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平成 15 年 10 月期   中間決算短信（連結） 平成15年6月20日 

会 社 名 応用技術株式会社             登録銘柄 
コ ー ド 番 号  4356                     本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ http://www.apptec.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 平田 裕 
問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 
        氏    名 前原 夏樹      ＴＥＬ（06）6363－3031 
中間決算取締役会開催日  平成 15 年 6 月 20 日 

米国会計基準採用の有無  無 
 
１．15年10月中間期の連結業績（平成14年11月1日～平成15年4月30日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

百万円   ％
1,624（△8.6）
1,776（ 22.1）

百万円   ％
△27（ － ）
167（ 76.1）

百万円   ％
△36（ － ）
131（  74.9）

14年10月期 3,261 82 33 
 

 中間(当期)純利益 
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 

 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

百万円   ％
△80（  － ）
75（  80.7）

円   銭
△11,411   40
12,195   33

円   銭
－
－

14年10月期 17 2,793   19 －

(注)①持分法投資損益 15年4月中間期 －百万円  14年4月中間期 －百万円  14年10月期 －百万円 

②期中平均株式数(連結) 15年4月中間期 7,040株 14年4月中間期 6,233株 14年10月期 6,403株 

③会計処理の方法の変更  無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

百万円 
3,229 
3,566 

百万円
995

1,160

％
30.8
32.5

円   銭
141,192  45
164,799  91

14年10月期 3,058 1,101 36.0 156,515  68

(注)期末発行済株式数(連結) 15年4月中間期 7,047.2株 14年4月中間期 7,040株 14年10月期 7,040株 
 
(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

 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

百万円 
89 

267 

百万円
△40

8

百万円
163
375

百万円
461
923

14年10月期 △201 73 102 247
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 2社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) 1社  (除外) －社  持分法 (新規) －社  (除外) －社 
 
２．15年10月期の連結業績予想（平成14年11月1日～平成15年10月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円
3,600

百万円
80

百万円
15

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,128円 50銭 

 

 

※ 上記の業績につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり

  ます。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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1.企業集団の状況 
当社グループは、当社、オージーアイテクノサービス株式会社、北京阿普特応用技術有限公司で構成

されております。 

① オージーアイテクノサービス株式会社 

（資本金20百万円、当社出資比率100％、連結子会社） 

情報ネットワークシステム構築に関するコンサルティング及びシステム導入後のサポート・指導

業務を行っております。 

② 北京阿普特応用技術有限公司 

（資本金15万米ドル、当社出資比率100％、連結子会社） 

当社が日本国内で受注したシステムの開発を行っております。 

 

当社グループの事業はシステムインテグレーションとエンジニアリングサービスの２部門に分かれて

おります。 

システムインテグレーション事業は、ＣＡＤ（コンピュータによる設計支援）、ＧＩＳ（地理情報シス

テム）、公共システム関連分野の３分野であります。 

エンジニアリングサービス事業は、データ解析・数値シミュレーション技術をベースに、主に環境分

野を対象にした計算や解析の受託業務をしております。 

なお、平成14年11月１日に機構改革を実施し、事業系統を再編しました。ＥＣ関連分野をＣＡＤ関連

分野に含め、ＣＡＤ分野の一部事業と電力関連分野を統合させ、公共システム関連分野といたしました。 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

顧        客 
（製造業、建設業、電力・ガス、官公庁、教育機関、システムインテグレータ） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                      
 
 
                    

保守・運用 

当      社 
システムインテグレーション  

ＣＡＤ 

関連分野 
 

ＧＩＳ 
関連分野 

公共システ

ム関連分野 
エンジニア

リングサー

ビス 

 

海外

ソリューションサービス システムの提案、調達
設計、開発、保守・運用

システム開発 注 保守・運用委託 

 国内

北京阿普特応

(100％
(連結

オージーアイテクノサービス株式会社 
（100％子会社） 

(連結子会社) 

 -2- 
システム開発業務外
用技術有限公司 
子会社) 
子会社) 



 

2.経営方針 
 
(1) 会社の経営の基本方針 

我々は情報技術を利用しユーザの問題解決を図ることを指向します。すなわち、顧客ニーズと

情報技術とのパイプ役を果たすことで社会に貢献します。 

そして情報技術を共通の基盤とした特徴のある分野の集合体、いわば専門店の集合体を目指し

ていきます。 

我々は仕事を通じての社会貢献や自分自身の成長について考え、働きがいのある職場にし、社

会人としての道徳感、責任感の上に大人としての行動がとれる集団を目指します。そのために

は、客先に対する感謝や敬意、人に対する思いやり、規律ある行動・言動等が必要であると心

得ております。 

プロとしての技術力に磨きをかけることはもちろんですが、一人一人がプロジェクトリーダと

しての資質を備え、プロジェクトを推進する能力を持つことを目標としております。そのため、

提案力・企画力に自信を持ち、プロジェクトの最後まで責任を取るという姿勢で、顧客満足度

と付加価値を高めるよう努めます。 

 

(2) 会社の利益配分等に関する基本方針 
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識いたしております。長期的に安定

した配当を維持継続しながら、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保

していくことを基本方針にしております。 

上記方針に基づき、配当性向を安定的に維持していくこと、並びに、会社の成長度合いに応じ

た株式分割の実施を検討してまいります。 

 
(3) 投資単位引き下げに関する考え方及び方針等 
   投資単位につきましては、株式の流動性の向上を考慮しつつも、株主の利益に配慮し慎重に

検討してまいります。 
 
(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、情報技術の最新技術を取り込み、ＣＡＤやＧＩＳなど得意分野を明確に見極めてそ

