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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 従業員数は、就業人数を表示しております。 
４ 第21期において平成16年７月20日付で、株式１株につき２株の株式分割を行なっております。 
５ 第22期において平成17年７月20日付で、株式１株につき２株の株式分割を行なっております。 

       

第一部 【企業情報】

回次 第21期中 第22期中 第23期中 第 21 期 第 22 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) 2,185,625 2,679,311 1,647,376 4,499,416 3,956,210

経常利益 (千円) 131,934 163,607 50,149 193,833 75,321

中間(当期)純利益 (千円) 29,769 92,805 14,445 59,395 39,161

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) 15,424 5,108 20,788 20,322 9,093

資本金 (千円) 934,515 942,328 945,583 941,148 944,892

発行済株式総数 (株) 8,654 17,458 35,048 17,435 35,020

純資産額 (千円) 2,658,650 2,828,667 2,744,834 2,799,644 2,834,584

総資産額 (千円) 3,864,443 5,596,553 4,582,689 4,480,117 4,246,450

１株当たり純資産額 (円) 312,150.79 162,027.93 79,609.33 160,577.02 80,944.66

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 4,564.76 5,321.22 417.43 3,915.13 1,120.90

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 4,533.73 5,273.49 414.41 3,868.68 1,111.00

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― ― 2,500.00 1,250.00

自己資本比率 (％) 68.8 50.5 59.9 62.5 66.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △234,530 △1,299,659 △206,124 20,110 △302,790

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 58,696 △2,260 △899 10,333 27,262

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △14,755 1,205,930 212,280 168,975 △135,041

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 658,440 950,574 641,587 1,046,159 635,660

従業員数
(ほか、平均臨時
雇用者数)

(名)
61
(4)

57
(5)

53
(7)

55
(―)

60
(―)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)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】 

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) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
（注）1 従業員数は就業人員であります。 

   2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人数であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合はありませんが、労使関係は安定しております。 

  

従業員数（名）
  53 

 (7)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

本年３月の日銀短観によると原油高騰にもかかわらずわが国企業の景況感は回復基調が続いていること
が確認されました。平成１８年度の企業収益や設備投資も増加する見通しになっており、今後とも景気
の回復は続きそうです。  
 
このような環境下、当社の当中間期の営業状況は次のようになりました。  
１）コア事業である医療画像および衛星画像事業の合計の売上高は１５億５１百万円となり、前年同期
の売上高１３億９０百万円を１億６１百万円（11.5％）上回りました。  
２）その他事業のうち防雷機器販売事業については、前年９月に販売ルートを変更し、当中間期にビジ
ネスモデルおよび販売ルートの構築に力を注ぎ、売上高に寄与するのは下期からとなります。尚、この
事業の前年同期の売上高は１１億９６百万円でした。  
３）この結果、ＣＧ関連の売上高を含め、全社の当中間期の売上高は１６億４７百万円となり、前年同
期の売上高２６億７９百万円を１０億３２百万円（38.5％）下回りました。  
経常利益は５０百万円、中間純利益は１４百万円となり、前年同期と比べ、それぞれ１億１３百万円と
７８百万円減少しました。 

  

事業別の業績は以下のとおりです。 

  

医療画像事業 

当中間期の売上高は６億５５百万円となり、前年同期の売上高５億８百万円を１億４６百万円
（28.8％）上回りました。 
当期よりエンドユーザーへ直販する地域密着型の営業を強化し、従来の代理店依存中心の営業からの脱
皮を図っておりますが、その効果が発揮しつつあります。  
日本ではＣＴ、ＭＲＩ等画像診断装置が広く普及している反面、画像診断専門医が少ないという構造的
な問題があります。診断専門医の不足は特に地方で著しく、不足を補う有力な方法として情報技術（Ｉ
Ｔ）とブロードバンドを活用し、遠隔地の診断経験豊かな放射線専門医が画像を見て診断するという遠
隔診断が普及してきました。  
そうした流れの中で、当期、当社は遠隔画像診断のインフラを提供する本格的なサービスの準備を整え
ました。 画像の診断は東北大学発のベンチャー企業が担当しますが、診断を依頼する東北地域の医療
機関向けのＰＡＣＳ商談が活発化しております。  
また、昨年１１月に独シーメンス社傘下のSiemens Molecular Imaging UK（英国オックスフォード・旧
ミラーダ社）と、PET、CT、MRなどの医療画像を正確に重ね合わせること（フュージョン）ができるソ
フトウェア「Fusion7D（フュージョン・セブンディー）」の国内正規販売代理店契約を締結し、当社の
主製品であるシステムに組込み、PET・CT・MRIを中心とした画像診断の現場に販売を拡大してまいりま
す。  
また、既存ユーザーへの保守サービスビジネスも売上げに貢献してきております。 
  
  
  
  
  
  
  

  



