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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 997 67.9 72 974.3 62 － 54 －

18年９月中間期 594 51.2 6 － △7 － △9 －

19年３月期 1,894 － 167 － 140 － 132 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 4,192 03 －  

18年９月中間期 △724 80 －  

19年３月期 10,086 66 －  

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 3,028 1,172 38.7 89,463 80

18年９月中間期 2,561 976 38.1 74,458 81

19年３月期 2,474 1,117 45.2 85,272 49

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,172百万円 18年９月中間期 976百万円 19年３月期 1,117百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 116 △39 246 1,043

18年９月中間期 471 △83 △9 962

19年３月期 603 △108 △357 720

２．配当の状況

１株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 －  －  0 00

20年３月期 －  －  
20年３月期(予想) －  －  0 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,950 2.9 144 △13.6 126 △10.0 101 △23.6 7,710 25
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、22ページ「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」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 13,110株 18年９月中間期 13,110株 19年３月期 13,110株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

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

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざま

な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面

的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えられるようお願いいたします。

  上記業績予想に関連する事項は、4ページをご覧ください。
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

１．当中間期の概況

当中間期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰などによる影響が懸念されるものの好調な企業収益を背景に設

備投資が増加し、雇用・所得環境の改善も見られるなど、景気は緩やかながら回復基調で推移いたしました。

このような環境下、当社におきましては、親会社である株式会社昭文社（以下、「同社」という。）グループの一

員として、同社営業との連携を図りながら、受注・売上の拡大を図るべく積極的な営業活動を展開してまいりました。

各事業別の営業成績は次のとおりです。

 

平成19年３月期
中間期（前中間期）

平成20年３月期
中間期（当中間期） 対前年

増減率
（％）

平成19年３月期
（通期）

売上高
（千円）

構成比率
（％）

売上高
（千円）

構成比率
（％）

売上高
（千円）

構成比率
（％）

マッピング・Ｗｅｂ
サ ー ビ ス 売 上

542,594 91.3 940,010 94.2 73.2 1,785,630 94.2

(うちＷｅｂサービス) (198,432) (33.4) (245,195) (24.6) (23.6) (455,434) (24.0)

システムソリュー
シ ョ ン 売 上

51,861 8.7 57,871 5.8 11.6 109,178 5.8

合　計 594,455 100.0 997,881 100.0 67.9 1,894,808 100.0

　①　マッピング・Ｗｅｂサービス事業

マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうち、マッピング部門につきましては、前期から引き続き採算を重視した受

注による売上高の確保を目指すとともに、同社営業、当社システムの国内ユーザーとの連携の強化を図っており、

同社からの受託や民間企業からの受託が比較的堅調に推移しました。また、外注に対する技術指導を強化し、海外

での生産力の確保及び品質管理の徹底を図っており、コスト競争力、生産力の維持に注力いたしました。

Ｗｅｂサービス部門につきましては、同社のブランド力を活用し、同社営業と一体となったＷｅｂサービス事業

を展開するとともに商品・サービスの企画、開発の強化を図っております。ＧＰＳ標準搭載に向けたＧＰＳ地図ア

プリの提供やちず丸ビジネス（仮称）の実証実験を延長するなど有効性が確認された新技術をＷｅｂサービスに順

次提供しており、また、配信インフラの整備などの配信環境の強化にも注力いたしました。

これらにより、マッピング部門の売上高は同社からの受託が堅調であったため、694,814千円（前年同期比

101.9％増）となり、Ｗｅｂサービス部門の売上高は245,195千円（前年同期比23.6％増）となりました。

　②　システムソリューション事業

システムソリューション事業につきましては、「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」、「ＧＥＯＳＩＳ（ジオシス）」

を軸にして各種オプション商品など、タイムリーにユーザーニーズに応える商品の開発を図っており、第15回産業

用バーチャルリアリティー展では３次元編集ツールや設備計測システムなどを出展しました。また、ＧＩＳのＷｅ

ｂ化や昭文社グループとしての新たな商品、ソリューションの開発に向けてプロジェクトを立ち上げ、外部のコン

サルタント会社も活用して開発を進めております。

これらにより、システムソリューション事業の売上高は57,871千円（前年同期比11.6％増）となりました。

以上の結果、当中間期の売上高は997,881千円（前年同期比67.9％増）、経常利益は62,347千円（前年同期比69,518

千円増）、純利益は54,957千円（前年同期比64,459千円増）となり、前年同期に比べて大幅に改善しております。

なお、当社の事業構成上の特徴として、官公庁における予算執行の関係上、主にマッピング部門については下半期、

とりわけ第４四半期に売上が計上される傾向にあることから、事業年度の各四半期会計期間の売上に著しい相違があ

り、各四半期会計期間の業績に季節変動があります。当中間期においてもその影響を受けております。
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平成19年３月期
中間期（前中間期）

（千円）

平成20年３月期
中間期（当中間期）

（千円）

前年同期比増減額
（千円）

売上高 594,455 997,881 403,426

営業利益 6,792 72,970 66,177

経常利益又は経常損失(△) △7,171 62,347 69,518

中間純利益又は中間純損失(△) △9,502 54,957 64,459

２．通期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）の見通し

通期の見通しにつきましては、原油価格の先行き、サブプライム問題等の影響による懸念など不透明感があるもの

の堅調な企業業績のもと景気はおおむね堅調に推移するものと思われます。また、民間を中心として需要の拡大は期

待されますが、官公庁における受注競争の激化や価格競争など、市場環境は厳しさが続くものと予想されます。

当社といたしましては、親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）グループの一員として、同社の持

つ地図コンテンツ、全国的な営業力、ブランド力を活用し、当社の持つシステム開発力、配信技術力、入力マンパワー

を結集して、相互に技術力・営業力を補完しながら、受注、売上の拡大を図ってまいります。

マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうち、マッピング部門につきましては、同社からの受託が堅調に推移しており、

