
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成18年６月23日 

【中間会計期間】 第20期中（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

【会社名】 株式会社情報企画 

【英訳名】 Information Planning Co.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松岡 仁史 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町二丁目３番13号 

【電話番号】 ０６－６２６５－８５３０ 

【事務連絡者氏名】 取締役  橋本 政幸 

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町二丁目３番13号 

【電話番号】 ０６－６２６５－８５３０ 

【事務連絡者氏名】 取締役  橋本 政幸 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



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、連結会計年度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．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

５．従業員欄の（外書）は、臨時従業員の中間（年間）平均雇用人員であります。 

６．当社は、平成15年11月20日付で株式１株につき２株の分割を行っております。 

なお、第18期及び第18期中の１株当たり中間（当期）純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算

しております。 

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期 

会計期間 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
10月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
９月30日 

売上高（千円） 694,782 728,566 907,253 1,555,534 1,489,216 

経常利益（千円） 129,778 133,616 233,928 415,364 320,998 

中間（当期）純利益（千円） 82,400 77,856 132,402 233,151 174,787 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 326,625 326,625 326,625 326,625 326,625 

発行済株式総数（株） 20,450 20,450 20,450 20,450 20,450 

純資産額（千円） 1,222,525 1,410,237 1,616,965 1,361,187 1,495,756 

総資産額（千円） 1,640,773 1,800,691 2,174,134 2,009,858 2,016,922 

１株当たり純資産額（円） 59,781.20 68,960.29 79,069.24 66,561.75 73,142.11 

１株当たり中間（当期）純利

益（円） 
4,029.34 3,807.19 6,474.45 11,401.07 8,547.08 

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） 
500 1,000 1,000 2,000 2,000 

自己資本比率（％） 74.5 78.3 74.4 67.7 74.2 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
40,681 23,313 392,224 123,096 31,067 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
36,043 △34,529 3,505 △113,394 △143,628 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△30,202 △35,380 △20,409 △40,317 △51,018 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
519,043 395,309 653,647 441,906 278,326 

従業員数（名） 

（外、平均臨時雇用者数） 

76 

(67) 

83 

(67) 

94 

(61) 

87 

(64) 

98 

(64) 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の従業員の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．臨時従業員数は、当中間会計期間の平均人員を（ ）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、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（名） 
94 

(61) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績  

  ①当中間会計期間の概況 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、設備投資の増加や、一部都市部の地価上昇、株価動向の安定等により、景気

の本格的回復の兆しが出てまいりました。 

 金融業界におきましても、住宅ローンなど個人向け貸出が伸びたため銀行貸出金残高が７年ぶりに増加に転じるな

ど、金融機関を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、金融機関の積極的な貸出姿勢が見られるようになりました。し