衛星画像事業 

当中間期の売上高は、８億９５百万円となり、前年同期の売上高８億８１百万円を１４百万円
（1.6％）上回りました。 
国の補助金を受け森林管理用ＧＩＳ（地理情報システム）を作成する都道府県が増えており、その作成
のために使用する衛星画像の販売か増加しました。さらに、米国Analytical Graphics社の衛星軌道運
行シミュレーションソフトであるＳＴＫと埼玉県寄居町所在の衛星画像受信システムの保守サービスも
売上増加に寄与しました。これらの反面、ＳＰＯＴ衛星を使った立体画像の納入が今下期以降にずれ込
んだため、本事業全体としては微増にとどまりました。  
  

イメージセンシング事業 

前期下期より開始したイメージセンシング事業に関しては、当中間期の売上高は人工知能型セキュリテ
ィシステムNice Vision等の７百万円となりました。   
国の重要施設を中心に営業活動を展開し、来期以降の成約が期待できるようになりました。下期はNice 
Visionの小型システム、多方向同時撮影可能な全方位レンズカメラ、米国PIXON社開発の画像改善ソフ
ト等の拡販を行います。 

  

   その他事業 

当中間期の売上高は８８百万円となり、前年同期の売上高１２億８８百万円を１２億円下回りました。
防雷機器の売上が昨年の１１億９６百万円に対し、当中間期は５１百万円と大きく減少したことが主な
理由であります。  
防雷機器は販売網の再構築を進めており、下期から売上に貢献する予定であります。 
今まで取扱ってきましたＣＧ（コンピュータ・グラフィック）ツールについては本年２月に取扱いを中
止し、今後の販売およびサポート業務を他社に移管いたしました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により206百万円減少し、財務活動
により212百万円増加しました。この結果、現金及び現金同等物は、5百万円の増加となり、中間期末残
高は641百万円（前年同期比32.5％減）となりました。  
 
①営業活動によるキャッシュ・フロー  
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益が27百万円（前年同
期は163百万円）であったものの、たな卸資産の増加が173百万円（前年同期は193百万円の増加）、売
上債権の増加165百万円（前年同期は448百万円の増加）、前受金の減少52百万円（前年同期は242百万
円の減少）等の要因により206百万円の減少（前年同期は1,299百万円の減少）となりました。 
 
②投資活動によるキャッシュ・フロー  
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による減少0百万
円（前年同期は2百万円の減少）等の要因により0百万円の減少（前年同期は2百万円の減少）となりま
した。 
  
③財務活動によるキャッシュ・フロー  
当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出320百万円（前
年同期は該当なし）があったものの、短期借入金の純増加額100百万円（前年同期は650百万円の純増
加）、長期借入れによる収入が600百万円（前年同期は300百万円の増加）等の要因により212百万円の
増加（前年同期は1,205百万円の増加）となりました。 
  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社はシステム インテグレータであり、生産設備を保有していないため、生産実績等の記載は行っ

ておりません。 

   ３ イメージセンシング事業は前期下期より開始した事業であるため、前年同期比は記載しておりませ

ん。 

     

  

(2) 受注実績 

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) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ イメージセンシング事業は前期下期より開始した事業であるため、前年同期比は記載しておりませ 

  ん。 

     

  

区分 仕入高(千円) 前年同期比(％)

医療画像事業 399,642 ＋46.9

衛星画像事業 793,834 ＋16.3

イメージセンシング事業 4,603 ―

その他 52,424 △95.7

合計 1,250,505 △42.5

区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

医療画像事業 640,950 ＋26.2 20,815 △40.2

衛星画像事業 868,950 △1.4 57,177 △70.7

イメージセンシング事業 7,138 ― ― ―

その他 78,676 △93.9 ― ―

合計 1,595,715 △40.4 77,992 △66.4



(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) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ イメージセンシング事業は前期下期より開始した事業であるため、前年同期比は記載しておりませ 

 ん。 

３ 当中間会計期間の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) 当中間会計期間の（株）かんでんエンジニアリングについては、当該割合が100分の10未満のため記載を

省略しております。 

  

区分 販売高(千円) 前年同期比(％)

医療画像事業 655,820 ＋28.8

衛星画像事業 895,516 ＋1.6

イメージセンシング事業 7,138 ―

その他 88,901 △93.1

合計 1,647,376 △38.5

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

 ㈱ＮＴＴデータ 498,298 18.6 427,955 26.0

㈱かんでんエンジニ
アリング

1,194,148 44.6 ― ―



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および新たに生じた

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ける重要な契約等は次のとおりであります。 

(1) 販売代理店契約 

  

 
  

  

  

５ 【研究開発活動】 

安定した成長を継続してゆくために、当社では医療画像の電子保管、配信、表示の為の開発や衛星画像

を活用した付加価値情報作成のためのアルゴリズム開発、研究に積極的に取組んでおります。  

当中間会計期間の研究開発費総額は26,411千円であり、主な研究開発は次のとおりであります。  

 

