
                                       

平成16年3月期  中間決算短信（非連結） 平成15年11月21日

会 社 名 アイサンテクノロジー株式会社 登録銘柄 

コード番号 ４６６７ 本社所在都道府県  愛知県 

 (ＵＲＬ http：//www.aisantec.co.jp)  

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  

 氏   名 柳 澤 哲 二  

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員管理部長  

 氏   名 神 野 照 朗 ＴＥＬ（０５２）９５０－７５００(代) 

中間決算取締役会開催日 平成15年11月21日  中間配当制度の有無 有 ・ 無 

中間配当支払開始日 －  単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株)・無

１．15年9月中間期の業績（平成15年４月１日～平成15年９月30日） 

(1)経営成績                                    (百万円未満切捨て) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

15年9月中間期 782  (△14.0) △25 (－) △26  (－) 

14年9月中間期 910  (△1.8) 12 (－) 4  (－) 

15年3月期 1,822  100 52  

 

 中間(当期)純利益 
１株当たりの中間 

(当期)純利益 

 潜在株式調整後１株当たり

 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

15年9月中間期 △42 (－) △10 56 － －

14年9月中間期 △34 (－) △8 68 － －

15年3月期 △8  △2 05 － －
（注）１．持分法投資損益  14年9月中間期  －百万円    15年9月中間期  －百万円   15年3月期  －百万円 

２．期中平均株式数  14年9月中間期 3,999,600株  15年9月中間期 3,999,600株  15年3月期 3,999,600株 
３．会計処理の方法の変更  無 
４．売上高、営業利益、経常損益、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 
  

 円 銭 円 銭

15年9月中間期 0 00 － － 

14年9月中間期 0 00 － － 

15年3月期 － － 3 00 

 

(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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

15年9月中間期 2,810 1,617 57.6 404 39 

14年9月中間期 2,769 1,643 59.4 411 02 

15年3月期 2,950 1,670 56.6 417 63 

（注）期末発行済株式数  14年9月中間期 3,999,600株  15年9月中間期 3,999,600株  15年3月期 3,999,600株 

   期末自己株式数   14年9月中間期   －  株  15年9月中間期   －  株  15年3月期   －  株 

(4)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

15年9月中間期 87 △26 △94 315 

14年9月中間期 206 △45 △62 253 

15年3月期 264 △95 24 348 

２．16年3月期の業績予想（平成15年４月１日～平成16年３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  

 百万円 百万円 百万円   円   銭   円   銭

通  期 1,718 70 20 4 00  4 00

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）    4円  66銭 



 

添付資料 

1.企業集団の状況 

 当社グループ(当社及び関係会社)は、当社(アイサンテクノロジー株式会社)、子会社1社により構成され

ており、測量設計業及び土木建設業向けのＣＡＤシステムを製作･販売しております。当社製ソフトウェア

及びハードウェアの販売業務を行うアイサンテク中部株式会社を平成15年8月に設立いたしましたが、重要

性に鑑み、非連結子会社としております。 

 

2.経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来のコア技術「より正確な位置を求める解析技術」を、測量・土木・建設市場において、

人的資源に頼った業務から、Web環境コンピュータシステムを最大限活用したソフトウェァ製品を提供し、

様々な業務改善を提案することによりユーザーを開拓してまいりました。こうした中で当社は、無限の資

産である人的資源とその知恵が最大の財産であるとの理念のもと、ソフトウェア開発に対して自社開発を

推進すべく社内体制を構築してまいりました。 

  その結果、様々な業務用ソフトウェア製品を開発・販売することが可能となり、測量市場において常に

一歩先を進む体制がユーザーから当社製品に対する信頼に結びつき、当社の目標とする「ソフトウェア製

品を提案することにより社会に貢献する」経営理念に合致し、今後とも、この方針を推し進めるべく様々

な提案を行っていくことが当社の最大の使命であるとの認識に立っております。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社においては、株主のみなさまに対する利益還元を経営における最重要課題として捉え、株主資本利 

益率を重視して事業展開を進め、業績に裏付けられた成果配分を行うことを利益配分の基本方針としてお

ります。 

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要な課題として認識しております。 

現在の投資金額を勘案し、投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えるため、１単元の株式数の見直