の幅を広げ奥行きを増す形で事業展開を図ります。すなわち、事業部制を軸に、いわゆる専門

店の集合体を作り上げていきます。 

当社の特徴であるエンドユーザと直接結びついた業務の形態を維持し、顧客ニーズの収集を

図ってまいります。これらのニーズをソフトウェアパッケージ、システム商品開発に結びつけ、

機能面・サービス面での他社との差別化、価格面での競争力強化を目指します。 

ＧＩＳ分野は今後も市場の拡大が見込まれ、社会基盤の中枢となりうるものです。マーケッ

ト拡大に乗って中長期的な事業の柱としたいと考えております。ＣＡＤ分野は住宅・住設分野

に特化した戦略が功を奏しており、当該市場で高シェアを確保していきます。公共システム関

連分野は製造コストの削減と顧客の多様化を図り安定収益の確保を目指します。エンジニアリ

ングサービス部門は環境アセスメント技術を中心にユーザの問題解決ができるようなコンサル

タントを目指して業務を行ってきており、優良顧客との間に信頼関係が生まれ、独自の技術を
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生かすことで高い利益率を生んでいます。また、近年では大規模店舗立地法対応業務など民間

企業を対象とした業務が増加してきております。今後は、公共事業の縮小化に伴う価格競争に

うち勝つため、低コスト化を図るとともに、環境問題と当社が得意とする情報技術を組み合わ

せて他社との差別化を行い、業務の拡大を進めてまいります。 

 
(5) 会社の対処すべき課題 

当社の属する情報サービス業界は企業の情報化投資や行政の情報化の進展により業務機会は

拡大するものの、顧客のコスト削減要請や要求の高度化など事業環境は厳しさを増していくも

のと思われます。 

 当社では、具体的に以下の項目が対処すべき課題であると考えております。 

① 顧客の要求の多様化 

② 新規参入による競争の激化 

③ 価格競争の激化 

④ 東京市場への集中 

⑤ 慢性的な人材不足・技術不足 

 

 これらの課題に対処するため、当社は、以下の項目の展開を行っております。 

① 現在の事業部を軸にＣＡＤ関連事業、ＧＩＳ関連事業などの得意分野を明確に見極め、得

意分野を更に深耕する形で事業の拡大を図っております。 

② これまで当社は官公庁を含むエンドユーザからの直接受注、アウトソーシング型の業務一

括受注、コンサルティング段階からの受注等、システム構築全般の受注を指向しておりま

したが、これに加えて当社開発の PLEX（インターネットによる部品カタログ配信システム）

などパッケージソフトの拡販に注力しております。 

③ 海外生産拠点の整備・活用を進めコストダウン施策にも積極的に取り組むことにより、収

益性の更なる向上を図っております。 

④ PLEX を中心としたソリューションの提供を行うことにより、東京地区での営業を強化して

おります。また、他社との提携などについても継続的な努力をしております。 

⑤ その他、社内管理体制をより強化するとともに、今後の成長に不可欠な人材の確保、育成

に取り組んでおります。 

 

(6) 目標とする経営指標 
重視する経営指標として、①ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）、②売上高経常利益率、③従

業員１人当たり売上高に着目しております。中期的な目標として下記の数値を設定しておりま

す。 

① ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）     15％ 

② 売上高経常利益率            10％ 

③ 従業員 1 人当たり売上高      25,000 千円 
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(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要課題と認識しております。会社運営にあた

っては、商法を始めとした様々な関連法規を遵守することが今まで以上に求められることを認

識しております。「問題解決型企業として社会の情報化に貢献すること。」を目標とする当社

にとって、法令に留まらず社会規範に至るすべてのルールを遵守する、よりレベルの高いコン

プライアンスを求められているという認識を役職員全員で共有したいと考えます。 

当社では、経営の透明化と意思決定の迅速化を図るため、取締役会を毎月開催する他、毎月

２回、役員と事業部長クラスで構成される経営会議を実施しております。 

 また、監査役につきましては、取締役会及び経営会議への出席や、各部門で実施されている

業務の状況調査を通じて、取締役の業務執行を厳しく監視しております。 
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3.経営成績及び財政状態 
1.当中間連結会計期間の概況 