  医療画像事業  

医療画像国際標準規格DISCOMを中核とした医用画像ネットワークシステム及び診断報告書（所見）作成

システムの開発。このシステムは病院と診療所の連携の為の医療画像送受信にも利用されます。 

(共同研究体制)  

・東北大学医学部附属病院放射線部  

   遠隔医療における技術共同開発  

 

 衛星画像事業  

衛星画像を活用した付加価値情報の作成  

・衛星画像を用いた斜面災害監視の研究開発をヨーロッパ宇宙庁（ESA）、伊国ミラノ工科大学、

伊国Lisalab社、応用地質株式会社と共同で実施。  

   地盤変動情報を作成し、わが国で配信を開始しております。  

  

  

契約先 契約年月日 提携内容 契約期間

シーメンス モールキュラー 
イメージング（英国）

平成17年11月９日 国内販売代理店契約
平成17年11月９日から 
平成18年11月９日まで



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】 

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。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新設、除却等はありません。 

  

  

  



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】 

  

 
(注)  提出日現在の発行数には、平成18年６月1日以降提出日までに新株予約権等の行使により発行した株式数を含め

ておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 140,000

計 140,000

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29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 35,048 35,048

大阪証券取引所
(ニッポン・ニュ
ーマーケット―
「ヘラクレス」市
場)

完全議決権株式であり、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

計 35,048 35,048 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成13年改正商法第280条ノ20及び21の規定に基づき発行している新株予約権は次のとおりであります。 

 
（注）  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新株式を発行又

は自己株式を処分する場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

 
  

株主総会の特別決議日(平成14年６月21日)

中間会計期間末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) 12 12

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 12 12

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり72,500 (注) 同左

新株予約権の行使期間
 平成16年７月１日から
平成20年12月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   72,500
資本組入額   36,250

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者

は、権利行使時においても、当社

の従業員の地位にあることを要す

る。 

新株予約権者が死亡した場合は、

相続人がこれを行使できるものと

する。 

この他の条件は、本総会および新

株予約権発行の取締役会決議にも

とづき、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権付与契

約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の

処分は認めない。
同左

     調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
    1

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株の払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
新株発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数



② 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権に関する事項は次のとおりであります。 

 
  

株主総会の特別決議日(平成13年６月22日)

中間会計期間末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 24 24

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり94,691 同左

新株予約権の行使期間
平成15年７月１日から
平成19年12月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   94,691
資本組入額   47,500

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者

は、権利行使時においても、当社

の従業員の地位にあることを要す

る。 

新株予約権者が死亡した場合は、

相続人がこれを行使できるものと

する。 

この他の条件は、本総会および新

株予約権発行の取締役会決議にも

とづき、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権付与契

約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の

処分は認めない。
同左



③ 商法等改正整備法第19条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債の残高等は次のとお

りであります。 

第１回無担保新株引受権付社債(平成12年１月28日発行) 

 
※１ 資本組入額は、その新株引受権の権利行使により発行する株式の発行価額に0.5を乗じ、その結果１円未満の端数

が生じるときは、その端数を切り上げた額としております。 

  

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 新株予約権の行使（旧転換社債等の権利行使を含む。）による増加であります。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株引受権の残高(千円) 14,555 同左

新株引受権の目的となる株式の数（株） 295.2 同左

新株引受権の権利行使により発行する株式の発行
価格(円)

49,306 同左

資本組入額(円) ※１ ※１

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

28 35,048 690 945,583 718 1,134,223



(4) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) 当社は自己株式（569.2株、持株比率1.62％）を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 

  

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(％)

梨子本 紘 東京都西多摩郡日の出町 7,468.0 21.30

伊藤忠商事株式会社 大阪府大阪市久太郎町四丁目１番３号 7,092.0 20.23

榊原 三郎 神奈川県横浜市中区山手町 3,084.0 8.79

株式会社エヌ・ティ・ティ・デ
ータ

東京都江東区豊洲三丁目３番３号 720.0 2.05

マクドナルド デットワイラー
アンド アソシエイツ
リミテッド
（常任代理人 梨子本 紘）

13800 Commerce Parkway Richmond
British Columbia, Canada V6V2J3

(東京都西多摩郡日の出町)

640.8 1.82

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号 576.0 1.64

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番１号 576.0 1.64

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 576.0 1.64

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目４番６号 496.0 1.41

イメージ社員持株会
東京都新宿区新宿二丁目７番１号
新宿第一生命ビル12階

431.0 1.22

計 ― 21,659.8 61.80



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) 1 「端株」の欄には、当社所有の0.2株が含まれております。 

   2 「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2株含まれております。

  

  

② 【自己株式等】 

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)
（自己保有株式）
普通株式    569

     ―       
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

完全議決権株式(その他) 普通株式 34,478 34,478 同上

端株 普通株式    1 ― 同上

発行済株式総数 35,048 ― ―

総株主の議決権 ― 34,478 ―

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(％)