し等を視野に入れながら、株式投資単位の引き下げにつきましては慎重に検討し、対処して行く所存でご

ざいます。 

  (4) 目標とする経営指標 

 当社は、創業以来一貫して進めてまいりました収益体質を今後とも維持すべく、売上高経常利益率にお

いて通期で4％以上の確保を目指しております。 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、ソフトウェア開発メーカーとして、測量・土木・建設市場に最新技術によるWeb環境のコンピ 

ュータシステムを提供し、業界の発展に寄与することが当社に与えられた使命であるとの認識に立ち、様々

な分野で今後中心となると予想される汎地球測位システムGPSの最新技術であるVRS(高精度位置情報配信W

ebサービス)および国土交通省が推進する「e－Japan重点計画」に基づく各種行政手続きの電子化等、業務

の変革に対応するための製品開発を推進することが重要な課題であるとの認識にあります。 

また、様々な土地情報を共有し、利用可能となるWebシステム開発を推進しそのノウハウを蓄積してきた

財産をさらに発展させ、志を同じくする企業との協業をも視野に入れ、事業化を推し進めることが今後の

課題であり、当社における重要な戦略であると位置づけております。 

(6) 会社の対処すべき課題 

長引く景気低迷の中で当社は、企業間競争に打ち勝つための決断を選択し、実施してまいりました。 

常に先を見据えた経営諸施策の実践が現在の経営状況を示しているとの確たる信念のもと、スリム化した

経営組織の成果に甘んじることなく、なお暫く続くと予想される経済状況を乗り切るためのコスト削減な

らびに営業効率を追求していくことが課題であると認識しております。 

(7) 経営管理組織の整備等(コーポレートガバナンスの充実)に関する施策 

当社は、株主の皆様をはじめ、すべての投資家に対して公正かつ適切に会社情報を開示することがコー 

ポレートガバナンスの要件であると認識しており、当社ホームページをはじめとして、様々な情報手段に

より会社情報の開示に取り組んでまいります。また、平成15年4月より導入されました四半期情報開示にお

いても、公正かつ適切な情報開示を行うための社内体制の整備を進めてまいります。 
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3.経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、長引く景気の低迷から一部の業種には回復の兆しが見られ、第1

四半期半ばからは株式市場においても景気底入れ感から株価も上方に向かってまいりましたが、地方経済

への派及あるいはその他の業種には回復基調は見られない状況で推移しました。 

当社の主たる販売市場である測量、土木・建設市場においては、設備投資意欲が現れてまいりましたが、

公共工事の削減傾向は依然として続き、前期に引き続き厳しい状況であり、いずれの市場においても回復

にはなお時間を要する状況であります。 

このような厳しい経営環境のもとで当社は、測量部門においては、主力製品「Wingneo」の拡販に努める

とともに、前期に引き続き改正測量法施行に伴う業務支援オプションソフトの販売促進活動を積極的に進

めてまいりました。また、サポート体制においても従来以上の充実した体制のもと、当社製品ユーザーの

満足度を高めるための体制を整備し、更なる質の向上を目指してまいりました。さらには、当社製品の信

頼性と他社製品に対する優位性をアピールした営業活動も展開してまいりましたが当初計画を達成するに

は至りませんでした。     

一方、土木・建設部門においては、国土交通省が推進する電子納品対応ソフトウェア製品｢Cvl Manager 

M@TE｣シリーズの拡販に努め、既存の販売ルートはもとより、新たな販売ルート開拓を進めてまいりました。 

また新規事業部門においては、前期に引き続きグループウェア製品においてWebによる販売に注力し、各

種情報媒体を活用し、Web Group Ware「みんなでオフィス」を主力としつつ、対象ユーザーを絞り込んだ

グループウェア製品「ハローキティdeネット」のプレス発表を行い、新規顧客の開拓を進めてまいりまし

た。また、当社が培ってまいりました高精度測量プログラミングの証として、平成15年6月に「平成検地/

BMB」のプレス発表を行い、今後、さらに普及が進むと予想されるＧＰＳ測位技術を活用したアプリケーシ

ョンの導入を進めるための営業展開を開始しました。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は、782百万円(前年同期比14.0%減)、経常損失は26百万円となり

ました。また、中間純損失は42百万円となりました。 

 

