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を検討し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

備えるため、将来の支

給見込額に基づき計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 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簡

便法により計上してお

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、簡便法により計

上しております。 

  (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規

に基づく中間期末要支

給額を計上しておりま

す。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。 



  

  

会計処理の変更 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ 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 

６ 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、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

ない短期的投資でありま

す。 

同左 同左 

７ 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 

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 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))

及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第６号)を当中間会

計期間から適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― 



表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

（中間貸借対照表） 

流動負債「未払法人税等」については、前中間会計期

間末まで流動負債の「その他」に含めて表示しており

ましたが、より明瞭な表示を行うため、当中間会計期

間末より区分掲記することといたしました。なお前中

間会計期間末の「未払法人税等」は74,500千円であり

ます。 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間において固定資産の「投資その他の資

産」に含めて表示しておりました「投資有価証券」に

ついては、資産総額の100分の５超となったため、当

中間会計期間より区分掲記しております。なお前中間

会計期間末の「投資有価証券」は117,674千円であり

ます。 

前中間会計期間において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「前受金」については、負債資

本総額の100分の５超となったため、当中間会計期間

より区分掲記しております。なお前中間会計期間末の

「前受金」は193,966千円であります。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当中間会計期間

から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平

成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号)に従い

法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が3,935千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益

が、それぞれ同額減少しておりま

す。 

――――― (外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当事業年度から

「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号)に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が8,188千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益

が、それぞれ同額減少しておりま

す。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

125,536千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

141,244千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

134,766千円 

 ２ 偶発債務 

当社従業員の金融機関からの

借入に対して債務保証を行っ

ております。 

 当社従業員 2,681千円

 ２ 偶発債務 

当社従業員の金融機関からの

借入に対して債務保証を行っ

ております。 

 当社従業員 2,290千円

 ２ 偶発債務 

当社従業員の金融機関からの

借入に対して債務保証を行っ

ております。 

当社従業員 2,486千円

※３ 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、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３    ――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要な項目 

販売諸掛費 44,615千円

貸倒引当金 
繰入額 

900千円

給与手当 163,861千円

賞与 1,351千円

賞与引当金 
繰入額 

48,054千円

退職給付費用 12,211千円

役員退職慰労
引当金繰入額 

2,330千円

福利厚生費 27,949千円

減価償却費 7,971千円

賃借料 30,745千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要な項目 

販売諸掛費 29,207千円

給与手当 165,147千円

賞与引当金
繰入額 

40,452千円

退職給付費用 11,074千円

役員退職慰労
引当金繰入額

2,880千円

福利厚生費 24,506千円

減価償却費 8,253千円

賃借料 21,851千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

主要な項目 

販売諸掛費 102,614千円

給与手当 301,457千円

賞与 49,101千円

賞与引当金 
繰入額 

36,224千円

退職給付費用 23,062千円

役員退職慰労
引当金繰入額 

4,940千円

福利厚生費 49,564千円

減価償却費 15,984千円

賃借料 55,524千円

    おおよその割合 

販売費 53％

一般管理費 47％

    おおよその割合 

販売費 44％

一般管理費 56％

    おおよその割合 

販売費 51％

一般管理費 49％

※２ 営業外収益のうち主要な項目 

受取利息 45千円

受取配当金 3,302千円

保険解約 
返戻金 

18,908千円

※２ 営業外収益のうち主要な項目 

受取利息 30千円

受取配当金 4,956千円

※２ 営業外収益のうち主要な項目 

受取利息 76千円

受取配当金 3,395千円

保険解約
返戻金 

18,908千円

※３ 営業外費用のうち主要な項目 

支払利息 3,684千円

株式公募費用 7,043千円

※３ 営業外費用のうち主要な項目 

支払利息 3,184千円

※３ 営業外費用のうち主要な項目 

支払利息 7,145千円

株式公募費用 7,061千円

※４    ―――――― ※４ 特別利益の内訳 

貸倒引当金
戻入益 

800千円

車両運搬具
売却益 

307千円

※４ 特別利益の内訳 

貸倒引当金 
戻入益 

7,700千円

※５ 特別損失の内訳 

ゴルフ会員権 
評価損 

12,800千円

※５ 特別損失の内訳 

工具、器具及
び備品除却損

996千円

車両運搬具
売却損 

70千円

※５ 特別損失の内訳 

ゴルフ会員権 
評価損 

14,900千円

建物附属設備 
除却損 

4,022千円

工具、器具及 
び備品除却損 

472千円

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,400千円

無形固定資産 5,337千円

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 15,993千円

無形固定資産 6,415千円

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 34,322千円

無形固定資産 11,409千円



(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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金 681,244千円