(1) 経営成績 

  当中間連結会計期間の我が国経済を振り返りますと、民間企業の設備投資及び個人消費の低迷が

続き、住宅投資や公共投資も減少傾向が続く中で、金融機関の不良債権処理に進展が見られず、企

業倒産も高水準で推移するなど、デフレ経済の進行が止まらない厳しい状況が継続しております。

海外においても、世界的な株安や米国経済の減速懸念が広がる中で、世界経済のけん引役である中

国において発生した新型肺炎の影響が懸念されており、先行きは不透明感を増しております。 

  このような経済環境の中にあって、当社の属する情報サービス業界は、企業の情報化投資の抑制

を受け全般的に低迷状態にあり、案件の予算縮小、商談の延期、価格と品質に対する厳しい対応な

どを余儀なくされるなど、厳しい環境下に置かれております。その反面、需要拡大の見込める分野

に積極的な営業展開を図り好調な業績を上げる会社も見られ、業界内における企業格差の拡大や、

階層構造化などの現象が顕著になっております。 

当社におきましては、製造業向けシステムインテグレーション事業において、自社製品の販売及

び関連するシステム開発業務を中心に、大幅な計画の未達成が生じました。 

当中間連結会計期間における連結売上高は 1,624,334 千円（前年比 8.6%減）と減少し、売上総利

益は 354,859 千円（前年比 31.6%減）、誠に遺憾ながら経常損失 36,084 千円を計上いたしました。 

   事業部門別の概況は次のとおりであります。 

 ・システムインテグレーション部門 

    ＣＡＤ関連分野は、産業界全般の情報化投資の低迷を受けて、住宅・住設関連企業からのシス

テム構築業務が一巡し受注が伸び悩んだ他、前期より注力して来ましたＷｅｂ配信システムパッ

ケージ（製品名 PLEX）の販売が不振に終わりました。 

    ＧＩＳ関連分野は、電力会社向けの施設管理システムなど官公庁や公益事業向けのＧＩＳシス

テム構築業務が伸長し、ＧＰＳや携帯電話などを活用した動態管理システム関連の業務が売上に

寄与してまいりました。 

    公共システム関連分野は、給電制御所の計画支援業務などが堅調に推移しましたが、給電制御

所データベースの作成業務や自動給電システムリプレース業務は伸び悩みました。また、鉄道関

連システム開発も計画どおり推移し、全体ではほぼ横ばいとなりました。 

    この結果システムインテグレーション部門の売上高は 1,306,008 千円（前年比 10.4%減）とな

りました。 

 ・エンジニアリングサービス部門 

 流通業向けの大規模店舗立地法対応業務が伸長し、道路騒音面評価など行政の環境政策立案支

援業務、河川関連業務、産業廃棄物実態調査など公共事業の重点配分分野への取組みを強化した

結果、売上高は 318,325 千円（前年比 0.4%減）とほぼ前年並みになりました。 

 

(2)財政状態 

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、売上債権の減少及び

仕入債務と短期借入金の増加などのため、前連結会計年度末に比べ213,997千円増加し、当中間連結

会計期間末には461,316千円となりました。 
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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89,152千円(前期比178,074千円減)となりました。これは主に売上債

権の減少及び仕入債務の増加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40,056千円(前期比48,890千円増)となりました。これは主に投資有

価証券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） 

 財務活動の結果得られた資金は 163,348 千円(前期比 211,729 千円減)となりました。これは主に短

期借入金の増加によるものであります。 

 

2.通期の見通し 

今後の経済見通しについては、実体経済が非常に厳しい状況にあり、依然企業の設備投資および

個人消費等の動きは鈍く、さらに厳しい経済状況が続くものと思われます。 

情報サービス業界を取り巻く環境も厳しく、顧客からの低価格化要請や業界内の競争は激化して

いくものと思われます。 

当社では、システムインテグレーション事業において、事業環境が厳しい製造業向けソリューシ

ョンが主体のＣＡＤ関連分野から、比較的受注が好調なＧＩＳ関連分野に経営資源をシフトさせる

一方、プロジェクト管理を強化し個別案件の採算性を改善させ、人件費の削減を含む全社的なコス

ト削減を実施することで厳しい状況を打開して行く所存です。 

以上の施策により、通期の業績は平成15年 5月 26日に公表した業績予想どおり連結売上高 3,600

百万円、経常利益 80 百万円、当期純利益 15 百万円を予定いたしております。 
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４.中間連結財務諸表等 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
当中間連結会計期間末 

(平成15年４月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成14年４月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成14年10月31日) 

科目  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 ※2  540,931 1,110,846  332,458

２ 受取手形及び 
売掛金 

  
※2 

 1,075,109 875,248  1,125,111

３ たな卸資産   348,712 295,187  304,978

４ その他   86,092 83,784  88,978

貸倒引当金   △1,293 △1,738  △2,278

流動資産合計   2,049,551 63.5 2,363,328 66.3  1,849,249 60.5

Ⅱ  固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1) 建物 ※2 242,616 254,288 247,795 

(2) 土地 ※2 660,829 660,829 660,829 

(3) その他  27,931 931,377 30,066 945,185 26,113 934,739

２ 無形固定資産   51,871 42,045  50,196

３ 投資その他の資産 215,885 241,492 242,984 

貸倒引当金  △18,809 197,076 △25,504 215,988 △18,930 224,054

固定資産合計   1,180,325 36.5 1,203,219 33.7  1,208,990 39.5

資産合計   3,229,877 100.0 3,566,547 100.0  3,058,239 100.0
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当中間連結会計期間末 

(平成15年４月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成14年４月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成14年10月31日) 

科目  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 支払手形及び買掛金 
 

393,308 408,519  304,070

２ 短期借入金 ※2 
 

842,000 795,500  604,500

３ 一年以内返済予 
   定長期借入金 

※2 
 

105,958 128,541  114,905

４ 賞与引当金  
 

82,980 91,058  81,546

５ その他  
 

156,915 211,436  144,452

流動負債合計  
 

1,581,162 49.0 1,635,055 45.9  1,249,474 40.9

Ⅱ  固定負債  
 

 

１ 長期借入金 ※2 
 

602,514 708,473  650,478

２ 退職給付引当金  
 

13,205 9,641  12,067

３ 役員退職慰労引当金 
 

37,982 53,186  44,348

固定負債合計  
 

653,703 20.2 771,301 21.6  706,894 23.1

負債合計  
 

2,234,865 69.2 2,406,356 67.5  1,956,368 64.0

    