(2) 財政状態 

   当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ33百万円 

減少し、当中間会計期間末には315百万円となりました。 

    当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況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) 

    当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は87百万円(前年同期は206百万円の獲得)となり

ました。これは主に、税引前中間純損失が34百万円(前年同期53百万円)計上されたにもかかわわらず、売

上債権の減少額が119百万円であったこと等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) 

    当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は26百万円(前年同期は45百万円の使用)となりま

した。これは主に、製品開発等により無形固定資産の取得が25百万円計上されたこと等によるものであり

ます。 

 

   (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は94百万円(前年同期は62百万円の使用)となりま 

した。これは主に、長期借入金の返済92百万円等によるものであります。 
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中 間 貸 借 対 照 表 
 

（単位：千円未満切捨） 

 

  当中間会計期間末  

(平成15年9月30日現在) 

前中間会計期間末 

(平成14年9月30日現在)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成15年3月31日現在)

区分 金額 構成比 金額 構成比

比較増減 

(△は減) 

金額 構成比

〈資産の部〉 ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産  

 1.現金及び預金 485,379 423,139 62,239 519,010

 2.受取手形  174,976 205,515 △30,539 187,166

 3.売掛金 241,839 242,964 △1,125 348,738

 4.棚卸資産 60,805 48,190 12,614 58,468

 5.繰延税金資産 15,874 13,055 2,818 14,312

 6.その他 40,301 34,647 5,653 27,346

  貸倒引当金 △2,960 △2,590 △370 △3,790

流動資産合計 1,016,216 36.2 964,923 34.8 51,292 1,151,252 39.0

  

Ⅱ 固定資産  

(1)有形固定資産 ※１  

 1.建物 ※２ 433,504 457,860 △24,356 447,162

 2.土地 ※２ 1,068,306 1,076,978 △8,672 1,076,978

 3.その他 27,691 36,493 △8,801 29,780

有形固定資産合計 1,529,502 54.4 1,571,333 56.7 △41,830 1,553,921 52.7

  

(2)無形固定資産 112,072 4.0 79,690 2.9 32,381 99,046 3.4

  

(3)投資その他の資産  

 1.投資有価証券 39,795 38,072 1,722 37,580

 2.その他 113,153 115,779 △2,625 108,254

投資その他の資産合計 152,949 5.4 153,851 5.6 △902 145,834 4.9

固定資産合計 1,794,523 63.8 1,804,875 65.2 △10,351 1,798,803 61.0

資産合計 2,810,739 100.0 2,769,798 100.0 40,940 2,950,055 100.0
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中 間 貸 借 対 照 表 

（単位：千円未満切捨） 

 
当中間会計期間末 

(平成15年9月30日現在)

前中間会計期間末 

(平成14年9月30日現在)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成15年3月31日現在)

区分 金額 構成比 金額 構成比 

比較増減 

(△は減) 

金額 構成比

〈負債の部〉 
     

  
％

     

 
％

     