かしながら、地方での地価はやや緩やかになったとはいえ下落傾向が続いており、大半の金融機関は依然厳しいリスク

管理が求められています。また、日本銀行による「信用リスク管理の高度化」についてのレポートにより、大手銀行の

みならず、中堅・中小金融機関についても「信用リスク管理の高度化」の一環として「内部格付制度」の整備や、「リ

スク要素の推計」に基づく「信用リスクの計量化」への対応が不可避となってきております。 

 このような状況下、当社の「信用リスク計量化システム」は引き合いも多く、順調に受注を獲得しました。「法人・

個人格付システム」は、債務者の実態に則した格付制度のニーズも高く、ＷＥＢ対応もしたことから新規開拓が進みま

した。また、「担保不動産評価管理システム」の既存ユーザーのリプレースを実現するなど、ますます業界における地

位を確立しつつあります。「融資稟議支援システム」は統合データベースを背景に大型案件として受注を獲得すること

ができています。 

 一方では、一般事業会社向けの「リアルタイム連結システム」の開発も進み、一般事業会社向けに販売活動を活発化

させており、新規の受注獲得も進んでおります。 

 売上については、このように主要顧客である金融機関の業績回復により設備投資意欲が増大したことに加え、営業面

において同一ユーザーより複数案件を一括受注できたこと、セミナーの開催や営業開拓が奏効し新規ユーザーが増加し

たことなどにより前年同期を大きく上回ることができました。経常利益についても、売上高の大幅増加、開発面でパッ

ケージソフトのＷＥＢ化が一巡したことから費用負担が軽減され前年同期を大きく上回りました。 

 以上の結果、売上高は、907,253千円（前年同期比24.5％増）、経常利益は233,928千円（前年同期比75.1％増）、中

間純利益は132,402千円（前年同期比70.1％増）となりました。 

②事業別の概況 

「システムインテグレーション事業」 

  一般事業法人分野では「リアルタイム連結システム」は、３社目の開発納品を行い、４社目が開発中となっておりま

す。 

 金融分野では、特に大手信金の新規獲得が進み、総合リスク管理システムとして、「法人・個人格付システム」をは

じめ「自己査定支援システム」や「債権償却・実績率算定システム」、「信用リスク計量化システム」などの複数シス

テムの一括大型案件が増加してきています。「担保不動産評価管理システム」では地方銀行・信用金庫でリプレースを

推し進め、順調に新規顧客開拓にも成功しました。以上の結果より、システムインテグレーション事業の売上高は

615,510千円（前年同期比35.5％増）、売上構成比は67.8％となりました。 

「システムサポート事業」 

 システムの販売が好調でメンテナンス件数が順調に推移した結果、システムサポート事業の売上高は291,743千円

（前年同期比6.4％増）、売上構成比は32.2％となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

  当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が225,750千円計上さ

れ、売上債権の回収も進んだため、法人税等の支払や配当金の支払はあったものの、前事業年度末に比べて375,320千

円大幅に増加し、当中間会計期間末には、653,647千円となりました。 

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は392,224千円（前年同期比1,582.4％増）と大幅に増加しました。これは主に税引前中

間純利益225,750千円の計上、売掛金の回収209,047千円及び仕入債務の増加7,158千円等により資金が増加した一方、

法人税等の支払が37,351千円あったことによります。 



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果得られた資金は3,505千円（前年同期は34,529千円の使用）となりました。これは主に差入保証金の

払い戻しによる収入5,316千円、投資有価証券の償還による収入3,129千円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20,409千円（前年同期比42.3％減）となりました。これは株式の配当金の支払いによ

るものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、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。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、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。 

  

３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題についての重要な変更はありません。 

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した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社は、他社との製品上の競合において、より優位な地位を占めるための努力を継続していく必要があるため、新

製品・システムの研究開発に取り組んでおります。 

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％） 

システムインテグレーション 615,510 135.5 

システムサポート 291,743 106.4 

合計 907,253 124.5 

事業部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

システムインテグレーション 715,611 112.2 239,166 186.3 

システムサポート 300,106 126.9 23,349 128.8 

合計 1,015,717 116.1 262,515 179.1 

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％） 

システムインテグレーション 615,510 135.5 

システムサポート 291,743 106.4 

合計 907,253 124.5 



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）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 



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。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 60,200 

計 60,200 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月23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 20,450 20,450 
  東京証券取引所 

 （マザーズ市場） 
－ 

計 20,450 20,450 － － 

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10月１日

～平成18年3月31日 
－  20,450 －  326,625 －  365,175 



(4）【大株主の状況】 

 (注)１.上記資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口）の所有株式数のうち、証券投資信託業務に係る株式数は

    777株であります。 

 (注)２.上記資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）の所有株式数のうち、証券投資信託業務に係る株式

    数は550株であります。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成18年３月31日現在

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（％） 

松岡 仁史 奈良県奈良市 6,029 29.48 

有限会社サポート 奈良県奈良市左京１－４－26 2,360 11.54 

情報企画従業員持株会 大阪府大阪市中央区安土町２－３－13 1,541 7.54 

松岡 千晴 奈良県奈良市 1,330 6.50 

資産管理サービス信託銀行株式会

社(年金特金口） 

(注)１ 

東京都中央区晴海１－８－12 晴海ア

イランド トリトンスクエア オフィ

スタワーZ棟 

777 3.80 

資産管理サービス信託銀行株式会

社(証券投資信託口） 

(注)２ 

東京都中央区晴海１－８－12 晴海ア

イランド トリトンスクエア オフィ

スタワーZ棟 

550 2.69 

浦西 正善 埼玉県さいたま市 336 1.64 

井口 宗久 大阪府羽曳野市 324 1.58 

大森 滋太郎 奈良県北葛城郡 315 1.54 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 242 1.18 

       計         － 13,804 67.50 

  平成18年３月31日現在

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     20,450 20,450 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 普通株式    20,450 － － 

総株主の議決権 － 20,450 － 



②【自己株式等】 

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） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場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の役員の異動は、次のとおりであります。 

  平成18年３月31日現在

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10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 289,000 282,000 325,000 328,000 284,000 287,000 

最低（円） 262,000 265,000 266,000 264,000 202,000 246,000 

   退任役員  

役名 職名 氏名 退任年月日 

   取締役       －    三宅 卓 平成18年５月31日 



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10月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、等式