(少数株主持分)  
 

 

少数株主持分  
 

－ － － －  － －

    

(資本の部)  
 

 

Ⅰ  資本金  
 

－ － 411,550 11.5  411,550 13.4

Ⅱ  資本準備金  
 

－ － 415,693 11.7  415,693 13.6

Ⅲ  連結剰余金  
 

－ － 333,096 9.3  275,089 9.0

Ⅳ  その他有価証券 
評価差額金 

 
－ － △147 △0.0  △461 △0.0

資本合計  
 

－ － 1,160,191 32.5  1,101,870 36.0

Ⅰ  資本金  
 

411,730 12.7 － －  － －

Ⅱ  資本剰余金  
 

415,873 12.9 － －  － －

Ⅲ  利益剰余金  
 

167,753 5.2 － －  － －

Ⅳ  その他有価証券 
評価差額金 

 
△497 △0.0 － －  － －

Ⅴ  為替換算調整勘定 
 

 
153 0.0 － －  － －

資本合計 
 

995,011 30.8 － －  － －

     負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 
3,229,877 100.0 3,566,547 100.0  3,058,239 100.0
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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14年11月１日 
至 平成15年４月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成13年11月１日 
至 平成14年４月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成13年11月１日 
至 平成14年10月31日) 

科目  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   1,624,334 100.0 1,776,884 100.0  3,261,420 100.0

Ⅱ 売上原価   1,269,474 78.2 1,258,002 70.8  2,451,404 75.2

売上総利益  354,859 21.8 518,882 29.2  810,016 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  54,000 63,300 124,200 

２ 給与手当  150,141 124,377 234,288 

３ 賞与  － － 25,305 

４ 賞与引当金繰入額 26,804 26,113 26,583 

５ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

2,149 2,165 4,372 

６ 退職給付費用 6,398 7,204 14,786 

７ 福利厚生費  26,451 22,010 51,780 

８ 旅費交通費  21,844 22,539 35,123 

９ 減価償却費  5,903 4,812 10,414 

10 租税公課  3,613 2,008 5,122 

11 賃借料  12,765 8,387 17,498 

12 リース料  3,816 3,126 6,805 

13 通信費  9,971 8,228 19,766 

14 その他  58,187 382,047 23.5 56,823 351,097 19.8 151,726 727,774 22.3

営業利益   △27,187 △1.7 167,784 9.4  82,242 2.5

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び配当金 73 91 159 

２ 受取家賃  2,093 1,800 3,595 

３ 株式受入益 ※1      － 540 － 

４ 出向者報酬受入金 4,341 － 1,600 

５ その他  3,206 9,714 0.6 421 2,852 0.2 3,098 8,454 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  18,043 20,302 37,624 

２ 新株発行費  － 4,013 4,013 

３ 株式公開関連費用 － 13,725 13,725 

４ その他  567 18,611 1.1 964 39,005 2.2 1,474 56,837 1.7

経常利益   △36,084 △2.2 131,631 7.4  33,858 1.0

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益 1,062 1,462 826 

 ２ 役員退職慰労引当金 
    戻入益         ※2 

－ － 11,045 

３ 会員権売却益  － － 73 

４ 保険解約益  － 8,705 8,705 

５ 投資有価証券売却益 117 1,179 0.1 － 10,167 0.6 － 20,651 0.6

Ⅶ 特別損失   

 １ 投資有価証券評価損 － － 4,605 

２ 会員権評価損 ※3 24,500 470 350 

 ３ 保険解約損 － 24,500 1.5 5,405 5,875 0.3 5,405 10,361 0.3

税金等調整前中間  
(当期)純利益 

 △59,404 △3.6 135,923 7.7  44,148 1.3

法人税、住民税及び
事業税 

18,729 70,716 20,469 

法人税等調整額 2,201 20,931 1.3 △10,684 60,032 3.4 5,794 26,263 0.8

中間(当期)純利益 △80,336 △4.9 75,891 4.3  17,884 0.5
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成14年11月１日 
 至 平成15年４月30日)

前中間連結会計期間 

(自 平成13年11月１日 
至 平成14年４月30日)

前連結会計年度 
要約連結剰余金計算書
(自 平成13年11月１日
至 平成14年10月31日)

科目  金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 連結剰余金期首残高  － 267,656  267,656

Ⅱ 連結剰余金減少高    

１ 配当金  － － 10,452 10,452 10,452 10,452

Ⅲ 中間(当期)純利益  － 75,891  17,884

Ⅳ 連結剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 － 333,096  275,089

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    

 
資本準備金期首残高 

 
 415,693   

Ⅱ 資本剰余金増加高    

増資による新株式の発行 180 180   

 
Ⅲ 資本剰余金中間期末残高 
 

415,873   

（利益剰余金の部）    

 
Ⅰ 利益剰余金期首残高 
 

   

 
連結剰余金期首残高 

   
 275,089   

 
Ⅱ 利益剰余金減少高 
 

   

１ 配当金  17,600   

２ 中間純損失  80,336   

３ 連結子会社増加に伴う 
利益剰余金減少高 

9,399 107,336   

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高 167,753   
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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14年11月１日
至 平成15年４月30日)

前中間連結会計期間 

(自 平成13年11月１日 
 至 平成14年４月30日) 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ
・フロー計算書 