現金及び 
現金同等物 

681,244千円

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記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金 728,964千円

現金及び 
現金同等物 

728,964千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

現金及び預金 503,138千円

現金及び
現金同等物 

503,138千円



(リース取引関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

(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及び中間

期末残高相当額 

  

有形固定資産 
(工具、器具 
及び備品) 
(千円) 

取得価額相当額 76,123

減価償却累計額 
相当額 

47,346

中間期末残高 
相当額 

28,777

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) 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  

有形固定

資産 
(工具、器具

及び備品)

(千円) 

無形固定

資産 
(ソフト 
ウェア)

(千円) 

合計

(千円)

取得価額 
相当額 25,246 10,881 36,128

減価償却累 
計額相当額 

11,045 2,720 13,765

中間期末 
残高相当額 

14,201 8,161 22,362

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) 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

有形固定資産 
(工具、器具 
及び備品) 
(千円) 

取得価額相当額 36,128

減価償却累計額
相当額 

14,255

期末残高相当額 21,872

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 11,971千円

１年超 24,442千円

合計 36,413千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 8,971千円

１年超 14,723千円

合計 23,694千円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 8,971千円

１年超 19,956千円

合計 28,928千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,573千円

減価償却費相当額 7,966千円

支払利息相当額 356千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 4,485千円

減価償却費相当額 4,244千円

支払利息相当額 327千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 11,180千円

減価償却費相当額 10,305千円

支払利息相当額 388千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・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 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ・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。 

 ・利息相当額の算定方法 

同左 

 ・利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

(前中間会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) １ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 減損処理にあたっては、中間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、時価の回復可能性が

ないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損

処理の要否を決定しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 減損処理を行った有価証券については、減損処理後の帳簿価額を計上しております。 

  

区分 

前中間会計期間末
(平成16年９月30日現在) 

取得原価
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 株式 135,289 105,481 

 
△29,807 

計 135,289 105,481 △29,807

区分 

前中間会計期間末
(平成16年９月30日現在) 

中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 12,192

計 12,192



(当中間会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) １ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 減損処理にあたっては、中間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、時価の回復可能性が

ないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損

処理の要否を決定しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 減損処理を行った有価証券については、減損処理後の帳簿価額を計上しております。 

  

区分 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

取得原価
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 株式 251,321 255,119 

 
3,797 

計 251,321 255,119 3,797

区分 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 12,192

計 12,192



(前事業年度) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) １ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 減損処理にあたっては、期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、時価の回復可能性がないものと

して一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否

を決定しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 減損処理を行った有価証券については、減損処理後の帳簿価額を計上しております。 

  

区分 

前事業年度末
(平成17年３月31日現在) 

取得原価
(千円) 

貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
 株式 250,738 256,175 

 
5,436 

計 250,738 256,175 5,436

区分 

前事業年度末
(平成17年３月31日現在) 

貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 12,192

計 12,192



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日現在) 

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。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

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。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

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。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

関連会社が存在しないため記載しておりません。 

  

当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

関連会社が存在しないため記載しておりません。 

  

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

関連会社が存在しないため記載しておりません。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 135,869円89銭 １株当たり純資産額 153,870円61銭 １株当たり純資産額 148,987円11銭

１株当たり中間純利益 8,477円67銭 １株当たり中間純利益 9,960円62銭 １株当たり当期純利益 20,171円85銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、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。 

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間損益計算書(損益計算
書)上の中間(当期)純利益
(千円) 

91,431 125,503 245,308

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

91,431 125,503 235,808

普通株主に帰属しない金額
の主な内訳 
利益処分による役員賞与
金(千円) 

  
― 
  

  
― 
  

 
  

9,500 
  

普通株式の期中平均株式数
(株) 

10,785 12,600 11,690



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第17期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月23日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月17日

東京日産コンピュータシステム株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京日

産コンピュータシステム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第17期事業年度の中間会計期間(平成

16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キ

ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、東京日産コンピュータシステム株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  
  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  桑  野  忠  雄  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  楠  原  利  和  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月16日

東京日産コンピュータシステム株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京日

産コンピュータシステム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第18期事業年度の中間会計期間(平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キ

ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、東京日産コンピュータシステム株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  椿    愼   美  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  楠  原  利  和  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してお

ります。 
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