  
      ％

Ⅰ 流動負債   

 1.支払手形  38,659 48,607 △9,947 47,270

 2.買掛金 28,504 24,089 4,415 21,303

 3.短期借入金 ※２ 79,600 263,340 △183,740 126,000

 4.一年以内償還予定社債 20,000 － 20,000 20,000

 5.未払金 30,614 24,134 6,479 28,747

 6.未払法人税等 15,368 2,482 12,886 5,011

 7.賞与引当金 28,000 30,000 △2,000 35,000

 8.その他 26,742 28,144 △1,402 28,638

流動負債合計 267,490 9.5 420,798 15.2 △153,308 311,969 10.6

Ⅱ 固定負債   

 1.社債 470,000 － 470,000 480,000

 2.長期借入金 ※２ 146,100 408,840 △262,740 171,900

 3.預り保証金 8,510 8,510 － 8,510

 4.退職給付引当金 81,519 73,281 8,238 81,901

 5.繰延税金負債 219,706 214,431 5,275 225,416

固定負債合計 925,836 32.9 705,062 25.4 220,773 967,729 32.8

負債合計 1,193,327 42.4 1,125,861 40.6 67,465 1,279,698 43.4

〈資本の部〉   

Ⅰ 資本金 471,490 16.8 471,490 17.0 － 471,490 16.0

Ⅱ 資本剰余金   

 1.資本準備金 509,140 509,140 － 509,140

  資本剰余金合計 509,140 18.1 509,140 18.4 － 509,140 17.3

Ⅲ 利益剰余金   

 1.利益準備金 25,200 25,200 － 25,200

 2.任意積立金 554,014 536,369 17,645 536,369

 3.中間(当期)未処分利益 58,139 103,499 △45,360 130,010

  利益剰余金合計 637,354 22.7 665,069 24.0 △27,714 691,579 23.4

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 

△571 △0.0 △1,761 △0.1 1,189 △1,852 △0.1

 資本合計 1,617,412 57.6 1,643,937 59.4 △26,524 1,670,356 56.6

2,810,739 100.0 2,769,798 100.0 40,940 2,950,055 100.0 負債･資本合計 
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中 間 損 益 計 算 書 
 

（単位：千円未満切捨） 

 
当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日

至 平成15年９月30日)

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日

至 平成14年９月30日)

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成14年４月１日

至 平成15年３月31日)

区分 金額 
百分

比 
金額 

百分

比 

比較増減 

(△は減) 

金額 
百分

比 

        
％

      
％

     

  

      
％

Ⅰ 売上高 782,775 100.0 910,678 100.0 △127,902 1,822,077 100.0

Ⅱ 売上原価  ※５ 173,625 22.2 219,790 24.1 △46,165 426,399 23.4

売上総利益 609,149 77.8 690,887 75.9 △81,737 1,395,678 76.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費※５ 634,263 81.0 678,419 74.5 △44,155 1,295,196 71.1

営業利益 － － 12,468 1.4 △12,468 100,482 5.5

営業損失 25,114 △3.2 － － △25,114 － －

Ⅳ 営業外収益  ※１ 3,786 0.5 1,771 0.2 2,015 5,053 0.3

Ⅴ 営業外費用  ※２ 4,947 0.6 9,289 1.1 △4,341 53,214 2.9

経常利益 － － 4,950 0.5 △4,950 52,320 2.9

経常損失 26,275 △3.4 － － △26,275 － －

Ⅵ 特別利益  ※３ 293 0.0 1,742 0.2 △1,449 546 0.0

Ⅶ 特別損失  ※４ 8,949 1.1 59,880 6.6 △50,931 66,957 3.7

税引前中間(当期)純損失 △34,931 △4.5 △53,188 △5.8 18,256 △14,091 △0.8

法人税、住民税及び事業税 15,436 2.0 2,237 0.3 13,198 5,109 0.3

法人税等調整額 △8,141 △1.0 △20,701 △2.3 12,560 △10,987 △0.6

中間(当期)純損失 △42,226 △5.4 △34,724 △3.8 △7,502 △8,213 △0.5

前期繰越利益 100,366 138,223 △37,857 138,223

中間(当期)未処分利益 58,139 103,499 △45,360 130,010
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中間キャッシュ・フロー計算書 
 

（単位：千円未満切捨） 

 
当中間会計期間 
(自 平成15年4月Ⅰ日 

至 平成15年9月30日) 

前中間会計期間 
(自 平成14年4月１日 

至 平成14年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年4月１日 

至 平成15年3月31日) 

項目 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税引前中間（当期）純損失  △34,931  △53,188  △14,091  

 減価償却費   15,644  17,852  35,678  

 無形固定資産償却額   19,098  25,297  48,813  

 長期前払費用償却額    241  172  513  

 貸倒引当金の減少額   △830  △1,734  △534  

 賞与引当金の増加額（減少額）  △7,000  △2,000  3,000  

 退職給付引当金の増加額(減少額)   △381  3,155  11,775  

 受取利息及び受取配当金   △429  △270  △575  

 支払利息及び社債利息   4,046  8,332  14,240  

 雑収入   △65  －  △1,730  

 社債発行費   －  －  38,017  

 有形固定資産売却益   －  △8  △12  

 有形固定資産売却損  7,933  －  －  

 有形固定資産除却損  1,015  278  5,252  

 投資有価証券評価損  －  1,172  3,317  

売上債権の減少額  119,088  302,359  214,935  

 棚卸資産の増加額  △2,336  △2,824  △13,102  

 その他資産の増加額（減少額）  △16,532  △10,752  5,185  

 仕入債務の減少額  △1,409  △32,163  △36,917  

 未払消費税等の減少額  △1,430  △2,642  △4,874  

 その他負債の減少額  △5,690  △33,304  △25,297  

 小計  96,030  219,732  283,595  

 利息及び配当金の受取額   423  262  553  

 利息の支払額  △4,107  △8,242  △13,990  

 法人税等の支払額  △5,078  △4,816  △5,159  

 営業活動によるキャッシュ・フロー   87,268  206,935  264,999  
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（単位：千円未満切捨） 