及び作成方法に関する規則等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10月１日から平成17年３月31日ま

で）及び当中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人

による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 

 当社は、子会社を有していないため、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【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17年３月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17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   395,309     653,647     278,326     

２．売掛金  476,963     483,098     692,145     

３．仕掛品  7,323     19,014     31,035     

４．繰延税金資産  2,349     －     －     

５．未収収益  3,873     5,066     4,769     

６．その他  7,881     47,632     14,064     

貸倒引当金  △482     △520     △697     

流動資産合計    893,218 49.6   1,207,938 55.6   1,019,644 50.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※２ 99,224     125,896     132,842     

２．無形固定資産                     

 (1)ソフトウェア   94,689     88,680     110,982     

 (2)その他   1,116     1,116     1,116     

 無形固定資産計   95,805     89,796     112,098     

３．投資その他の資産                    

(1）投資有価証券  617,652     639,322     636,893     

(2）差入保証金  45,871     67,186     66,328     

(3）会員権  38,440     38,440     38,440     

(4）その他  10,477     5,554     10,675     

投資その他の資産
合計  712,442     750,503     752,337     

固定資産合計    907,472 50.4   966,196 44.4   997,277 49.5 

資産合計    1,800,691 100.0   2,174,134 100.0   2,016,922 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17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  18,517     39,109     31,950     

２．未払金  50,998     99,094     74,846     

３．未払消費税等 ※３ 12,390     21,163     10,517     

４．未払法人税等  57,838     122,988     42,971     

５．繰延税金負債  －     1,029     4,242     

６．前受収益  40,269     65,951     145,602     

７．賞与引当金  28,542     37,798     32,499     

８．製品保証引当金  4,462     6,002     4,293     

９．その他  6,488     4,606     5,284     

流動負債合計    219,507 12.2   397,743 18.3   352,207 17.4 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債  90,731     64,502     81,245     

２．役員退職慰労引当金  80,214     94,817     87,713     

 ３．その他  －     106     －     

固定負債合計    170,945 9.5   159,425 7.3   168,958 8.4 

負債合計    390,453 21.7   557,169 25.6   521,166 25.8 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金    326,625 18.1   326,625 15.0   326,625 16.2 

Ⅱ 資本剰余金                    

１．資本準備金  365,175     365,175     365,175     

    資本剰余金合計     365,175 20.3   365,175 16.8   365,175 18.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  1,816     1,816     1,816     

２．任意積立金  243,956     222,272     243,956     

３．中間（当期）未処分
利益  472,054     682,172     548,535     

    利益剰余金合計    717,827 39.9   906,260 41.7   794,308 39.4 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金    610 0.0   18,905 0.9   9,647 0.5 

資本合計    1,410,237 78.3   1,616,965 74.4   1,495,756 74.2 

負債資本合計    1,800,691 100.0   2,174,134 100.0   2,016,922 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17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    728,566 100.0   907,253 100.0   1,489,216 100.0 

Ⅱ 売上原価    387,530 53.2   457,962 50.5   744,720 50.0 

売上総利益    341,036 46.8   449,291 49.5   744,495 50.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    212,197 29.1   221,782 24.4   431,805 29.0 

営業利益    128,838 17.7   227,509 25.1   312,689 21.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１   4,777 0.6   6,419 0.7   8,309 0.6 

Ⅴ 営業外費用    － －   － －   － － 

経常利益    133,616 18.3   233,928 25.8   320,998 21.6 

Ⅵ 特別利益 ※２   147 0.0   3,905 0.4   － － 

Ⅶ 特別損失 ※３   － －   12,082 1.3   10,911 0.8 

税引前中間（当期）
純利益    133,763 18.3   225,750 24.9   310,086 20.8 

法人税、住民税及び
事業税  55,263     119,605     143,701     

法人税等調整額  642 55,907 7.6 △26,257 93,348 10.3 △8,402 135,299 9.1 

中間（当期）純利益    77,856 10.7   132,402 14.6   174,787 11.7 

前期繰越利益    394,197     549,769     394,197   

中間配当額    －     －     △20,450   

中間（当期）未処分
利益    472,054     682,172     548,535   

           



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10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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 