(自 平成13年11月１日
至 平成14年10月31日)

科 目 

 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 税金等調整前中間(当期)純利益  △59,404 135,923 44,148 

２ 減価償却費  19,791 18,743 39,411 

３ 受取利息及び配当金  △73 △91 △159 

４ 支払利息  18,043 20,302 37,624 

５ 会員権評価損  24,500 470 350 

６ 貸倒引当金の減少額  △1,105 △1,462 △826 

７ 賞与引当金の増加額(△減少額)  1,434 △997 △10,509 

８ 退職給付引当金の増加額  1,138 7,792 10,218 

９ 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) △6,365 2,165 △6,673 

10 売上債権の減少額(△増加額)  54,229 177,246 △64,128 

11 たな卸資産の増加額  △39,932 △108,818 △115,609 

12 仕入債務の増加額  89,237 113,679 9,230 

13 その他  △18,708 △4,094 11,245 

小計  82,784 360,859 △45,675 

14 利息及び配当金の受取額  59 97 184 

15 利息の支払額  △18,554 △20,009 △36,781 

16 法人税等の純還付額（△純支払額）  24,862 △73,719 △118,964 

営業活動によるキャッシュ・フロー 89,152 267,227 △201,237 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 定期預金預入による支出  △44,614 △109,189 △159,689 

２ 定期預金払戻による収入  50,139 110,858 263,799 

３ 有形固定資産の取得による支出  △5,851 △4,641 △6,501 

４ 無形固定資産の取得による支出  △11,242 △19,162 △34,386 

５ 投資有価証券の取得による支出  △25,487 △956 △21,914 

６ 投資有価証券の売却による収入  2,638 － － 

７ 保険積立金の解約による収入  － 33,129 33,129 

８ その他  △5,638 △1,203 △512 

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,056 8,834 73,925 

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） 237,500 52,000 △139,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △56,911 △157,688 △229,319 

３ 株式の発行による収入  360 491,219 481,277 

４ 配当金の支払額  △17,600 △10,452 △10,452 

財務活動によるキャッシュ・フロー 163,348 375,078 102,505 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △192 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 212,252 651,140 △24,806 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 247,319 272,125 272,125 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物 
の期首残高 

1,744 － － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 461,316 923,266 247,319 
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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 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

 オージーアイテクノサービス㈱ 

北京阿普特応用技術有限公司 

前連結会計年度において非連結子会社であった北京阿普特応用技術有限公司は、重要性が増した

ことにより当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３ 連結子会社の中間決算日に関する事項 

会社名         中間決算日 

オージーアイテクノサービス㈱    4月30日 

北京阿普特応用技術有限公司     6月30日 

中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の中間決算日現在の中間財務諸表を使用して

います。 

ただし、北京阿普特応用技術有限公司については、2月28日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

なお、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行なっており

ます。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 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(評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に基づき算定) 

    時価のないもの 

    移動平均法に基づく原価法 

 ② たな卸資産 

   商品、製品及び仕掛品 

    個別法に基づく原価法 

   原材料及び貯蔵品  

  総平均法に基づく原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

 定率法 
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 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

    建物   10～50年 

    器具備品  2～15年 

 ② 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

見込有効期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。 

 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒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(法人税法の経過措置によ

る法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)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。 

  ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

  ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間連結期末要支給額の100％を計上して

おります。 

 

(4) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

なお、在外子会社の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めて

おります。 

 

(5) 重要な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。 

 

 (6) その他中間連結財務諸表作成のための重要事項 

  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。 
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② 中間連結会計期間における法人税、住民税及び事業税の計算 

中間連結会計期間に係る「法人税、住民税及び事業税」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取崩を前提として、当中間連結会計期間に係る金

額を計算しております。 

 

③ 自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準 

  当中間連結会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準

第１号）を適用しております。 

  これによる当中間連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

  なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表

の資本の部及び中間連結剰余金計算書については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

 

④ １株当たり当期純利益に関する会計基準等 

当中間連結会計期間から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及

び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用

しております。 

これによる影響はありません。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、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ヶ月以内に満期日の到来する短期投資からなっております。 
  

 -15- 



 

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15年４月30日) 

前中間連結会計期間末 
(平成14年４月30日) 

前連結会計年度末 
(平成14年10月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却 

     累計額    245,630千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額    218,145千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

   累計額    232,207千円 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 29,614千円

受取手形 41,568千円

建物 224,201千円

土地 660,829千円

計 956,213千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 436,000千円

一年以内返済 
予定長期借入金 

84,722千円

長期借入金 601,188千円

計 1,121,911千円
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 29,607千円

建物 234,660千円

土地 660,829千円

計 925,097千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 378,000千円

一年以内返済 
予定長期借入金 

91,701千円

長期借入金 690,593千円

計 1,160,295千円
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 29,607千円

建物 229,406千円

土地 660,829千円

計 919,842千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 172,000千円

一年以内返済 
予定長期借入金 

89,069千円

長期借入金 640,834千円

計 901,904千円
 

(中間連結損益計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日) 

前中間連結会計期間 
(自 平成13年11月１日 
 至 平成14年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年11月１日 
至 平成14年10月31日) 

※１ 
 
 
 
※２ 
 
 
 
 
 
 
※３ 

※１  株式受入益は大同生命保険相

互会社の株式会社化に伴い、株

式を受け入れたものでありま

す。 

※２   

 