 
当中間会計期間 
(自 平成15年4月１日 

至 平成15年9月30日) 

前中間会計期間 
(自 平成14年4月１日 

至 平成14年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年4月１日 

至 平成15年3月31日) 

項目 金額 金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 有形固定資産の取得による支出  △4,716  △4,280  △4,724  

 有形固定資産の売却による収入  4,758  436  97  

 無形固定資産の取得による支出  △25,240  △27,336  △72,080  

 その他投資の売却による収入  －  3,789  －  

 その他投資の取得による支出  △900  －  △534  

 投資有価証券の取得による支出  －  △20,000  △20,000  

 定期預金の預入による支出  △160,025  △210,124  △310,072  

 定期預金の払戻による収入  160,019  210,112  310,056  

 貸付けによる支出  △1,500  －  △1,000  

 貸付金の回収による収入  905  2,095  3,088  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △26,699  △45,306  △95,169  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 社債発行による収入  －  －  461,982  

 社債の償還による支出  △10,000  －  －  

 短期借入金の純増額  20,000  100,000  －  

 長期借入金の返済による支出  △92,200  △150,990  △425,270  

 配当金の支払額  △12,005  △11,859  △11,898  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △94,205  △62,849  24,814  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －  －  －  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額)  △33,637  98,778  194,645  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  348,950  154,305  154,305  

Ⅶ 
現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 
 315,313  253,084  348,950  
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中間財務諸表作成の基本となる事項 

項目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日

至 平成14年９月30日)

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

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 

有価証券 

 

 

 

 

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 

有価証券 

 

 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は､

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平 

均法により算定）    

時価のないもの 

同左 

1.資産の評価基準及び評 

価方法 

商品･製品 

総平均法による原価法 

  なお製品はソフトウェ 

ア以外のマニュアル等の 

みを計上しております。 

商品･製品 

 

同左 

商品･製品 

 

同左 

有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用してお

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     38～50年 

工具器具備品  2～15年 

有形固定資産 

 

 

 

同左 

 

有形固定資産 

 

 

 

同左 

無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェ

ア 

見込販売数量に基づく償

却額と、残存見込販売有効

期間に基づく均等償却額と

の、いずれか大きい金額を

計上しております。 

なお、当初における見込

 販売有効期間は、３年とし

 ております。 

 

自社利用ソフトウェア 

  社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

無形固定資産 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

無形固定資産 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

２．固定資産の減価償却の

  方法 

長期前払費用 

定額法 

長期前払費用 

同左 

長期前払費用 

同左 
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項目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日

至 平成14年９月30日)

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日) 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい 

ては貸倒実績率により、貸倒 

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し 

ております。 

賞与引当金 

従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来 

の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。

 

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。 

 

貸倒引当金 

 

 

 

同左 

 

 

 

賞与引当金 

 

 

同左 

 

 

退職給付引当金 

 

 

同左 

 

 

貸倒引当金 

 

 

 

同左 

 

 

 

賞与引当金       

従業員に対して支給す 

る賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち 

当期の負担額を計上して 

おります。 
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 
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項目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日

至 平成14年９月30日)

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日) 

５．重要なヘッジ会計の方 

法 

(1)ヘッジ会計の方法 

全ての金利スワップにつ

いて特例処理を採用してお

ります。 

(2)ヘッジ手段と対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

借入金利 

(3)ヘッジ方針 

金利変動リスクに備え、 

相場変動を相殺するまたは、

キャッシュ・フローを固定 

する目的でヘッジ取引をお

こなっております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本と

ヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であり、かつ、 

ヘッジ開始時及びその後も

継続して相場変動またはキ

ャッシュ・フロー変動を完 

全に相殺するものと想定す

ることができるため、ヘッ 

ジの有効性の判定は省略し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

６．中間キャッシュ･フロー

計算書(キャッシュ･フ

ロー計算書)における資

金の範囲 

手許現金、要求払預金及 

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ 

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっ

ております。 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 
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項目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15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 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。なお、仮払消費税 