Ｗｅｂサービス部門につきましては、顧客ニーズに応えた商品・サービスの企画、開発に努め、外注を活用し、開発

体制の強化とスピード化を図っております。また、同社のブランド力を活用し、同社営業と一体となったＷｅｂサー

ビス事業を拡大させるとともにちず丸広告ビジネスを展開し、売上の拡大と継続的な収入の確保を図ってまいります。

システムソリューション事業につきましては、引き続き「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」、「ＧＥＯＳＩＳ（ジオシ

ス）」を軸にして各種オプション商品などの開発と販売、サポート体制の強化を図ります。また、ＧＩＳのＷｅｂ化

や昭文社グループの商品など新たな商品、ソリューションの開発に向けて注力いたします。

なお、当社の事業構成上の特徴として、官公庁における予算執行の関係上、主にマッピング部門については下半期、

とりわけ第４四半期に売上が計上される傾向にあることから、事業年度の各四半期会計期間の売上に著しい相違があ

り、各四半期会計期間の業績に季節変動があります。当中間期においてもその影響を受けておりますが、受注は堅調

に進捗しており、また、今後も堅調に推移するものと見込まれることから、通期の業績予想につきましては、平成19

年５月15日に公表しました数値に変更はございません。

（２）財政状態に関する分析

１．資産、負債及び資本の状況

当中間会計期間末における総資産は3,028,202千円となり、前期比466,324千円の増加となりました。これは主に、

現金及び預金の増加46,531千円、売掛金の増加101,519千円、たな卸資産の増加86,302千円、前払金の増加241,616千

円によるもので、流動資産は485,231千円増加しております。

流動負債は前期比363,325千円の増加となっており、これは主に前受金の増加345,665千円によるものです。また、

固定負債は前期比93,716千円減少しておりますが、これは主に借入金の返済によるものです。

純資産は前期比196,715千円増加しており、これは主に中間純利益が54,957千円となり、利益剰余金が196,696千円

増加したためです。

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

（千円）

当中間会計期間末
（平19年９月30日）

（千円）

前年同期比増減額
（千円）

総 資 産 2,561,878 3,028,202 466,324

流動資産 1,399,498 18,844,729 485,231

固定資産 1,162,380 1,143,472 △18,907

流動負債 839,326 1,202,652 363,325

固定負債 746,396 652,679 △93,716

純 資 産 976,155 1,172,870 196,715
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２．キャッシュ・フローの状況

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末よりも323,199千円増加し、1,043,603千

円となりました。

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。

摘      要
前中間会計期間

（千円）
当中間会計期間

（千円）
前年同期比増減額

（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 471,845 116,342 △355,502

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,807 △39,676 44,131

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,010 246,533 255,543

現金及び現金同等物期末残高 962,071 1,043,603 81,531

営業活動の結果獲得した資金は116,342千円となりました。これは主に、税引前中間純利益60,784千円、売上債権の

減少100,099千円、前受金の増加240,493千円により増加したものの、たな卸資産の増加59,021千円、前払金の増加

280,038千円により減少したものであります。

投資活動の結果使用した資金は39,676円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,569千円、無

形固定資産の取得による支出32,473千円によるものであります。

また、財務活動の結果得られた資金は246,533千円となりました。これは、短期及び長期借入金の増加によるもので

あります。

３．キャッシュ・フロー指標のトレンド

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

第24期
（平成18年３月期）

第25期
（平成19年３月期）

第26期（当期）
（平成20年３月期）

中間期 通期
中間期

（前中間期）
通期

中間期
（当中間期）

自己資本比率(％) 27.1 37.1 38.1 45.2 38.7

時価ベースの
自己資本比率(％)

164.0 132.2 96.7 83.7 36.8

（注）上記指標の計算式は次のとおりであります。

１．自己資本比率 ： 純資産／総資産

２．時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

　　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主に対する利益の還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、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つつ、経営成績に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。し

かしながら、当社が属するＩＴ（情報技術）産業は経営環境の変化が激しく、営業力、開発力及び生産力の強化や有

利子負債の削減等財務体質の改善など、企業体質の強化に資金を必要といたします。従いまして、今後、当面の間は

内部留保に努め、現業の基盤を固めるとともに、研究開発、人材の育成・教育等、将来の利益拡大につながるような

有効投資を進めていく方針であります。

なお、当中間期におきましては、中間純利益54,957千円を確保できたものの、繰越利益剰余金△333,108千円となっ

ており、内部留保の回復を最優先課題とし、自己資本の充実を図りたく存じます。

（４）事業等のリスク

当社の業績は、今後起こり得る様々な要因により影響をうける可能性があり、以下において、当社の事業展開上の

リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当し

ない事項についても、投資家の判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点か

ら積極的に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生し

た場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本文中の本項目以外の記載内容も

併せて慎重に検討した上で行われる必要があります。
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（システムのリスクについて）

当社の配信システムに障害が発生した場合（システムのダウン、地図が正常に配信できない等）、当社はシステ

ムが復旧するまでの間の収益機会を喪失するだけでなく、取引先等から当社のシステムに対する信用を失い、取引

先等に損害が発生した場合には損害賠償を求められる可能性があります。当社は、かかる事態が発生しないようシ

ステムの開発を行っておりますが、損害が重大なものであった場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす恐れが

あります。

システム障害が発生する主な要因としては、次のような事由が考えられます。

○ハッカーなどによる意図的なトラブル

○人為的操作ミスによるトラブル

○ハードウェアのトラブル

○アクセスの集中によるトラブル

○インターネット等のインフラに起因するトラブル

○火災・停電等によるトラブル

○天災等によるトラブル

（技術開発について）

インターネットを中心とした関連技術は、技術革新の進歩が早く、業界標準や顧客ニーズが急速に変化するため、

新技術・新サービス等の導入が相次いで行われます。当社においても、常に技術革新等に取り組んでおりますが、

これらへの対応が遅れた場合、当社の提供するサービスやソフトが陳腐化し、不適応となり、競合他社に対する競

争力の低下を招く可能性があり、当社の事業に重大な影響を及ぼす恐れがあります。

（契約のリスクについて）

当社の事業において、請負基本契約、代理店契約、秘密保持契約等の多岐にわたる契約を締結しておりますが、

かかる契約が終了した場合、あるいは当社の契約上の不履行による損害賠償義務が生じた場合、当社の業績に重大

な影響を及ぼす可能性があります。

（株式会社昭文社との関係について）

株式会社昭文社（以下「同社」という。）は、平成19年9月30日現在、当社の発行済株式総数の67.7％を保有する

親会社であります。当社では、マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうちマッピング部門では、同社からデジタルデー