(自己保有株式） 
株式会社イメージ ワン

東京都新宿区西新宿 
二丁目７番１号 
新宿第一生命ビル12階

569 ― 569 1.62

計 ― 569 ― 569 1.62



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、大阪証券取引所ニッポン・ニューマーケット―「ヘラクレス」市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

(1) 新任役員 

 
(2) 退任役員 

  該当事項はありません。 

(3) 役職の異動 

 
  

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) 189,000 200,000 219,000 235,000 195,000 213,000

最低(円) 165,000 170,000 185,000 168,000 141,000 155,000

役名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数 就任年月日

常務取締役 松尾 正晴
昭和15年
７月28日

昭和38年４月 伊藤忠商事株式会社入社
平成２年４月 伊藤忠インドネシア輸出 
       会社社長 
平成３年５月 センチュリーオートリー 
       ス株式会社取締役 
平成17年６月 当社入社 
平成17年12月 当社常務取締役（現） 

0株 平成17年12月16日

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役 
（管理部長）

取締役 
（経営企画室長）

伊藤 栄治 平成17年10月17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）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を適用しております。 

  

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)および当中間会計期間(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、あずさ監査法人の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、子会社はありませんので、中間連結財務諸表は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 
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 950,574 641,587 635,660

 ２ 受取手形 119,433 30,960 19,518

 ３ 売掛金 2,308,060 1,014,524 860,373

 ４ たな卸資産 416,020 1,212,358 1,038,780

 ５ 前渡金 1,001,568 832,194 864,807

 ６ 繰延税金資産 56,100 41,199 19,111

 ７ その他 38,117 31,475 24,810

  貸倒引当金 △13,945 △5,332 △4,457

  流動資産合計 4,875,930 87.1 3,798,966 82.9 3,458,605 81.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※３ 9,858 0.2 8,193 0.2 8,437 0.2

 ２ 無形固定資産 5,474 0.1 3,535 0.1 4,610 0.1

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 511,767 645,808 594,146

  (2) 関係会社株式 29,400 29,400 29,400

  (3) 長期貸付金 30,000 2,930 2,990

  (4) 固定化 
    営業債権

※４ 135,713 133,986 133,986

  (5) 繰延税金資産 39,364 34,276 58,254

  (6) その他 64,019 61,776 62,608

  貸倒引当金 △104,974 △136,185 △106,590

  投資その他の 
  資産合計

705,290 12.6 771,993 16.8 774,796 18.3

  固定資産合計 720,622 12.9 783,722 17.1 787,844 18.6

  資産合計 5,596,553 100.0 4,582,689 100.0 4,246,450 100.0



 
  

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 
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 424,844 497,611 424,762

 ２ 短期借入金 1,300,000 100,000 ―

 ３ 一年以内返済 
   予定長期借入金

44,000 164,000 44,000

 ４ 一年以内償還 
   予定社債

40,000 40,000 340,000

 ５ 未払法人税等 48,651 43,748 25,429

 ６ 未払消費税等 ※５ 31,177 33,927 ―

 ７ 新株引受権 440 305 333

 ８ 前受金 ― 1,457 54,423

 ９ その他 62,476 44,473 48,389

   流動負債合計 1,951,589 34.9 925,522 20.2 937,340 22.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 560,000 220,000 240,000

 ２ 長期借入金 256,000 692,000 234,000

 ３ 退職給付引当金 296 332 525

   固定負債合計 816,296 14.6 912,332 19.9 474,525 11.2

   負債合計 2,767,885 49.5 1,837,855 40.1 1,411,865 33.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 942,328 16.8 945,583 20.6 944,892 22.3

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,130,834 1,134,223 1,133,504

 ２ その他 
   資本剰余金

29,820 29,820 29,820

   資本剰余金合計 1,160,654 20.7 1,164,043 25.4 1,163,324 27.4

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 15,100 15,100 15,100

 ２ 任意積立金 6,506 1,000 6,506

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

718,051 640,585 664,406

   利益剰余金合計 739,657 13.2 656,685 14.3 686,012 16.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

△13,896 △0.2 83,120 1.8 40,617 0.9

Ⅴ 自己株式 ※２ △76 △0.0 △104,598 △2.2 △263 △0.0

   資本合計 2,828,667 50.5 2,744,834 59.9 2,834,584 66.8

   負債・資本合計 5,596,553 100.0 4,582,689 100.0 4,246,450 100.0



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
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 2,679,311 100.0 1,647,376 100.0 3,956,210 100.0

Ⅱ 売上原価 1,979,732 73.9 1,070,490 65.0 2,805,926 70.9

  売上総利益 699,579 26.1 576,886 35.0 1,150,283 29.1

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

524,239 19.6 524,931 31.9 1,061,447 26.9

  営業利益 175,340 6.5 51,954 3.1 88,836 2.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 10,876 0.4 12,586 0.8 26,660 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２ 22,610 0.8 14,390 0.9 40,174 1.0