 133,763 225,750 310,086

減価償却費  17,622 31,052 41,076

貸倒引当金の増減額  △147 △176 67

賞与引当金の増減額  △5,010 5,298 △1,053

製品保証引当金の増減額  140 1,709 △28

役員退職慰労引当金の増
加額 

 6,689 7,104 14,188

受取利息及び受取配当金  △2,745 △3,510 △5,738

複合金融商品評価損益  △1,971 － △1,971

投資有価証券評価損  － 10,000 －

有形固定資産除却損  － 2,082 6,280

売上債権の増減額  152,468 209,047 △62,713

たな卸資産の増減額  20,792 12,020 △2,918

その他流動資産の増減額  1,737 △33,863 △5,346

仕入債務の増減額  △49,201 7,158 △35,769

未払金の増減額  △37,803 35,150 －

未払消費税等の増減額  △5,288 10,645 △7,161

前受収益の減少額 ※２ △66,031 △79,650 －

その他流動負債の増減
額 

 2,250 △13,753 32,133

小計  167,265 426,067 281,133

利息及び配当金の受取
額 

 2,748 3,508 5,744

法人税等の支払額  △146,700 △37,351 △255,809

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 23,313 392,224 31,067

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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 

    

定期預金の払い戻しに
よる収入 

 26,000 － 26,000

投資有価証券の売却・
償還による収入 

 16,634 3,129 21,583

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △35,141 － △44,141

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △2,406 △2,217 △50,505

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △39,363 △1,670 △70,907

差入保証金の回収によ
る収入 

 － 5,316 11,430

差入保証金の支払によ
る支出 

 △120 △6,174 △32,007

 貸付けによる支出  － － △5,000

その他  △132 5,121 △80

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △34,529 3,505 △143,628

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

長期貸付金の実行によ
る支出 

 △5,000 － －

配当金の支払額  △30,630 △20,409 △51,018

その他  250 － －

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △35,380 △20,409 △51,018

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 △46,596 375,320 △163,579

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 441,906 278,326 441,906

Ⅵ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

※１ 395,309 653,647 278,326



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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（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）。ただし、

複合金融商品については、

組込デリバティブを区別し

て測定することができない

ため、全体を時価評価し評

価差額を営業外損益に計上

しております。 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部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 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（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）。ただし、複

合金融商品については、組

込デリバティブを区別して

測定することができないた

め、全体を時価評価し評価

差額を営業外損益に計上し

ております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法

時価のないもの 

    同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

仕掛品 

 個別法による原価法 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

    同左 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物付属設備を除く）につい

ては、定額法 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物     15～39年

車両運搬具    ６年

器具及び備品 ３～10年

(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 

 なお、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）、販売目的のソフトウ

ェアについては販売見込数

量に基づく償却額と残存有

効期間（36ヶ月）を限度と

する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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

を勘案して、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 

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額のうち当中間会計期間の

負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

    同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額基準により計上しており

ます。 

 (3）製品保証引当金 

 製品の無償補修費用の支

出に備えるため、将来の補

修見込額を個別に検討して

必要額を計上しておりま

す。 

(3）製品保証引当金 

    同左 

(3）製品保証引当金 

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

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。 

４．リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

     同左 同左 

５．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算

書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

     同左 同左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

(2) 税効果会計における準備

    金の取崩処理 

 当中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、

当期において予定している利

益処分によるプログラム準備

金の取崩を前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算

しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

     同左 

  

(2) 税効果会計における準備

    金の取崩処理 

      同左 

(1) 消費税等の会計処理 

     同左 

 

      － 

 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

               － （固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、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」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日)を

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。 

        － 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

「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

2,845千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、2,845千

円減少しております。 

                －         － 



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）  

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）  

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）  

（中間貸借対照表） 

 「ソフトウエア」は、前中間会計期

間末は、無形固定資産に含めて表示し

ていましたが、当中間会計期末におい

て資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。 

  なお、前中間期の「ソフトウエア」

の金額は9,707千円であります。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュフローの

「未払金の減少額」は、前中間会計期

間は「その他流動負債の減少額」に含

めて表示しておりましたが、金額的重

要性が増したため区分を掲記しており

ます。 

  なお、前中間会計期間の「その他流

動負債の減少額」に含まれている「未

払金の減少額」は15,726千円でありま

す。  

               － 

  

  

  

  

  

  

  

  

                － 

        － 

  

  

  

  

  

  

  

  

                － 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

  １．当座借越契約 

 当社は運転資金の効率的な調達を

行うため３金融機関と当座借越契約

を締結しております。これら契約に

基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

  

当座借越極度額の総額 130,000千円 

借入実行残高        －千円 

差引額         130,000千円 

  

 １．当座借越契約 

       同左 

 １. 当座借越契約 

 当社は運転資金の効率的な調達を

行うため３金融機関と当座借越契約

を締結しております。これら契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

  