タベースの企画・制作及びデジタル地図データの制作業務を受託、Ｗｅｂサービス部門では、デジタル情報の配信

業務及び同社所有の地図データの使用許諾を受け、その配信事業を行っており、システムソリューション事業では

同社へ「デフォルメマップ作成ツール」等の地図に関連するシステムの供給を行っております。また、同社の持つ

地図・ガイドのデータベース及びブランド力、全国的な営業力と当社の持つシステム開発力、配信技術力、入力マ

ンパワーを合わせることで、昭文社グループとして新しい多彩なＧＩＳ商品・サービスが提供可能となり、当社は

より広範な事業協力関係のもとに同社の電子事業の拡大に貢献したいと考えております。したがって、今後昭文社

グループの電子事業の拡大に伴い、ますます同社との取引金額が拡大することになり、同社の事業戦略、動向が当

社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

（人材について）

当社は、親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）より、経営の強化を図るために役員の派遣を受

け入れております。

今後、当社が企業価値を高めていくためには、営業部門、技術開発部門等の各方面において優秀な人材を確保す

ることが重要な課題であると認識しており、各部門の一層の充実を図る予定であります。しかしながら、親会社で

ある同社との人材の交流及び優秀な人材の獲得ができなかった場合には、重大な影響を与える可能性があります。

（知的所有権について）

日本におきまして、他社によるデジタル地図やインターネット事業関連の特許出願を複数確認しておりますが、

当社の現在の事業に重要な問題をもたらすものではないと認識しております。しかしながら、今後新たな特許出願

がなされ、または出願中のものに対して特許権が認可されるなど、当社事業関連技術等について何らかの特許侵害

が問題となったとき、当社が損害賠償義務を負う、抵触する特許権について使用を継続することができなくなる等

の場合は、当社業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、当社による他社保有特許権等の使用が認められた場合においても、ロイヤリティの支払い等により当社業

績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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（特許権侵害訴訟について）

当社の開発した地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用した地図データの作成方法に関

し、株式会社ペンタくんから特許権を侵害しているとして訴訟の提起を受けましたが、平成19年4月19日に東京地方

裁判所において判決があり、当社は勝訴いたしました。同社は、この判決を不服として平成19年5月1日に訴訟を提

起（控訴）しており、知的財産高等裁判所において係争中であります。

東京地方裁判所は判決理由のなかで当該発明は進歩性欠如のため無効審判により無効にされるものと認めており、

知的財産高等裁判所においても当社の正当性に理解が得られるものと思いますが、その動向によっては当社業績に

影響を及ぼす可能性があります。

なお、当該特許権について、平成18年9月6日に当社は特許の無効を求める無効審判請求書を提出し、平成19年4月

17日に特許庁から請求を棄却する旨の審決を受けましたが、当社はこの審決の取り消しを目的として平成19年5月24

日に特許審決取消訴訟を提起しております。

（個人情報の取扱いに関するリスク）

当社顧客等の個人情報につきましては、機密保持契約及び個人情報の取扱いに関する覚書等を締結し漏洩防止に

努め、また、社内の管理体制の充実を図るために情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得し、

維持しております。また、プライバシーマークの取得に向けた取組みも行っておりますが、外部からの不正なアク

セスや想定していない事態によって個人情報の外部流出等が発生した場合には、当社の業績及び当社の社会的な信

用に悪影響を与える可能性があります。

また、当社は個人情報保護法等の関連諸法令を遵守する所存でありますが、法令の解釈・適用の状況によっては

新たな対応が必要となり、当社業績に影響を与える可能性があります。

（借入依存度について）

平成19年9月30日現在、当社の借入金は1,237,551千円で、有利子負債依存度が40.9％と比較的高い水準となって

おります。

当社は、これらの資金を生産能力の向上やデジタルコンテンツの整備、技術革新のための設備投資等に投入し、

業績向上に努めてまいりましたが、有形・無形固定資産の大型の設備投資等が終了したことから有利子負債の圧縮

に努めてまいりました。

今後も引き続き財務体質の改善に努める方針ではありますが、当社の業績は金利情勢の悪影響をうけ、金利負担

が増加する可能性があります。

（業績の季節変動について）

当社のマッピング・Ｗｅｂサービス事業のうちマッピング部門は受注型事業であり、受注先の発注時期・発注形

態等により、四半期毎の業績が大きく変動する可能性があります。

株式会社昭文社からの継続的受注及びアライアンスの強化によるシナジー効果、Ｗｅｂサービス部門の強化、拡

大を図ることにより、発注時期、発注形態によって期末に売上が集中するなどの業績変動を受ける受注型事業中心

の事業構造の変革を図っておりますが、当社の取引先の一つである官公庁は、各官公庁の予算執行の関係から、当

社期末月に売上が集中する傾向があります。従いまして当社の四半期情報にも、季節変動の影響が発生する可能性

があります。

前期の上期・下期における収益動向は次のとおりであります。

第25期
（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

上半期
（千円）

下半期
（千円）

通期合計
（千円）

売上高 594,455 1,300,353 1,894,808

売上総利益 145,266 300,987 446,254

営業利益 6,792 160,907 167,699

経常利益又は経常損失（△） △7,171 147,846 140,674

当期純利益又は当期純損失（△） △9,502 141,738 132,236
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（関連当事者との取引について）

①親会社及び法人主要株主等との取引について

当社は、親会社及び主要株主である株式会社昭文社との間で、平成19年9月期において、以下の取引があります。

属性
氏名及び
会社名

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の関係

親会社 ㈱昭文社

東京都

千代田

区

9,903

地図・雑誌・

ガイドブック

の企画・制作

及び出版販売、

関連するデジ

タルデータ

ベースの企

画・制作・販

売

(被所有)