  経常利益 163,607 6.1 50,149 3.0 75,321 1.9

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― 3,053 0.1

Ⅶ 特別損失 ※３ ― ― 23,052 1.4 ― ―

   税引前中間 
   (当期)純利益

163,607 6.1 27,097 1.6 78,374 2.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

44,214 2,365 22,392

   過年度法人税等 ― 37,556 ―

   法人税等調整額 26,587 70,801 2.6 △27,270 12,651 0.7 16,821 39,213 1.0

   中間(当期) 
   純利益

92,805 3.5 14,445 0.9 39,161 1.0

   前期繰越利益 625,245 626,139 625,245

   中間(当期) 
   未処分利益

718,051 640,585 664,406



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

 １ 税引前中間(当期)純利益 163,607 27,097 78,374

 ２ 減価償却費 2,521 2,278 5,292

 ３ 貸倒引当金の増加額 
   (△減少額)     

4,819 30,470 △3,053

 ４ 退職給付引当金の増加額 
   (△減少額)

29 △192 258

 ５ 受取利息及び受取配当金 △153 △4 △14

 ６ 有価証券利息 △10,680 △12,000 △22,936

 ７ 支払利息 4,829 3,180 9,823

 ８ 投資有価証券評価損 ― 19,999 ―

 ９ 売上債権の減少額 
   (△増加額)

△448,851 △165,592 964,763

 10 たな卸資産の減少額 
   (△増加額)  

△193,973 △173,577 △816,733

 11 仕入債務の増加額 
   (△減少額)

38,940 72,848 38,858

 12 未払消費税等の増加額 
   (△減少額)

△28,363 33,927 △59,540

 13 未払金の増加額(△減少額) 10,487 △7,929 5,118

 14 前渡金の減少額(△増加額) △490,684 32,613 △353,924

 15 前受金の増加額(△減少額) △242,088 △52,966 △196,037

 16 立替金の減少額(△増加額) 1,717 ― 1,741

 17 為替金融資産の減少額 
   (△増加額)

14,178 ― 18,403

 18 固定化営業債権の減少額 
   (△増加額)
  19 その他 

△135,713

20,520

―

13,763

―

19,521

    小計 △1,288,858 △176,085 △310,083

 20 利息及び配当金の受取額 3 4 23,412

 21 利息の支払額 △6,073 △4,614 △11,519

 22 法人税等の支払額 △4,730 △25,429 △4,600

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,299,659 △206,124 △302,790

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得 
   による支出

△2,260 △959 △2,462

 ２ 無形固定資産の取得 
   による支出

― ― △284

 ３ 貸付金の回収による収入 ― 60 30,010

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△2,260 △899 27,262



 
  

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 
   (△純減少額)

650,000 100,000 △650,000

 ２ 長期借入れによる収入 300,000 600,000 300,000

 ３ 長期借入金の返済による 
   支出    

― △22,000 △22,000

 ４ 社債の発行による収入 296,350 ― 296,350

 ５ 社債の償還による支出 ― △320,000 △20,000

 ６  株式の発行による収入 2,360 1,380 3,924

 ７ 自己株式の取得による 
   支出  

― △104,335 △186

 ８ 配当金の支払額 △42,780 △42,764 △43,129

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

1,205,930 212,280 △135,041

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

403 669 70

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額) △95,585 5,926 △410,499

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

1,046,159 635,660 1,046,159

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

950,574 641,587 635,660



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成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 有価証券の評価基

準及び評価方法

(1) その他有価証券

  時価のあるもの

   中間決算日の市場価

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)

  時価のないもの

   移動平均法による原

価法

(2) 関連会社株式

   移動平均法による原

価法

(1) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  

   時価のないもの 

        同左

(2) 関連会社株式

同左 

 

 

 

(1) その他有価証券

  時価のあるもの

   期末日の市場価格等

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)

  

  時価のないもの  

     同左

(2) 関連会社株式

同左 

 

２ デリバティブ取引

により生じる正味

の債権及び債務の

評価基準並びに評

価方法

時価法 同左 同左

３ たな卸資産の評価

基準及び評価方法

商品 

 移動平均法による原価法 

 

商品

同左

商品

同左

４ 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。

  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)に基づく均

等償却をしております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

５ 繰延資産の処理方

法

新株発行費

支出時に全額費用として

処理しております。

社債発行費

 支出時に全額費用として

処理しております。

新株発行費

        同左

  

 

新株発行費

    同左

社債発行費 

 支出時に全額費用として

処理しております。    



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)

６ 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

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、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(中間

期末要支給額)を計上し

ております。

(2) 退職給付引当金

同左

(2) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、期末において

発生していると認められ

る額(期末要支給額)を計

上しております。

７ 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



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)

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっ

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっ 

ております。      

 金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしておりますので、特

例処理を採用しておりま

す。

(1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約取引 外貨建予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約取引 外貨建予定取引

金利スワップ 借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約取引 外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