等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の 

「その他」に含めて表示 

しております。 

(1)消費税等の会計処理 

 

 

同左 

 

 

 

(1) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によってお

ります。 

 

 

 

 

 (2)税効果会計 

当中間会計期間に係る

納付税額及び法人税等調

整額は、当期において予 

定している利益処分によ

るプログラム準備金の取

崩しを前提として、当中 

間会計期間に係る金額を

計算しております。 

 

(2)税効果会計 

当中間会計期間に係る

納付税額及び法人税等調

整額は、当期において予 

定している利益処分によ

るプログラム準備金の積

立て及び取崩しを前提と

して、当中間会計期間に 

係る金額を計算しており

ます。 

(2)税効果会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)プログラム準備金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)プログラム準備金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)プログラム準備金 

プログラムの開発に要

する費用の支出に備える

ため、租税特別措置法の 

規定による積立金を利益

処分により計上しており

ます。 

なお、当該積立金は同法 

の規定に基づき取崩すこ

ととしております。 

 

 (4)自己株式及び法定準備金

の取崩等に関する会計基準

 

(4)自己株式及び法定準備金

の取崩等に関する会計基準

 

(4)自己株式及び法定準備金

の取崩等に関する会計基準

｢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）が平成14年4月1 

日以後に適用されること

になったことに伴い､当 

事業年度から同会計基準

によっております。これ 

による当事業年度の損益

に与える影響はありませ

ん。なお､財務諸表等規 

則の改正により､当事業 

年度における貸借対照表

の資本の部については、 

改正後の財務諸表等規則

により作成しております。
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項目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日) 

 (5)1株当たり情報 (5)1株当たり情報 (5)1株当たり情報 

  ｢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)が平成14年4月1日

 以後開始する事業年度に

係る財務諸表から適用さ

れることになったことに

伴い､当事業年度から同 

会計基準及び適用指針に

よっております。なお､ 

これによる影響について

は､ ｢1株当たり情報に 

関する注記｣に記載して 

おります。 

 

 

 

追加情報 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日) 

 

 

(中間貸借対照表) 

 中間財務諸表等規則の改正により

当中間会計期間から｢資本準備金｣は

｢資本剰余金｣の内訳と｢利益準備金｣

「任意積立金」｢中間未処分利益｣は

「利益剰余金」の内訳として表示し

てあります。 

 

 

 

 

(自己株式及び法定準備金取崩等会

計) 

 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

に与える影響は軽微であります。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。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）    

項目 当中間会計期末 
（平成15年9月30日現在） 

前中間会計期末 
（平成14年9月30日現在） 

前事業年度末 
（平成15年3月31日現在） 

※１．有形固定資産減価償却累計額 414,519千円 389,146千円 408,346千円 

※２．担保資産 

(ｲ)担保に供している資産  

建物    299,044千円    309,162千円    304,039千円 

土地  887,254    887,254    887,254   

     計 1,186,298   1,196,416   1,191,294   

(ﾛ)上記に対応する債務 

長期借入金 

(１年内返済予定長期借入金を含む) 
205,700千円 613,280千円 297,900千円 
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（中間損益計算書関係） 

項目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日

至 平成15年９月30日)

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日

至 平成15年３月31日)

※１．営業外収益の主要項目    

    受取利息   272千円   158千円   380千円 

    受取配当金 156   112   195   

※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 2,806千円 8,332千円 14,240千円 

社債利息     1,240       －        －   

※３．特別利益の主要項目 

    貸倒引当金戻入益 293千円 1,734千円   534千円 

    固定資産売却益 

     工具器具備品   －     8     12   

        計 －   8   12   

※４．特別損失の主要項目 

固定資産売却損 

     建    物   2,511千円   －千円   －千円 

     土    地   5,422     －     －   

        計 7,933   －   －   

固定資産除却損 

建    物  －    2,730      2,730   

     工具器具備品 1,015   278   650   

     電話加入権 －   －   1,872   

        計 1,015   3,008   5,252   

投資有価証券評価損    －      1,172     3,317   

役員退職慰労金  －   55,700   55,700   

商品評価損 －   －   2,687   

※５．減価償却実施額 

有形固定資産   15,644千円   17,852千円   35,678千円 

無形固定資産 19,098   25,297   48,813   

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

項目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日

至 平成15年９月30日)