直接

67.8％

兼任

３名

同社からデジ

タル地図デー

タの入力等の

業務を受託。

当社は、デジ

タル情報の配

信等を提供。

製品販売、同

社からデジタ

ル地図データ

の入力等及び

デジタル情報

の配信等の業

務を受託

827,145
売掛金

前受金

176,674

331,364

製造経費 1,135 未払金 143

（注）上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の販売については市場価格を参考にしており、また、受託業務については個別のプロジェクト毎に仕

様に基づき積算された見積価格等をもとに交渉のうえ決定しております。

②役員及び個人主要株主等との取引について

当社は、金融機関の借入について、当社代表取締役社長船山亮司より保証を受けております。平成19年９月期末

における状況は、次のとおりであります。

属性
氏名及び
会社名

住所
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の関係

役員 船山 亮司
千葉県

市原市
－

当社代表取締

役社長

（被所有）

直接

0.01％

－ －
当社の借入債

務の保証
25,911 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

当社金融機関借入債務に対する役員による保証については、保証料の支払いは生じておりません。千葉県

信用保証協会との債務保証委託契約を締結するにつき、当該契約については連帯保証契約を受けたものであ

ります。
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２．企業集団の状況
当社の企業集団は、当社と、親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）で構成されております。

同社は、独自開発によるＳｉＭＡＰ（サイマップ：昭文社統合地図情報システム）の地図データ・ガイドデータを中

核とし、それを活用した地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作及び出版販売を行う出版事業、ならびにデジタルデー

タベースの企画・制作・販売を行う電子事業を展開しております。

当社は、デジタル地図データの制作受託及び地理情報システムの開発受託、ならびにデジタル地図情報の配信技術を

もとに、インターネットと携帯電話を利用したデジタル情報の配信などを行うマッピング・Ｗｅｂサービス事業と、地

理情報システムの販売を行うシステムソリューション事業を展開しております。マッピング・Ｗｅｂサービス事業のう

ちのマッピング部門では、同社よりデジタルデータベースの企画・制作及びデジタル地図データの制作業務を受託して

おり、Ｗｅｂサービス部門では、デジタル情報の配信業務及び同社所有の地図データの使用許諾を受け、その配信事業

を行っております。また、システムソリューション事業では、同社へ「デフォルメマップ作成ツール」等の地図に関連

するシステムを供給しております。

 

デジタル地図データなどのコンテンツ 

使用許諾 

（ 親 会 社 ）株 式 会 社 昭 文 社 

当     社 

デジタルデータベースの企画・制作 

デジタル地図データの制作 

デジタル情報の配信 

地図関連システムの供給 
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

当社は、高品質な商品とサービスの提供に努め、また、コストの削減と効率の向上に不断の努力を重ねながら競争

力を強化し、顧客満足度、社員満足度の向上と経営の改善を推し進め、健全かつ公正な企業を目指しております。

自社開発の地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用し、ローコスト、かつ高品質なデジタ

ル地図データを制作するとともに、デジタル地図をプラットフォームとした様々な情報配信サービスを展開し、デー

タ作成からシステムの開発・販売、情報配信までをトータルで行うＧＩＳベンダーとして、成長を続けてまいりま

す。 

①　技術部門においては、相互に技術をフィードバックし、低価格・高品質なデータ及びＧＩＳを主軸とした高機

能なアプリケーションの提供を実現してまいります。また、デジタル地図をプラットフォームとして各種情報

をリンクさせたＡＳＰ（Application Service Provider）事業を展開してまいります。

②　営業、管理部門においては、相乗効果が期待されるアライアンスを通じて事業の拡充及び有利子負債の圧縮に

努め、経営の構造改善を推進してまいります。

（２）目標とする経営指標

当社は、利益を重視した受注による売上高の確保及び固定費を抑制し、収益重視の経営を推し進め、安定的に収益

を獲得できる企業へ変革してまいります。

次のとおり目標を掲げ、その達成を目指してまいります。

①　各事業（マッピング・Ｗｅｂサービス事業及びシステムソリューション事業）の売上拡大を図りつつ、売上総

利益率を確保するために、収益性の高い商品・サービスの開発に注力し、Ｗｅｂサービス部門、システムソ

リューション事業の売上高構成比を50％以上に高めていくこと。

②　売上総利益率を30％以上に高めていくこと。

③　有利子負債の削減に努め有利子負債依存度を30％以下とし、財務改善をすすめること。

（３）中長期的な会社の経営戦略

親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）の持つ地図・ガイドのデータベース及びブランド力と当社