  商品の輸入取引に係る

為替相場の変動リスクを

軽減するため、実需の範

囲内で為替予約取引を利

用しております。ヘッジ

対象の識別は個別契約毎

に行っております。

(3) ヘッジ方針

  商品の輸入取引に係る

為替相場の変動リスクを

軽減するため、実需の範

囲内で為替予約取引を利

用しております。ヘッジ

対象の識別は個別契約毎

に行っております。 

 借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利

スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っており

ます。

     

(3) ヘッジ方針

  商品の輸入取引に係る

為替相場の変動リスクを

軽減するため、実需の範

囲内で為替予約取引を利

用しております。ヘッジ

対象の識別は個別契約毎

に行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  為替予約のうちヘッジ

対象とヘッジ手段の重要

な条件が同一であり、高

い相関関係があると考え

られるものについては中

間決算日における有効性

の評価を省略しておりま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  為替予約のうちヘッジ

対象とヘッジ手段の重要

な条件が同一であり、高

い相関関係があると考え

られるものについては中

間決算日における有効性

の評価を省略しておりま

す。 

 金利スワップの特例処

理の要件を満たしている

ので中間決算日における

有効性の評価を省略して

おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  為替予約のうちヘッジ

対象とヘッジ手段の重要

な条件が同一であり、高

い相関関係があると考え

られるものについては決

算日における有効性の評

価を省略しております。



 
  

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)

９ 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

満期の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資 

 

同左 同左

10 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

 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

  消費税等の処理方法

同左

  消費税等の処理方法

同左



会計処理の変更  

  

 
  

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)

 

―――――――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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。         
 

 

―――――――――



次へ 

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)

―――――――――
 

―――――――――
 

（事業税の外形標準課税制度）  

「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日以降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、法人事業税のうち付

価値割及び資本割部分については、

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7,689千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が

7,689千円減少しております。  

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

項目
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 会社が発行する

株式の総数及び

発行済株式総数

会社が発行する

株式の総数

普通株式 25,600株

発行済株式総数

普通株式 17,458株

会社が発行する

株式の総数

普通株式 140,000株

発行済株式総数

普通株式 35,048株

会社が発行する

株式の総数

普通株式 51,200株

発行済株式総数

普通株式 35,020株

※２ 自己株式の保有

数 普通株式   0.1株 普通株式  569.2株 普通株式   1.2株

※３ 有形固定資産の

減価償却累計額 13,000千円 15,826千円 14,623千円

※４ 固定化営業債権  固定化営業債権は、財務

諸表等規則第32条第１項第

10号の債権であります。

     同左 同左

※５ 消費税等の取り

扱い

 仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、未払

消費税等として表示してお

ります。

同左 ―――――――――

 ６ 当座貸越契約及

び貸出コミット

メントについて 

―――――――――  当社においては、運転資

金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行とコミット

メントライン（借入枠）の

設定契約を締結しておりま

す。  

 当中間会計期間末におけ

るコミットメントラインに

係る借入金残高等は次のと

おりであります。

―――――――――

 借入枠   1,000百万円

借入残高 ― 百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 

  

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 営業外収益の主

要項目
 

有価証券利息 10,680千円

受取利息 153千円
 

有価証券利息 12,000千円

受取利息 4千円

有価証券利息 22,936千円

受取利息 14千円

※２ 営業外費用の主

要項目

 

為替差損 7,265千円

支払利息 4,829千円

社債発行費 3,650千円

為替差損 759千円

支払利息 3,180千円

社債利息 1,601千円

 

為替差損 6,287千円

新株発行費 3,563千円

支払利息

社債発行費

9,823千円

3,650千円

※３ 特別損失の主要

項目

―――――――――  投資有価証券   19,999千円
評価損
 過年度消費税等  3,052千円

―――――――――

４ 減価償却実施額 有形固定資産 1,401千円

無形固定資産 1,119千円

有形固定資産 1,203千円

無形固定資産 1,074千円

有形固定資産 3,024千円

無形固定資産 2,267千円

 ５ 税効果会計  中間会計期間に係る税額

及び法人税等調整額は、当

期において予定している利

益処分による特別償却準備

金の積立・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。

――――――――― ―――――――――

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)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定 950,574千円

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 950,574千円

  

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掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定 641,587千円

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 641,587千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

現金及び預金勘定 635,660千円

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 635,660千円



次へ 

(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 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    (単位：千円)

機械 
装置

工具器
具備品

ソフト 
ウェア

合計

取得価額 
相当額

3,528 23,349 88,614 115,493

減価償却 
累計額 
相当額

3,234 23,349 36,922 63,507

中間期末 
残高 
相当額

294 － 51,692 51,986

  

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)

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    (単位：千円)

ソフト
ウェア

取得価額 
相当額

88,614

減価償却 
累計額 
相当額

54,645

中間期末 
残高 
相当額

33,969

  

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）

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      (単位：千円)