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日

至 平成15年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高(期 

末残高)と中間貸借対照表(貸借対照表) 

に記載されている科目の金額との関係 

   

現金及び預金勘定    485,379千円    423,139千円    519,010千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △170,065   △170,054   △170,059   

現金及び現金同等物  315,313    253,084    348,950   
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（リース取引関係）    

項目 
当中間会計期間 

(自 平成15年4月１日 

至 平成15年9月30日)

前中間会計期間 

(自 平成14年4月１日 

至 平成14年9月30日)

前事業年度 

(自 平成14年4月１日 

至 平成15年3月31日)
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 

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 

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 

 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  

 

 

その他(有形固定資産) 

 取得価額相当額 

3,427千円 

 減価償却累計額相当額 

2,998 

 中間期末残高相当額 

428 

その他(有形固定資産) 

 取得価額相当額 

3,427千円 

 減価償却累計額相当額 

3,236 

 期末残高相当額 

190 

  （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

（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 

 

 

2.未経過リース料中間期末 

残高相当額 

１年内      285千円 

１年超      142 

合計       428 

2.未経過リース料期末残高 

相当額 

１年内      190千円 

１年超      － 

合計       190 

  （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 

（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 

190千円 

減価償却費相当額  

190 

3.支払リース料及び減価償却

費相当額 

支払リース料 

285千円 

減価償却費相当額  

285 

3.支払リース料及び減価償却

費相当額 

支払リース料 

571千円 

減価償却費相当額  

571 

 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) 
 当中間会計期間末（平成15年９月30日現在） 

 その他有価証券で時価のあるもの 
 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

（１）株式     19,754千円     18,852千円    △902千円 
（２）その他      1,000       943     △56 
    計     20,754     19,795    △958 
(注) 減損会計にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額
について減損処理を行っております。 

 
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) 
子会社株式及び関連会社株式 
その他有価証券 
   非上場株式(店頭売買株式除く) 

 900 
 

20,000 

  
 前中間会計期間末（平成14年９月30日現在） 

  その他有価証券で時価のあるもの 
 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

（１）株式     24,304千円     17,130千円    △ 7,174千円 
（２）その他      1,000       942      △ 58 
    計     25,304     18,072    △ 7,232 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間会計期間において減損処理を行い、

投資有価証券評価損1,172千円を計上しております。 
 

時価の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(店頭売買株式除く) 

 
20,000 

 

  
 

前事業年度末（平成15年３月31日現在） 
 有価証券 
  その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 貸借対照表計上額 差額 
（１）株式     19,689千円     16,636千円    △ 3,052千円 
（２）その他      1,000       944      △ 55 
    計     20,689     17,580    △ 3,108 
(注) 当事業年度において、有価証券について3,317千円(その他有価証券で時価のある株式3,317千円)減損処理

を行っております。なお、減損会計にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落
した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考
慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 
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(店頭売買株式除く) 

 
20,000 

 

 
（デリバティブ取引関係） 
当中間会計期間（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日） 
当社が行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため記載の対象から除いておりま
す。 

 
前中間会計期間（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日） 
当社が行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため記載の対象から除いておりま
す。 

 
前事業年度（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） 
当社が行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため記載の対象から除いておりま
す。 
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（１株当たり情報） 

当中間会計期間 

(自 平成15年4月１日 

至 平成15年9月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年4月１日 

至 平成14年9月30日) 

前事業年度 

(自 平成14年4月１日 

至 平成15年3月31日) 

1. 1株当たり純資産額 

        404円39銭 

2. 1株当たり中間純損失 

           10円56銭 

1. 1株当たり純資産額 

        411円02銭

2. 1株当たり中間純損失 

           8円68銭

1. 1株当たり純資産額 

        417円63銭

2. 1株当たり当期純損失 

           2円05銭

 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、新株

予約権付社債等潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 

 