の持つシステム開発力、配信技術力、入力マンパワーを合わせることで、同社においては電子事業のさらなる拡大に

向けて「携帯電話やＷｅｂ上での配信事業」、「地図データと各種システムを提供するＧＩＳソリューション事業」

等さまざまな事業、新サービスの提供が可能となり、当社においては同社のグループ企業として、同社のブランド力、

信用力を活用した営業力の強化、及び財務面での強化が図れます。さらに、同社からの継続的受注による作業の効率

化とコスト削減、アライアンスの強化によるシナジー効果を追求してまいります。

インターネットの普及とＷｅｂ対応の携帯電話が飛躍的に普及し、インターネットと携帯電話を利用したデジタル

情報の配信やデジタル地図を活用する環境は著しく進歩・発展しております。デジタル地図データの制作及びシステ

ム開発で蓄積したコンピュータマッピングに関するノウハウとＷｅｂサービス事業で培ったデジタル地図情報の配信

やシステム開発の技術力をもとにマッピング・Ｗｅｂサービス、システムソリューション事業を拡大してまいります。

また、収益性の高い商品・サービスの開発に注力し、売上総利益率の向上と、受注先の発注時期や発注形態によっ

て期末に売上が集中しやすい収益構造の平準化とを推し進め、安定的な経営基盤を築いてまいります。

（４）会社の対処すべき課題

ＧＩＳ業界におきましては、行政によるＧＩＳポータルサイトや地理情報ワンストップサービスの提供などＷｅｂ

マッピングシステム（インターネット上でＧＩＳの機能が扱えるシステム）の利用がすすみ、また、行政内部の地理

空間情報の共有化により行政の効率化と住民サービスの向上を図る統合型ＧＩＳ※の導入が地方公共団体で推進され

ております。

当面の対処すべき課題としては、以下について積極的に取り組んでまいります。

①　営業収益力の向上

同社とのアライアンスにより、同社のブランド力、信用力を活用した営業力の強化と提案型営業の強化、及び

品質管理とコスト削減の徹底による生産性の向上に努め、営業収益力の向上を図ります。

②　収益の平準化

同社とのアライアンスにより、Ｗｅｂサービス部門の強化・拡大を図り、売上総利益率の向上と、比較的季節

変動の影響を受けやすい収益構造を改革し、収益の平準化を図ります。

③　財務体質の強化

比較的高い水準となっている借入金依存度を改善すべく、収益力の向上により有利子負債の削減等、財務体質

の強化を図ります。
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※ 統合型ＧＩＳ

地方公共団体が利用する地図データのうち、複数の部局が利用するデータを各部局が共用できる形で整備し、利用していく庁内横

断的な地理情報システムのこと。統合型ＧＩＳを導入することにより、データの重複整備を防ぎ、各部署の情報交換を迅速にし、行

政の効率化と住民サービスの向上を図ることができる。

（５）その他、会社の経営上重要な事項

１．親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

（平成19年9月30日現在）

親会社等 属　性
親会社等の

議決権所有割合
親会社が発行する株券が

上場されている証券取引所等

株式会社昭文社 親会社 67.8％ 株式会社東京証券取引所市場第一部

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けやその他の上場会社と親会社等との関係

当社の親会社は、地図業界では最大手である株式会社昭文社（以下「同社」という。）であり、同社は当社の

株式8,882株（議決権比率67.8％）を保有しております。

当社では、マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうちマッピング部門では、同社からデジタル地図データの入力、

編集、更新等の業務を受託、Ｗｅｂサービス部門では、同社所有の地図データの使用許諾を受け、その配信事業

を行っており、システムソリューション事業では同社へ「デフォルメマップ作成ツール」等の地図に関連するシ

ステムの供給を行っております。

同社からは、経営体制の強化のために取締役２名、監査役１名を受け入れており、また、同社は当社の大口か

つ安定した取引先であり、当中間期においては当社の売上の82.9％を占めていることから、当社の業績は同社の

受注動向や同社からの受託の動向に大きく依存する状況にあります。

しかし、当社は独自の技術やノウハウをベースに同社へシステム等を提供しており、また、自社開発のシステ

ム等の研究開発、販売等事業活動を行う上で特段制限を受けている事項はなく、同社との取引条件についても、

製品の販売については市場価格を参考にしており、また、受託業務については個別のプロジェクトごとに仕様に

基づき積算された見積価格等をもとに交渉のうえ決定しております。

当社は、同社以外の企業と直接取引を行う当社独自の営業基盤を確立しており、また、当社独自の技術やノウ

ハウ、同社との価格交渉力を有するなど、親会社から一定の独立性が確保されていると考えております。

同社の持つ地図・ガイドのデータベース及びブランド力、全国的な営業力と、当社の持つシステム開発力、配

信技術力、入力マンパワーを合わせることで、昭文社グループとして新しい多彩なＧＩＳ商品・サービスが提供

可能になるものと考えており、人材の交流、経営情報の交換などグループ企業としてのメリットを生かしつつ、

より広範な事業協力関係を構築し、昭文社グループの電子事業の拡大に貢献してまいります。

（役員の兼務状況）                                                           （平成19年9月30日現在）

役　職 氏　名 親会社等での役職 就任理由

取締役
(非常勤)

熊谷 隆司
(株)昭文社　取締役
　　制作本部長

取締役会の活性化、経営体制の強化を
図るため就任を依頼

取締役
(非常勤)

内田 次郎
(株)昭文社　取締役
　　デジタルコンテンツビジネス
　　本部長

取締役会の活性化、経営体制の強化を図
るため就任を依頼

監査役
(非常勤)

大野 真哉
(株)昭文社　取締役
　　経営管理本部長

監査体制の強化を図るため就任を依頼

③　親会社等との取引に関する事項

当社の親会社及び主要株主である株式会社昭文社との取引につきましては、１．経営成績の（４）事業等のリ

スク（関連当事者との取引について）に記載しております。
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４．中間財務諸表
（１）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  997,071 1,043,603 720,404

２．受取手形 803 － 1,396

３．売掛金 136,329 237,849 336,552

４．たな卸資産 135,189 221,492 162,470

５．前払金 － 321,616 41,577

６．その他 130,103 60,567 54,348

貸倒引当金 － △399 －

流動資産合計 1,399,498 54.6 1,884,729 62.2 485,231 1,316,749 53.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 567,493 538,456 551,684

２．器具及び備
品

92,987 84,848 94,862

３．土地 ※２ 377,015 377,015 377,015

４．その他 34,126 29,235 31,523

有形固定資産
合計

1,071,623 41.8 1,029,556 34.0 △42,067 1,055,086 42.7

(2）無形固定資産

１．ソフトウェ
ア

82,617 105,307 92,652

２．その他 4,521 4,317 4,419

無形固定資産
合計

87,138 3.4 109,625 3.6 22,486 97,071 3.9

(3）投資その他の
資産

１．投資その他
の資産

 4,648 5,291 6,216

　貸倒引当金 △1,030 △1,000 △1,000

投資その他の
資産合計

3,618 0.2 4,291 0.2 673 5,216 0.2

固定資産合計 1,162,380 45.4 1,143,472 37.8 △18,907 1,157,374 46.8

資産合計 2,561,878 100.0 3,028,202 100.0 466,324 2,474,124 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 38,844 36,701 49,902

２．短期借入金 ※２ － 100,000 20,000

３．１年以内償還
予定社債

50,000 － －

４．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 619,909 572,596 527,587

５．未払費用 57,392 60,763 57,755

６．前受金 － 348,820 108,326

７．賞与引当金 44,563 45,090 43,242

８．その他 28,616 38,681 26,249

流動負債合計 839,326 32.8 1,202,652 39.7 363,325 833,064 33.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 669,531 564,955 443,431