 

 

 

 

 

※３  会員権評価損は貸倒引当金繰

入額 470 千円であります。 

※１ 

 

 

 

※２  役員退職慰労引当金戻入益は

当連結会計年度に役員退職慰労

金に係る内規を見直し、最終報

酬月額を基礎とした計算方法か

ら、役位別報酬月額を基礎に積

算する計算方法へ変更したこと

に伴う戻入益であります。 

※３  会員権評価損は貸倒引当金

繰入額 350 千円であります。 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
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当中間連結会計期間 
(自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日) 

前中間連結会計期間 
(自 平成13年11月１日 
 至 平成14年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年11月１日 
至 平成14年10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 

(平成15年４月30日現在) 

現金及び預金勘定 540,931千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△79,614千円

現金及び現金同等 

物の中間期末残高 
461,316千円

  

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 

(平成14年４月30日現在)

現金及び預金勘定 1,110,846千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△187,580千円

現金及び現金同等

物の中間期末残高
923,266千円

  

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14年10月31日現在)

現金及び預金勘定 332,458千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△85,139千円

現金及び現金同等

物の期末残高 
247,319千円



 

(リース取引関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日) 

前中間連結会計期間 
(自 平成13年11月１日 
至 平成14年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年11月１日 
至 平成14年10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 

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 

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 

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 

 

 

取得  
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(千円) 

器具
備品 

28,827 11,275 17,551 

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

 

 

取得  
価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間 
期末残高
相当額
(千円)

器具
備品 

37,540 19,373 18,167

(注)  同 左 

 

 

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)

器具
備品 

37,540 22,648 14,892

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

   

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 5,098千円 

１年超 12,453千円 

合計 17,551千円 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 6,285千円

１年超 11,882千円

合計 18,167千円

(注)  同 左 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 5,376千円

１年超 9,516千円

合計 14,892千円

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

   

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 3,218千円

減価償却費相当額 3,218千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 3,558千円

減価償却費相当額 3,558千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 6,832千円

減価償却費相当額 6,832千円
 

   

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。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成15年４月30日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差 額

株 式 31,295 30,460 △835

合 計 31,295 30,460 △835

 
２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 (単位：千円) 

 中間連結貸借対照表計上額 摘 要

そ の 他 有 価 証 券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 
35,886

 

 

前中間連結会計期間末(平成14年4月30日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差 額

 株 式 7,478 7,223 △254

 合 計 7,478 7,223 △254

 

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(単位：千円) 

 中 間 連 結 貸借 対 照 表 計上 額 摘 要

 そ の 他 有 価 証 券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 20,492
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前連結会計年度末(平成14年10月31日現在) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 
 取 得 原 価 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 差 額

 株 式 8,441 7,644 △796

 合 計 8,441 7,644 △796

 

２ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

(単位：千円) 

 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 摘 要

そ の 他 有 価 証 券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 35,886

 

 -19- 



 

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成15年４月30日現在) 

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

 

前中間連結会計期間末(平成14年４月30日現在) 

デリバティブ取引については、残高がないため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末(平成14年10月31日現在) 

デリバティブ取引については、残高がないため該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自平成14年11月１日 至平成15年４月30日) ､前中間連結会計期間(自平成13

年11月１日 至平成14年４月30日)及び前連結会計年度(自平成13年11月１日 至平成14年10月31

日) 

情報サービス単一事業のため、該当事項はありません。 

 
【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自平成14年11月１日 至平成15年４月30日) 

全セグメントの売上高に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

前中間連結会計期間(自平成 13 年 11 月１日 至平成 14 年４月 30 日)及び前連結会計年度(自平成

13 年 11 月１日 至平成 14 年 10 月 31 日) 

   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、当該事項はあり

ません。 

 
 
【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自平成14年11月１日 至平成15年４月30日) ､前中間連結会計期間(自平成13

年11月１日 至平成14年４月30日)及び前連結会計年度(自平成13年11月１日 至平成14年10月31

日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績は、以下のとおりであります。 

 

区分 金額(千円) 前年同期比（％） 

システムインテグレーション 687,429     98.7 

エンジニアリングサービス 193,980    113.6 

合計 881,409    101.7 

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注状況 

当中間連結会計期間の受注状況は、以下のとおりであります。 

 

受注高(千円) 受注残高(千円) 

区分 

 前年同期比（％）  前年同期比（％）

システムインテグレーション 1,207,347 82.2 912,259 106.2

エンジニアリングサービス 228,143 71.0 168,785 80.3

合計 1,435,490 80.2 1,081,044 101.2

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績は、以下のとおりであります。 

 

区分 金額(千円) 前年同期比（％） 

システムインテグレーション 1,306,008 89.6％ 

エンジニアリングサービス 318,325 99.6％ 

合計 1,624,334 91.4％ 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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平成 15 年 10 月期   個別中間財務諸表の概要 平成15年6月20日 

会 社 名 応用技術株式会社              登録銘柄 

コ ー ド 番 号 4356                    本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.apptec.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 平田 裕 
問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 

        氏    名 前原 夏樹    ＴＥＬ（06）6363－3031（代表） 

決算取締役会開催日  平成 15 年 6 月 20 日  中間配当制度の有無  有 

単元株制度採用の有無 無 
 

１．15年10月中間期の業績(平成14年11月1日～平成15年4月30日) 