当座借越極度額の総額 130,000千円 

借入実行残高        －千円 

差引額         130,000千円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

49,868千円 54,913千円 49,884千円 

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い          － 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上流動負債に「未払消費

税等」として表示しております。 

     同左  

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．       －  

     

     

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取配当金 3,452千円 

生命保険解約 
返戻金 

2,784千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取配当金 4,993千円 

複合金融商品 
評価益 

1,971千円 

※２．          － 

     

※２．特別利益のうち主要なもの 

移転補償収入 3,728千円 

※２．          －   

     

※３．          － 

     

     

※３．特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 2,082千円 

投資有価証券 
評価損 

10,000千円 

※３．特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 6,091千円 

器具及び備品 
除却損  

188千円 

事務所移転費用 4,631千円 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 4,937千円 

無形固定資産 12,685千円 

   ４．減価償却実施額 

有形固定資産 7,081千円 

無形固定資産 23,971千円 

   ４．減価償却実施額 

有形固定資産 13,139千円 

無形固定資産 27,936千円 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．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 

※１．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 

※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 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 395,309千円 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

 
   －千円 

現金及び現金同等物 395,309千円 

現金及び預金勘定 653,647千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

  
   －千円

現金及び現金同等物 653,647千円

現金及び預金勘定 278,326千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

  
   －千円

現金及び現金同等物 278,326千円

※２．前事業年度では、前受収益の増

加額（3,814千円）をその他流動

負債の増加額に含めて表示してお

ります。 

※２．前事業年度では、前受収益の増

加額（39,301千円）をその他流動

負債の増加額に含めて表示してお

ります。 

－ 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当

たりの金額が少額なリース取引のた

め、中間財務諸表等規則第５条の３で

準用される財務諸表等規則第８条の６

第６項の規定により記載を省略してお

ります。 

        同左  内容の重要性が乏しく、契約１件当

たりの金額が少額なリース取引のた

め、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しておりま

す。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）その他有価証券    

① 株式 35,476 34,710 △766 

② 債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③ その他 511,150 512,942 1,792 

計 546,626 547,652 1,025 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  

 中間貸借対照表計上額（千円） 

 その他の有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 45,000 

   社債 25,000 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）その他有価証券    

① 株式 35,476 54,965 19,488 

② 債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③ その他 503,072 515,357 12,284 

計 538,548 570,322 31,773 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  

 中間貸借対照表計上額（千円） 

 その他の有価証券  

非上場株式 44,000 

   社債 25,000 



前事業年度末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。  

  

（持分法損益等） 

  該当事項はありません。 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）その他有価証券    

① 株式 35,476 42,887 7,411 

② 債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③ その他 506,202 515,005 8,803 

計 541,678 557,893 16,214 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  

 期末貸借対照表計上額（千円） 

 その他の有価証券  

非上場株式 54,000 

   社債 25,000 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定基礎は、以下の通りであります。 

（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 68,960.29円 

１株当たり中間純利益
金額 

3,807.19円 

１株当たり純資産額 79,069.24円 

１株当たり中間純利益
金額 

6,474.45円 

１株当たり純資産額 73,142.11円 

１株当たり当期純利益
金額 

8,547.08円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

       同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金

額 
   

中間（当期）純利益（千円） 77,856 132,402 174,787 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
          －                  －                  － 

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円） 
77,856 132,402 174,787 

期中平均株式数（株） 20,450 20,450 20,450 



(2）【その他】 

 平成18年５月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。 

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・20,450千円。 

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・1,000円00銭。 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成18年６月９日。 

（注）平成18年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 



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。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第19期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月21日近畿財務局長に提出 



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17年６月20日   

株式会社情報企画       

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 川島 育也  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 井上 正彦  印 

 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」に掲げられている株式会

社情報企画の平成16年10月1日から平成17年9月30日までの第19期事業年度の中間会計期間（平成16年10月1日から平成17

年3月31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、株式会社情報企画の平成17年3月31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10月1日か

ら平成17年3月31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。 

 （注） 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、その原本は当社が中間財務諸表に

添付する形で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18年６月20日   

株式会社情報企画       

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 川島 育也  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 井上 正彦  印 

 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」に掲げられている株式会

社情報企画の平成17年10月1日から平成18年9月30日までの第20期事業年度の中間会計期間（平成17年10月1日から平成18

年3月31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、株式会社情報企画の平成18年3月31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10月1日か

ら平成18年3月31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。 

 （注） 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、その原本は当社が中間財務諸表に

添付する形で別途保管しております。 
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