２．繰延税金負債 10 24 30

３．退職給付引当
金

75,353 86,199 78,175

４．その他 1,500 1,500 1,500

固定負債合計 746,396 29.1 652,679 21.6 △93,716 523,137 21.1

負債合計 1,585,723 61.9 1,855,332 61.3 269,608 1,356,201 54.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

(1）資本金  985,250 38.5 985,250 32.5 － 985,250 39.8

(2）資本剰余金  

１．資本準備金  520,677 520,677 520,677

資本剰余金合計 520,677 20.3 520,677 17.2 － 520,677 21.1

(3）利益剰余金  

１．その他利益
剰余金

 

　　繰越利益剰
余金

△529,804 △333,108 △388,065

利益剰余金合計 △529,804 △20.7 △333,108 △11.0 196,696 △388,065 △15.7

株主資本合計 976,123 38.1 1,172,819 38.7 196,696 1,117,861 45.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

１．その他有価証
券評価差額金

31 0.0 51 0.0 19 60 0.0

評価・換算差額
等合計

31 0.0 51 0.0 19 60 0.0

純資産合計 976,155 38.1 1,172,870 38.7 196,715 1,117,922 45.2

負債純資産合計 2,561,878 100.0 3,028,202 100.0 466,324 2,474,124 100.0
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（２）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 594,455 100.0 997,881 100.0 403,426 1,894,808 100.0

Ⅱ　売上原価 449,188 75.6 784,936 78.7 335,747 1,448,554 76.4

売上総利益 145,266 24.4 212,945 21.3 67,678 446,254 23.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

138,474 23.3 139,974 14.0 1,500 278,554 14.7

営業利益 6,792 1.1 72,970 7.3 66,177 167,699 8.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 6,893 1.2 6,895 0.7 1 13,023 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 20,857 3.5 17,518 1.8 △3,339 40,048 2.1

経常利益又は
経常損失(△)

△7,171 △1.2 62,347 6.2 69,518 140,674 7.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 30 0.0 － － △30 60 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 2,558 0.4 1,563 0.1 △995 7,030 0.3

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純
損失(△)

△9,700 △1.6 60,784 6.1 70,484 133,704 7.1

法人税、住民
税及び事業税

1,825 1,825 3,650

法人税等調整
額

△2,023 △198 △0.0 4,001 5,826 0.6 6,024 △2,181 1,468 0.1

中間(当期)純
利益又は中間
純損失(△)

△9,502 △1.6 54,957 5.5 64,459 132,236 7.0
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（３）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　
残高（千円）

985,250 520,677 520,677 △520,301 △520,301 985,625 96 96 985,722

中間会計期間中の変
動額

中間純損失（△） － － － △9,502 △9,502 △9,502 － － △9,502

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

－ － － － － － △65 △65 △65

中間会計期間中の変
動額合計（千円）

－ － － △9,502 △9,502 △9,502 △65 △65 △9,567

平成18年９月30日　
残高（千円）

985,250 520,677 520,677 △529,804 △529,804 976,123 31 31 976,155

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　
残高（千円）

985,250 520,677 520,677 △388,065 △388,065 1,117,861 60 60 1,117,922

中間会計期間中の変
動額

中間純利益 － － － 54,957 54,957 54,957 － － 54,957

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

－ － － － － － △9 △9 △9

中間会計期間中の変
動額合計（千円）

－ － － 54,957 54,957 54,957 △9 △9 54,947

平成19年９月30日　
残高（千円）

985,250 520,677 520,677 △333,108 △333,108 1,172,819 51 51 1,172,870
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　
残高（千円）

985,250 520,677 520,677 △520,301 △520,301 985,625 96 96 985,722

事業年度中の変動額

当期純利益 － － － 132,236 132,236 132,236 － － 132,236

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

－ － － － － － △36 △36 △36

事業年度中の変動額
合計（千円）

－ － － 132,236 132,236 132,236 △36 △36 132,200

平成19年３月31日　
残高（千円）

985,250 520,677 520,677 △388,065 △388,065 1,117,861 60 60 1,117,922
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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(△純損失) △9,700 60,784  133,704

減価償却費 34,260 33,899  72,483

無形固定資産償却費 24,299 22,807  48,265

貸倒引当金の増加額(△減少額) △30 399  △60

賞与引当金の増加額 16,377 1,847  15,056

受注損失引当金の減少額 △1,117 －  △1,117

退職給付引当金の増加額 7,220 8,024  10,042

受取利息及び受取配当金 △91 △604  △516

支払利息 15,870 13,120  30,424

固定資産除却損 1,706 1,563  2,993

ソフトウェア評価損 － －  3,184

売上債権の減少額 659,295 100,099  458,479

たな卸資産の増加額 △81,796 △59,021  △109,077

前払金の増加額 － △280,038  △41,577

その他流動資産の増加額 △78,857 △9,019  △517

仕入債務の減少額 △103,904 △13,201  △92,845

未払金の増加額(△減少額) 7,607 △22  6,178

未払費用の増加額 5,069 3,426  5,816

前受金の増加額 － 240,493  107,103

未払消費税等の増加額(△減少額) △7,067 8,068  △5,932

その他流動負債の増加額(△減少額) 1,778 959  △603

その他の投資の増加額 △594 －  △5,011

小計 490,326 133,586 △356,739 636,474

利息及び配当金の受取額 91 604  516

利息の支払額 △14,922 △14,199  △29,778

法人税等の支払額 △3,650 △3,650  △3,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 471,845 116,342 △355,502 603,562

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － －  35,000

有形固定資産の取得による支出 △61,284 △7,569  △84,550

無形固定資産の取得による支出 △24,851 △32,473  △61,935

投資有価証券の売却による収入 1,900 －  1,900

その他 428 366  815

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,807 △39,676 44,131 △108,769
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前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額(△純減少額) △50,000 80,000  △30,000

長期借入れによる収入 450,000 500,000  450,000

長期借入金の返済による支出 △409,010 △333,466  △727,433

社債の償還による支出 － －  △50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,010 246,533 255,543 △357,433

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 379,027 323,199 △55,827 137,359