23- 

(1)経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

百万円   ％
1,550（△9.8）
1,718（ 21.7）

百万円   ％
△27（  － ）
158（ 105.6）

百万円   ％
△34（  － ）
124（ 113.5）

14年10月期 3,160 73 28 
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間 
（当期）純利益  

 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

百万円   ％
△77（ －  ）
71（125.8）

円   銭
△11,060  21

11,499  18

14年10月期 15   2,488  51  

(注)①期中平均株式数 15年4月中間期 7,040株 14年4月中間期 6,223株 14年10月期 6,403株 

②会計処理の方法の変更  無 

③売上高､営業利益､経常利益､中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

円  銭 
 
 

円  銭
 
 

14年10月期  2,500 00

(注)15年4月中間配当金の内訳 

記念配当  －円 －銭 

特別配当  －円 －銭 

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
15年4月中間期 
14年4月中間期 

百万円 
3,173 
3,516 

百万円
980

1,131

％ 
30.9 
32.2 

円   銭
139,168    88
160,771  36

14年10月期 2,991 1,075 36.0 152,825  38

(注)①期末発行済株式数 15年4月中間期 7,047.2株 14年4月中間期 7,040株  14年10月期 7,040株 

②期末自己株式数  15年4月中間期    －株 14年4月中間期    －株   14年10月期   －株 

 

２．15年10月期の業績予想(平成14年11月1日～平成15年10月31日) 

１株当たり年間配当金
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 
通 期 

百万円 
3,500 

百万円
80

百万円
15

円  銭 
2,500 00 

円  銭
2,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,128円 50銭

※ 上記の業績につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり

  ます。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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1.中間財務諸表等 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
当中間会計期間末 

(平成15年４月30日) 

前中間会計期間末 

(平成14年４月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成14年10月31日) 

科目  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 ※2 506,909 1,065,050  301,691 

２ 受取手形  17,604 19,324  18,784 

３ 売掛金  1,010,048 840,140  1,091,886 

４ たな卸資産  351,178 299,808  276,074 

５ その他  83,566 81,259  84,939 

貸倒引当金  △921 △1,641  △2,170 

流動資産合計   1,968,385 62.0 2,303,942 65.5  1,771,206 59.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1    

(1) 建物 ※2 242,616 254,288  247,795 

(2) 土地 ※2 660,829 660,829  660,829 

(3) その他  21,921 26,477  23,328 

  有形固定資産合計 925,368 941,595  931,954 

２ 無形固定資産  51,495 41,785  49,936 

３ 投資その他の資産 247,080 254,612  257,742 

貸倒引当金  △18,809 △25,504  △18,930 

投資その他の資産合計 228,271 229,108  238,812 

固定資産合計   1,205,134 38.0 1,212,488 34.5  1,220,703 40.8

資産合計   3,173,520 100.0 3,516,431 100.0  2,991,909 100.0
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当中間会計期間末 

(平成15年４月30日) 

前中間会計期間末 

(平成14年４月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成14年10月31日) 

科目  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 支払手形  － －  367 

２ 買掛金  399,150 405,621  273,845 

３ 短期借入金 ※2 812,000 795,500  604,500 

４ 一年以内返済  
予定長期借入金 

※2 105,958 128,541  114,905 

５ 賞与引当金  78,457 85,442  76,674 

６ その他 ※3 145,772 200,180  140,641 

流動負債合計   1,541,338 48.6 1,615,285 45.9  1,210,934 40.5

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※2 602,514 708,473  650,478 

２ 退職給付引当金  12,836 9,349  11,697 

３ 役員退職慰労引当金 36,079 51,492  42,907 

固定負債合計   651,431 20.5 769,315 21.9  705,084 23.5

負債合計   2,192,769 69.1 2,384,601 67.8  1,916,019 64.0

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   － － 411,550 11.7  411,550 13.8

Ⅱ 資本準備金   － － 415,693 11.8  415,693 13.9

Ⅲ 利益準備金   － － 8,700 0.3  8,700 0.3

Ⅳ その他の剰余金     

１ 任意積立金  － 193,210  193,210 

２ 中間(当期)未処分  
利益 

－ 102,824  47,198 

   その他の剰余金合計  － － 296,035 8.4  240,409 8.0

Ⅴ その他有価証券評価 
差額金 

 － － △147 △0.0  △461 △0.0

資本合計   － － 1,131,830 32.2  1,075,890 36.0

負債・資本合計   －   － 3,516,431 100.0  2,991,909 100.0

     

Ⅰ 資本金   411,730 13.0   

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  415,873   

資本剰余金合計   415,873 13.1   

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  8,700   

２ 任意積立金  91,272   

３ 中間未処分利益 53,672   

利益剰余金合計   153,645 4.8   

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

 △497 △0.0   

資本合計   980,750 30.9   

負債・資本合計  3,173,520  100.0   
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② 【中間損益計算書】 
 

  
当中間会計期間 

(自 平成14年11月１日 
 至 平成15年４月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成13年11月１日 
至 平成14年４月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成13年11月１日 
至 平成14年10月31日) 

科目  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   1,550,107 100.0 1,718,033 100.0  3,160,280 100.0

Ⅱ 売上原価   1,211,252 78.1 1,218,076 70.9  2,377,069 75.2

売上総利益  338,855 21.9 499,957 29.1  783,211 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  365,882 23.6 341,553 19.9  709,592 22.5