ソフト
ウェア

取得価額
相当額

88,614

減価償却
累計額 
相当額

45,784

期末残高
相当額 
 

42,830

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 18,013千円

１年超 35,811千円

合計 53,825千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 18,366千円

１年超 17,444千円

合計 35,811千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 18,029千円

１年超 26,713千円

合計 44,743千円

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 15,314千円

減価償却費相当額 14,167千円

支払利息相当額 1,121千円

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 9,693千円

減価償却費相当額 8,861千円

支払利息相当額 761千円

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 25,325千円

減価償却費相当額 23,322千円

支払利息相当額 2,101千円

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。

 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。

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

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

同左

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

１年以内 745千円

１年超   － 千円

合計 745千円

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

１年以内 372千円

１年超 － 千円

合計 372千円

２ オペレーティング・リース取引

(借主側）

未経過リース料

１年以内 819千円

１年超   －千円

合計 819千円



(有価証券関係) 

1. その他有価証券で時価のあるもの 
（単位：千円） 

 
  

2. 時価評価されていない有価証券 

（単位：千円） 

 
  

区分
前中間会計期間末 
平成17年３月31日現在

当中間会計期間末
平成18年３月31日現在

前事業年度 
平成17年９月30日現在

取得原価
中間貸借 
対照表 
計上額

差額 取得原価
中間貸借
対照表 
計上額

差額 取得原価
貸借対照表 
計上額

差額

① 株式 55,663 131,477 75,813 55,663 253,102 197,439 55,663 175,074 119,411

② 債券 400,000 310,290 △89,710 400,000 342,706 △57,294 400,000 349,072 △50,928

③ その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 455,663 441,767 △13,896 455,663 595,808 140,145 455,663 524,146 68,483

区分
前中間会計期間末
平成17年３月31日現在

当中間会計期間末
平成18年３月31日現在

前事業年度 
平成17年９月30日現在

(1) 関連会社株式 中間貸借対照表計上額 中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

① 非上場株式 29,400 29,400 29,400

計 29,400 29,400 29,400

(2) その他有価証券 中間貸借対照表計上額 中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

① 非上場株式 70,000 50,000 70,000

計 70,000 50,000 70,000



(デリバティブ取引関係) 

デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益 

(単位：千円) 

 
(注) 時価の算定方法 

  
（1）為替予約取引 
  先物為替相場によっております。 
  
（2）金利スワップ取引 
  金利スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

  

区分 種  類

前中間会計期間末
平成17年３月31日現在

当中間会計期間末
平成18年３月31日現在

前事業年度
平成17年９月30日現在

契約額等
契約額 
等のうち 
１年超

時 価
評価 
損益

契約額等
契約額
等のうち
１年超

時 価
評価
損益

契約額等
契約額 
等のうち 
１年超

時 価
評価
損益

(通貨関連)

市場 
取引 
以外 
の取 
引

為替予約取引

買 建

米ドル 80,742 ― 82,701 1,959 158,651 9,815 157,770 △881 62,147 ― 66,320 4,172

ユーロ 443,176 ― 445,109 1,932 167,688 ― 170,250 2,562 401,578 ― 400,352 △1,225

(金利関連)

金利スワップ 
取引
 支払固定・ 
 受取変動

― ― ― ― 600,000 480,000 △5,633 △5,633 ― ― ― ―

合   計 523,918 ― 527,810 3,892 926,340 489,815 322,387 △3,953 463,726 ― 466,672 2,946



前へ   次へ 

(持分法損益等) 
  

 
  

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)

関連会社に対する投資金額

29,400千円

持分法を適用した場合の投資金額

39,563千円

持分法を適用した場合の投資利益の

金額

5,108千円

関連会社に対する投資金額

29,400千円

持分法を適用した場合の投資金額

64,337千円

持分法を適用した場合の投資利益の

金額

20,788千円

関連会社に対する投資金額

29,400千円

持分法を適用した場合の投資金額

43,548千円

持分法を適用した場合の投資利益の

金額

9,093千円



(１株当たり情報) 

  

 
  

項目
前中間会計期間末 

（自 平成16年10月１日  
  至 平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（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

162,027円93銭 79,609円33銭 80,944円66銭

１株当たり
中間(当期)
純利益

5,321円22銭 417円43銭 1,120円90銭

潜在株式調
整後１株当
たり中間(当
期)純利益

5,273円49銭 414円41銭 1,111円00銭

 当社は、平成17年7月20日付で
普通株式1株に対し2株の割合で
株式分割をしております。 
 前期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定した場合の前中間会
計期間における（一株当たり情
報）の各数値は以下のとおりで
あります。 
 
１株当たり 
純資産額     81,013円97銭 
 
１株当たり 
中間純利益    2,660円61銭 
 
潜在株式調整後 
１株当たり    2,636円75銭 
中間純利益     
 

当社は、平成17年7月20日付で
普通株式1株に対し2株の割合で
株式分割をしております。 
 前期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定した場合の前事業年
度における（一株当たり情報） 
の各数値は以下のとおりであり
ます。 
 
１株当たり 
純資産額     80,288円51銭 
 
１株当たり 
当期純利益    1,957円56銭 
 
潜在株式調整後 
１株当たり    1,934円34銭 
当期純利益     
 



(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

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)