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 583,044 720,404 137,359 583,044

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期末(期末)残
高

962,071 1,043,603 81,531 720,404
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

(1) 有価証券

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

当事業年度末日の市場価格

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

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

・商品

個別法による原価法

・仕掛品

個別法による原価法

・貯蔵品

最終仕入原価法

(2) たな卸資産

・商品

同左

・仕掛品

同左

・貯蔵品

同左

(2) たな卸資産

・商品

同左

・仕掛品

同左

・貯蔵品

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。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備は

除く）については、定額法を採用

しております。

また、取得価格が10万円以上20

万円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建　物　　　　　28～50 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

 ―――――――― (会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。これに

よる営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益への影響は軽微でありま

す。 

 ――――――――

 ―――――――― (追加情報)

法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。これによる

営業利益、経常利益及び税引前中間

純利益への影響は軽微であります。

 ――――――――
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2) 無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込使用期間（３年）

による定額法を、また、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（３年また

は５年）による定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３．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そな

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そなえる

ため、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給にそなえる

ため、賞与支給見込額の当事業年

度負担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そなえるた

め、当中間会計期間末における退

職給付債務（自己都合による要支

給額）の見込額に基づき、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そなえるた

め、当事業年度末における退職給

付債務（自己都合による要支給

額）の見込額に基づき、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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　特例処理によっております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

・・・・金利スワップ

ヘッジ対象

・・・・借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

・・・・同左

ヘッジ対象

・・・・同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

・・・・同左

ヘッジ対象

・・・・同左

(3) ヘッジ方針

　金利リスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性の評価の方法

　金利スワップについては特例処

理によっており、有効性の評価を

省略しております。

(4) ヘッジの有効性の評価の方法

同左

(4) ヘッジの有効性の評価の方法

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、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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

税抜方式によっております。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺の上、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号 平成17年12月９日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

976,155千円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,117,922千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

―――――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで中間貸借対照表の流動資産のうち「その他」に

含めて表示しておりました「前払金」及び流動負債のうち「その他」

に含めて表示しておりました「前受金」については、区分掲記してお

ります。

　なお、前中間会計期間の流動資産のうち「その他」に含まれている

「前払金」は80,000千円、流動負債のうち「その他」に含まれている

「前受金」は3,155千円であります。

―――――― （中間キャッシュ・フロー計算書）

　前中間会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他

流動資産の減少額（△増加額）」に含めて表示しておりました「前払

金の増加額」及び「その他流動負債の増加額（△減少額）」に含めて

表示しておりました「前受金の増加額」については、区分掲記してお

ります。

　なお、前中間会計期間の「その他流動資産の減少額（△増加額）」

に含まれている「前払金の増加額」は80,000千円、「その他流動負債

の増加額（△減少額）」に含まれている「前受金の増加額」は1,932千

円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次の

とおりであります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次の

とおりであります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次の

とおりであります。

減価償却累計額 920,403 千円 減価償却累計額 952,368 千円 減価償却累計額 941,285 千円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

建物 567,493 千円

土地 377,015 千円

計 944,508 千円

建物 538,456 千円

土地 377,015 千円

計 915,471 千円

建物 551,684 千円

土地 377,015 千円

計 928,700 千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定
長期借入金

383,409 千円

長期借入金 610,831 千円

計 994,241 千円

１年以内返済予定
長期借入金

392,776 千円

長期借入金 485,055 千円

計 877,831 千円

短期借入金 20,000 千円

１年以内返済予定
長期借入金

421,187 千円

長期借入金 417,931 千円

計 859,118 千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 90 千円

受取配当金 1 千円

事務代行手数料 126 千円

区画整理に伴う補償
金収入

741 千円

賃貸収入 5,550 千円

受取利息 603 千円

受取配当金 1 千円

事務代行手数料 122 千円

区画整理に伴う補償
金収入

21 千円

賃貸収入 5,550 千円

受取利息 514 千円

受取配当金 2 千円

事務代行手数料 250 千円

区画整理に伴う補償
金収入

741 千円

賃貸収入 11,100 千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 15,870 千円

賃貸収入原価 4,563 千円

支払利息 13,120 千円

賃貸収入原価 4,275 千円

支払利息 30,424 千円

賃貸収入原価 9,101 千円

※３　特別利益のうち主要なもの ――――― ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 30 千円 貸倒引当金戻入益 60 千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

器具及び備品除却損 1,706 千円

解体撤去費用 852 千円

器具及び備品除却損 1,563 千円 器具及び備品除却損 2,993 千円

ソフトウェア評価損 3,184 千円

解体撤去費用 852 千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 34,260 千円

無形固定資産 24,299 千円

有形固定資産 33,899 千円

無形固定資産 22,807 千円

有形固定資産 72,483 千円

無形固定資産 48,265 千円

６　当社の売上高は、季節的変動が著しく、

事業年度の上期と下期との間に著しい相違

があります。

６　同左 ──────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数(株)
当中間会計期間増加株式
数(株)

当中間会計期間減少株式
数(株)

当中間会計期間末株式数
(株)

発行済株式

普通株式 13,110 － － 13,110

合計 13,110 － － 13,110

 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数(株)
当中間会計期間増加株式
数(株)

当中間会計期間減少株式
数(株)

当中間会計期間末株式数
(株)

発行済株式

普通株式 13,110 － － 13,110

合計 13,110 － － 13,110

 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数(株)
当事業年度増加株式数
(株)

当事業年度減少株式数
(株)

当事業年度末株式数(株)

発行済株式

普通株式 13,110 － － 13,110

合計 13,110 － － 13,110

（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の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18年９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

(千円) (千円) (千円)

現金及び預金勘定 997,071

預入期間が3ヶ月を超える定
期預金

△35,000

現金及び現金同等物 962,071

現金及び預金勘定 1,043,603

現金及び現金同等物 1,043,603

現金及び預金勘定 720,404

現金及び現金同等物 720,404
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

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) 借主側 (1) 借主側 (1) 借主側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額相

当額

(千円)

減価償却累

計額相当額

(千円)

中間期末残

高相当額

(千円)