営業利益   △27,027 △1.7 158,404 9.2  73,618 2.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  11,397 0.7 4,792 0.3  11,387 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  18,502 1.2 39,005 2.3  56,837 1.8

経常利益   △34,132 △2.2 124,191 7.2  28,168 0.9

Ⅵ 特別利益 ※3  1,444 0.1 10,127 0.6  20,214 0.6

Ⅶ 特別損失 ※4  24,500 1.6 5,875 0.3  7,597 0.2

    税引前中間(当期)  
純利益 

 △57,187 △3.7 128,443 7.5  40,785 1.3

法人税、住民税及び 
事業税 

18,563 67,166 18,401 

法人税等調整額 2,112 20,676 1.3 △10,282 56,884 3.3 6,450 24,851 0.8

 中間(当期)純利益  △77,863 △5.0 71,559 4.2  15,933 0.5

前期繰越利益  131,536 31,264  31,264

中間(当期)未処分 
利益 

 53,672 102,824  47,198
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) 有価証券 

   子会社株式 

     移動平均法に基づく原価法 
   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(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法に基づき算定) 

    時価のないもの 

      移動平均法に基づく原価法 

(2) たな卸資産 

   商品、製品及び仕掛品 

     個別法に基づく原価法 
  原材料及び貯蔵品 

     総平均法に基づく原価法 
 
２ 固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

   定率法 

   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

     建物   10～50年 
      器具備品   2～15年 

(2) 無形固定資産  

市場販売目的のソフトウェア 

見込有効期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。 

自社利用のソフトウェア 

      社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 
 
３ 引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒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(法人税法の経過措置によ

る法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)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。 
(2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 
(3) 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 
(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額の 100％を計上しており

ます。 
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４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準 
 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。 
 
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。 
 

 
６ その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

 

(2)中間会計期間における法人税、住民税及び事業税の計算 

中間会計期間に係る「法人税、住民税及び事業税」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。 
 
(3)自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準 

当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第１号）を適用

しております。 

 これによる当中間期の損益に与える影響はありません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。 

 

(4)１株当たり当期純利益に関する会計基準等 

当中間会計期間から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

これによる影響はありません。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

当中間会計期間末 
(平成15年４月30日) 

前中間会計期間末 
(平成14年４月30日) 

前事業年度末 
(平成14年10月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却 

     累計額    239,471千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却 

     累計額   214,443千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却 

     累計額   227,701千円 

 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 29,614千円

建物 224,201千円

土地 660,829千円

計 914,645千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 406,000千円

一年以内返済 

予定長期借入金 
84,722千円

長期借入金 601,188千円

計 1,091,911千円
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 29,607千円

建物 234,660千円

土地 660,829千円

計 925,097千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 378,000千円

一年以内返済 

予定長期借入金
91,701千円

長期借入金 690,593千円

計 1,160,295千円
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 29,607千円

建物 229,406千円

土地 660,829千円

計 919,843千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 172,000千円

一年以内返済 

予定長期借入金 
89,069千円

長期借入金 640,834千円

計 901,904千円
 

   

※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、金額的重要性が

乏しいため、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) 

当中間会計期間 
(自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日) 

前中間会計期間 
(自 平成13年11月１日 
 至 平成14年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成13年11月１日 
至 平成14年10月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 60千円 

受取配当金 642千円 

受取家賃 2,093千円 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 54千円

受取配当金 1,032千円

受取家賃 1,749千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 89千円

受取配当金 1,062千円

受取家賃 3,544千円
 

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 17,935千円 

  

  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 20,302千円

新株発行費 4,013千円

株式公開関連費用 13,725千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 37,624千円

新株発行費 4,013千円

株式公開関連費用 13,725千円
 

   

 ※３ ※３ ※３ 特別利益のうち主要なもの 

役員退職慰労引当金 

戻入益 
10,638千円

保険解約益 8,705千円
 

   

 ※４ 特別損失のうち主要なもの 

会員権評価損 24,500千円 

  
 

※４ ※４ 特別損失のうち主要なもの 

保険解約損 5,405千円

投資有価証券評価損 1,842千円
 

   

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 11,769千円 

無形固定資産 7,047千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 12,863千円

無形固定資産 5,109千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 26,121千円

無形固定資産 11,715千円
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(リース取引関係) 

 

当中間会計期間 
(自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日) 

前中間会計期間 
(自 平成13年11月１日 
至 平成14年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成13年11月１日 
至 平成14年10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 

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 

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 

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 

 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(千円) 

器具
備品 

28,827 11,275 17,551 

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

 

 

取得
価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間 
期末残高
相当額
(千円)

器具
備品 

37,540 19,373 18,167

(注)     同左 

 

 

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)

器具
備品 

37,540 22,648 14,892

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

   

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 5,098千円

１年超 12,453千円

合計 17,551千円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 6,285千円

１年超 11,882千円

合計 18,167千円

(注)     同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 5,376千円

１年超 9,516千円

合計 14,892千円

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

   

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 3,218千円 

減価償却費相当額 3,218千円 
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 3,558千円

減価償却費相当額 3,558千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 6,832千円

減価償却費相当額 6,832千円
 

   

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。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 
(有価証券関係) 

当中間会計期間(自平成14年11月１日 至平成15年４月30日)、前中間会計期間(自平成13年11月１

日 至平成14年４月30日)及び前事業年度(自平成13年11月１日 至平成14年10月31日)における子会

社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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