      同左 

 なお、潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額については、1株当

たり純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 (追加情報) 

 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。なお、

これによる影響はありません。 

 

当事業年度から｢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。なお、これ

による前事業年度への影響はあり

ません 

 

(注) 1株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は、以下の通りです。 

 

 

 

当中間会計期間 

(自 平成15年4月１日

至 平成15年9月30日)

前中間会計期間 

(自 平成14年4月１日

至 平成14年9月30日)

前事業年度 

(自 平成14年4月１日

至 平成15年3月31日)

中間(当期)純損失 42,226千円 34,724千円 8,213千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円 －千円 

普通株式に係る中間(当期)純損失 42,226千円 34,724千円 8,213千円 

期中平均株式数 3,999,600株 3,999,600株 3,999,600株 
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日) 

  平成15年10月10日開催の当社取 

締役会の決議による第三者割当増 

資を以下のように完了しました。 

(1) 増資の方法 

第三者割当増資 

(2) 発行する株式の種類 

普通株式 

(3) 発行株式数 

700,000株 

(4) 発行価格 

1株につき金141円 

(5) 発行価格の総額 

98,700,000円 

(6) 資本組入額 

49,350,000円 

(7) 申込期間 

(自)平成15年10月28日(火) 

(至)平成15年10月29日(水) 

(8) 払込期日 

平成15年10月29日(水) 

(9) 増資の効力発生日 

平成15年10月30日 

(10)新株の配当起算日 

平成15年10月1日 

(11)資金の使途 

新株式発行価額の総額98百万円 

から発行諸費用1百万円を差し引 

いた残額について､次期ソフトウ 

ェア製品開発に係る調査研究費と 

して85百万円､基幹業務システム 

更新に係るシステム運用環境整備 

に10百万円を充当する予定であり 

ます。 

平成14年12月16日開催の取締役会

の決議に基づき、第1回無担保社債 

(私募債)を発行する予定です。 

その概要は次のとおりであります。

(1) 発行総額 3億円 

(2) 発行価額 額面100円につき金 

       100円  

(3) 利率  年0.46％ 

(4) 発行予定日 平成14年12月27日 

(5) 償還期限  平成20年12月27日 

(6) 資金使途  事業資金 

該当事項はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績  

 

 

品目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 前年同期比 

 千円 ％ 

測量ソフト 440,342         79.2  

土木ソフト 105,251         109.4  

合計 545,594         83.6  
(注) １．金額は販売価額によります。 

２．消費税等は含まれておりません。 
 

(2）商品仕入実績   

 

品目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 前年同期比 

 千円 ％ 

ハードウェア   

コンピュータ一式 39,657   81.2  

製図機 26,856   94.9  

その他 16,132   38.4  

ソフトウェア 

土木ソフト                     96   15.4  

その他                    2,737   32.1  

合計                    85,479   66.6  
(注) １．各項目のその他には、以下のものが含まれております。 

(1)ハードウェア……ディスクユニット・サプライ品（ケーブル・プリンタリボン） 
(2)ソフトウェア……ＯＳ・汎用アプリケーション（ワープロ・表計算） 

２．金額は仕入価額によります。 
３．消費税等は含まれておりません。 

 

(3）販売実績 

主要品目別売上高は、次のとおりであります。 

 
品目 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日)
前年同期比 

 千円 ％ 

製品 

測量ソフト 440,342   79.2  

土木ソフト 105,251   109.4  

製品計 545,594   83.6  

商品（ハードウェア） 

コンピュータ一式 46,334   84.1  

製図機 32,057   91.5  

その他 22,914   95.8  

商品（ソフトウェア） 

土木ソフト 101   14.8  

その他 2,423   90.3  

商品計 103,830   88.4  

その他 133,350   94.4  

合計 782,775   85.9  
(注) １．各項目のその他には、以下のものが含まれております。 

(1)商品・ハードウェア……ディスクユニット・サプライ品（ケーブル・プリンタリボン） 
(2)商品・ソフトウェア……ＯＳ・汎用アプリケーション（ワープロ・表計算） 
(3)その他……………………修理・図化処理・インストール料・搬入設置料・賃貸料など 

２．消費税等は含まれておりません。 
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