器具及び備品 50,186 31,741 18,445

車両運搬具 11,377 7,669 3,708

合計 61,564 39,411 22,153

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)

器具及び備品 27,060 15,460 11,599

車両運搬具 9,896 5,908 3,987

合計 36,956 21,369 15,587

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)

器具及び備品 25,826 12,807 13,019

車両運搬具 11,377 8,807 2,570

合計 37,204 21,615 15,589

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,699 千円

１年超 13,697 千円

合計 24,396 千円

１年内 7,066 千円

１年超 9,507 千円

合計 16,574 千円

１年内 7,223 千円

１年超 10,126 千円

合計 17,350 千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 8,276 千円

減価償却費相当額 6,685 千円

支払利息相当額 1,386 千円

支払リース料 4,761 千円

減価償却費相当額 3,627 千円

支払利息相当額 1,020 千円

支払リース料 16,420 千円

減価償却費相当額 13,249 千円

支払利息相当額 2,483 千円

④　減価償却費相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

　　同左 　　同左

⑤　利息相当額の算定方法 ⑤　利息相当額の算定方法 ⑤　利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

　　同左 　　同左

(2）貸主側 (2）貸主側 (2）貸主側

　未経過リース料中間期末残高相当額 　未経過リース料中間期末残高相当額 　未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,103 千円

１年超 11,257 千円

　合計 19,360 千円

１年内 5,198 千円

１年超 6,058 千円

　合計 11,257 千円

１年内 5,168 千円

１年超 8,633 千円

　合計 13,802 千円

(注)上記はすべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料中間期末残高相当額

であります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同

一の条件で第三者にリースしていますの

で、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未

経過リース料中間期末残高相当額に含ま

れております。

(注)同左 (注)上記はすべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料期末残高相当額であ

ります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同

一の条件で第三者にリースしていますの

でほぼ同額の残高が上記の借主側の未経

過リース料期末残高相当額に含まれてお

ります。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

日本コンピュータグラフィック株式会社（4787）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 25 －



（有価証券関係）

前中間会計期間（平成18年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．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）

株　　式 44 87 42

合　　計 44 87 42

３．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）

その他有価証券

非上場株式 70

当中間会計期間（平成19年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．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）

株　　式 44 120 75

合　　計 44 120 75

３．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）

その他有価証券

非上場株式 70

前事業年度（平成19年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差　　額（千円）

株　　式 44 136 91

合　　計 44 136 91

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 70
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

当社は、デリバティブ取引についてはヘッジ会計が適用されており、開示する事項はありません。

当中間会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

当社は、デリバティブ取引についてはヘッジ会計が適用されており、開示する事項はありません。

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

当社は、デリバティブ取引についてはヘッジ会計が適用されており、開示する事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

該当事項はありません。

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 74,458.81 円 

１株当たり中間純損失 724.80 円

１株当たり純資産額 89,463.80 円 

１株当たり中間純利益 4,192.03 円

１株当たり純資産額 85,272.49 円 

１株当たり当期純利益 10,086.66 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、１株当たり

中間純損失が計上されているため記載

しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）１株当たり中間純損失金額(△)又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間純損失金額(△)又

は当期純利益金額

中間純損失(△)又は当期純利益

（千円）
△9,502 54,957 132,236

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ － －

普通株式に係る中間純損失(△)

又は普通株式に係る当期純利益

（千円）

△9,502 54,957 132,236

普通株式の期中平均株式数

（株）
13,110 13,110 13,110

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)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

旧商法第280条の19の規定

に基づく新株引受権。

なお、行使期間は平成18年

６月30日までであります。

 ――――― 旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権。

なお、行使期間は平成18年

６月30日までであります。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

該当事項はありません。

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

株式会社ペンタくん（以下、原告という。）は、当社の地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマ

ス）」を使用した地図データの作成方法に関し、原告が保有する特許権（特許番号：第2770097号）を侵害するも

のとして、地図データの作成差し止め、作成された地図データ及びその装置の利用・販売・頒布の停止並びに廃

棄、損害賠償請求権を主張し、平成17年1月25日付で東京地方裁判所に訴訟を提起しました。

平成19年4月19日に同裁判所にて原告の請求をいずれも棄却する判決があり、判決理由のなかで当該発明は進歩

性欠如のため無効審判により無効にされるものとありました。

なお、当該特許について、当社は特許の無効を求めて平成18年9月6日付で無効審判請求書を特許庁に提出いた

しましたが、特許庁から平成19年4月17日付で請求を棄却する旨の審決がありました。

（その他）

前中間会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

平成17年1月25日付で、当社の開発した地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用した地

図データの作成方法に関し、特許権を侵害しているとして東京地方裁判所において訴訟の提起を受けましたが、

当社は特許権の侵害にあたるものはないとして、現在係争中であります。

なお、当該特許権について特許内容を検討した結果、無効事由を有すると判断するに至りましたので、平成18

年9月6日付で特許庁に無効審判請求書を提出しております。

当中間会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

平成17年１月25日付で、当社の開発した地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用した

地図データの作成方法に関し、株式会社ペンタくんから特許権を侵害しているとして東京地方裁判所において訴

訟の提起を受けましたが、平成19年4月19日に同社の請求をいずれも棄却する判決があり、同社は、この判決を不

服として平成19年5月1日に訴訟を提起（控訴）しており、現在係争中であります。

また、当該特許について、当社は、特許庁に無効審判請求書を提出しておりましたが、平成19年4月17日付で請

求を棄却する旨の審決があり、この審決の取り消しを目的として平成19年5月24日付で特許審決取消訴訟を提起し

ており、現在係争中であります。

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

平成17年１月25日付で、当社の開発した地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用した

地図データの作成方法に関し、株式会社ペンタくんから特許権を侵害しているとして東京地方裁判所において訴

訟の提起を受けましたが、平成19年4月19日に同社の請求をいずれも棄却する判決がありました。

また、当該特許について、特許庁に無効審判請求書を提出しておりましたが、平成19年4月17日付で請求を棄却

する旨の審決がありました。

詳細につきましては、（重要な後発事象）に記載しております。

日本コンピュータグラフィック株式会社（4787）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 29 －