中間損益計算書（損益計算書）上の
中間(当期)純利益(千円)

92,805 14,445 39,161

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円)

92,805 14,445 39,161

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 17,440.61 34,606.94 34,937.18

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間 
(当期)純利益の算定に用いられた 
普通株式増加数の主要な内訳(株) 
 新株引受権 
  新株予約権 
 

154.22
3.65

244.44
7.36 
 

303.42
7.97 
 

普通株式増加数(株) 157.87 251.80 311.39

希薄化効果を有しないため、潜在 
株式調整後１株当たり中間(当期) 
純利益の算定に含まれなかった潜 
在株式の概要

―――――――― ―――――――― ――――――――



前へ 

(重要な後発事象) 

 
  

  

  

  

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）

株式分割

 平成17年4月21日開催の取締役会にお

いて、次のとおり株式分割による新株

式を発行することを決議いたしまし

た。

(1) 平成17年7月20日日付をもって普通株 

  式1株を2株に分割する。       

①分割の方法

平成17年5月31日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に掲載された

株主の所有株式数を、1株につき

2株の割合をもって分割する。た

だし、分割の結果生ずる1株未満

の端数株式は、これを一括売却

し、その処分代金を端数の生じ

た株主に対し、その端数に応じ

て分配する。

②分割により増加する株式数

普通株式 平成17年5月31日最終

の発行済株式総数と

同数（17,503株)とす

る。

(2) 配当起算日

平成17年4月1日

 当社とフランスのSPOT IMAGE 
S.A.,(以下「スポット・イマージ
ュ社」という。）との間で既に交
わされている独占販売代理店契約
を平成２４年３月末まで延長する
ことに関して両社合意し、５月１
７日に延長契約を締結いたしまし
た。この独占販売代理店契約は、
スポット・イマージュ社が保有す
る地球観測衛星SPOTからの衛星画
像を、わが国のインテリジェンス
市場において当社がスポット・イ
マージュ社の販売代理店として独
占的に販売するというものです。 
 
       

該当事項はありません。

 

前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における（1株当たり情

報）の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。

当中間会計期間末  

(平成17年3月31日)

前事業年度末 

（平成16年9月30日)

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

81,013円97銭 80,288円51銭

1株当たり中間純利益 1株当たり当期純利益

2,660円61銭 1,957円56銭

潜在株式調整後

1株当たり中間純利益

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

2,636円74銭 1,934円34銭

 



(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。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第22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19日関東財務局長に提出 

(2) 自己株券買付状況報告書 

  平成17年 10月度(自平成17年10月１日至平成17年10月31日) 平成17年11月８日関東財務局長に提出 

  平成17年 11月度(自平成17年11月１日至平成17年11月30日) 平成17年12月６日関東財務局長に提出 

  平成17年 12月度(自平成17年12月１日至平成17年12月31日) 平成18年１月10日関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年６月30日

株式会社イメージワン 

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

ている株式会社イメージ ワンの平成16年10月１日から平成17年９月30日までの第22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、株式会社イメージ ワンの平成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。

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  沖     恒  弘  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  高  田  重  幸  ㊞

※ 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(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18年６月28日

株式会社イメージワン 

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

ている株式会社イメージ ワンの平成17年10月１日から平成18年９月30日までの第23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、株式会社イメージ ワンの平成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。

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  沖     恒  弘  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  高  田  重  幸  ㊞

※ 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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	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
	(3)発行済株式総数、資本金等の状況
	(4)大株主の状況
	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	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
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間キャッシュ・フロー計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/46
	pageform2: 2/46
	form1: EDINET提出書類  2006/06/29 提出
	form2: 株式会社イメージワン(401536)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/46
	pageform4: 4/46
	pageform5: 5/46
	pageform6: 6/46
	pageform7: 7/46
	pageform8: 8/46
	pageform9: 9/46
	pageform10: 10/46
	pageform11: 11/46
	pageform12: 12/46
	pageform13: 13/46
	pageform14: 14/46
	pageform15: 15/46
	pageform16: 16/46
	pageform17: 17/46
	pageform18: 18/46
	pageform19: 19/46
	pageform20: 20/46
	pageform21: 21/46
	pageform22: 22/46
	pageform23: 23/46
	pageform24: 24/46
	pageform25: 25/46
	pageform26: 26/46
	pageform27: 27/46
	pageform28: 28/46
	pageform29: 29/46
	pageform30: 30/46
	pageform31: 31/46
	pageform32: 32/46
	pageform33: 33/46
	pageform34: 34/46
	pageform35: 35/46
	pageform36: 36/46
	pageform37: 37/46
	pageform38: 38/46
	pageform39: 39/46
	pageform40: 40/46
	pageform41: 41/46
	pageform42: 42/46
	pageform43: 43/46
	pageform44: 44/46
	pageform45: 45/46
	pageform46: 46/46


