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平成１８年２月期  決算短信（非連結） 
平成１８年４月１４日 

会 社 名 株式会社 ニューテック               上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ６７３４                      本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.newtech.co.jp ）  

代表者        役職名 代表取締役社長 

           氏 名 笠原 康人 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理本部長 

           氏 名 石井 泰和          ＴＥＬ（０３）５７７７－０８８８ 

決算取締役会開催日  平成 18 年 4月 14 日            中間配当制度の有無  有  

定時株主総会開催日  平成 18 年 5月 29 日            単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 

米国会計基準採用の有無 無 

１．18 年 2月期の業績（平成 17 年 3月 1日～平成 18 年 2月 28 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 

 
18 年 2 月期 

17 年 2 月期 

百万円   ％

2,482    （△ 1.8） 

2,528    （△ 6.4） 

百万円   ％

76   （ 361.0） 

16   （△55.5） 

百万円   ％

65  （ 576.8）  

9  （△47.8）  

 

 
当 期 純 利 益 

1 株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 
18 年 2 月期 

17 年 2 月期 

百万円   ％

   34     （   － ）

3     （△67.6）

円 銭

17 08 

1 55 

円 銭

16 87 

1 53 

％ 

2.6   

0.2   

％ 

2.2  

0.4  

％

2.6 

0.4 

(注) 1．持分法投資損益 18 年 2 月期    －  百万円     17 年 2 月期     －  百万円 
2．期中平均株式数 18 年 2 月期  2,039,173 株       17 年 2 月期   2,007,819 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

(2) 配当状況 
1株当たり年間配当金 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 

（年 間） 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

18 年 2 月期 

17 年 2 月期 

円 銭 

18  00   

18  00   

円 銭

9  00  

9  00  

円 銭

9  00  

9  00  

百万円

37   

36   

％ 

105.4  

1,157.7  

％

2.7  

2.7  

 
 

(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

 

18 年 2 月期 

17 年 2 月期 

百万円 

3,017    

2,857    

百万円

1,348   

1,323   

％ 

44.7  

46.3  

円  銭

655  70 

658  50 

(注) 1．期末発行済株式数 18 年 2 月期 2,056,500 株   17 年 2 月期  2,010,000 株 
2．期末自己株式数  18 年 2 月期     －  株   17 年 2 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

 

18 年 2 月期 

17 年 2 月期 

百万円 

128    

△24    

百万円

△4   

△43   

百万円 

 64   

369    

百万円

1,638   

1,450   

 

２．19 年 2月期の業績予想（平成 18 年 3 月 1日～平成 19 年 2月 28 日） 
1 株当たり年間配当金 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 

中 間 期 

通  期 

百万円 

1,260 

3,000 

百万円

1

113

百万円

1

61

円 銭

9   00  

―――― 

円 銭 

―――― 

  9  00 

円 銭

―――― 

18  00 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）29 円 86 銭 

 

※上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づく将来予測等を前提にしております。従って、

実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があることにご留意ください。なお、本業績予

想に関しては添付資料６ページをご参照ください。
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1．企業集団の概況 
該当事項はありません。 

 
 
2．経営方針 
（1）経営の基本方針 

当社は、「使いやすさを追求したコンピュータハードウェアの提供を通じ、高度情報ネットワーク社会の急速

な発展に貢献する」を基本理念とし、サーバー等に接続するストレ－ジ（外部記憶装置）の開発、製造及び販

売を主力事業としております。 

近年のインターネットの普及やブロードバンド（高速通信）インフラの急速な発展を背景に、企業や個人が扱

うデジタルデータ量は年々増加しており、このようなデジタルデータを効率的に保存・管理する専用装置とし

てストレージの需要は今後ますます高まるものと思われます。 

このような状況のもと、当社は、分散型のサーバーシステムを構築している企業及び事業所を主要顧客とし、

機動的な製品供給体制によるコストパフォーマンスの高いストレージ関連機器や UNIX及び LINUXを始めとした

各種OSに対するスキルを生かしたサポートサービスを総合的に活用したデータ保存の効率化及びコストダウン

のためのソリューション提供を行うことを経営の基本方針としております。 

当社は、上記の基本方針に基づき、製品の開発、設計、品質管理及び販売に経営資源を集中し、製造の大部分

を外部に委託するファブレス型モデルを採用した専業メーカーとして、ユーザーニーズを的確に捉えたタイム

リーな製品供給を行うことで今後の事業拡大を図る方針であります。 

また、当社は、積極的かつタイムリーな企業情報の開示こそが証券市場における信頼獲得の要諦であると認識

しております。この基本認識に基づいて当社の IR 活動は、証券取引法その他の関連法規の遵守を踏まえ、会社

説明会の開催やインターネットを通じた当社ホームページからの情報発信等に積極的に取り組むことを基本方

針としております。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しており、安定的な経営基盤の確保と将来の事

業展開のための企業体質強化に配慮のうえ、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく研究開発活動及び設備投資

に活用していく方針であります。 

 

（3）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 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、迅速かつ積極的な企業情報の開示とともに、透明で公正な企業統治（コーポレート・ガバナンス）体

制の構築及び運用を企業経営上の最重要課題であると認識しております。 

このような認識のもと、当社は監査役制度採用会社として経営監視システムの構築及び社内管理体制の整備に

努めております。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

① 社外取締役、社外監査役の選任の状況 

当社は、経営全般に関する幅広い助言を得るため、社外取締役を１名選任しております。また、監査
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役につきましては監査機能の充実強化及び監査の透明性の確保を図るため、監査役総数の過半数に当た

る２名を社外監査役に選任しております。なお、社外取締役及び監査役の事務局及び専従スタッフは配

置しておりませんが、必要に応じて管理本部が適宜関係部署の協力を得て対応しております。 

② コーポレート・ガバナンス体制について 

Ａ．業務執行体制 

当社の取締役会は、原則として月１回以上開催され定款並びに取締役会規程に定められた重要事

項の決定及び経営計画の進捗状況の報告などを行っております。当社の取締役会は、当社の業務執

行を担う営業・技術・生産・管理の各本部長 4 名を含む 6 名で構成されており、経営上の意思決定

及び業務執行の迅速化に注力しております。また、重要事項の決定に当たっては、毎週開催される

経営会議において幹部社員とともに十分な議論を尽くすことで意思決定プロセスの透明性の確保及

び経営方針の周知徹底に努めております。 

Ｂ．監査役監査  

当社は商法上の中会社ではありますが、大会社に準じた監査体制（常勤監査役１名と社外監査役

２名）を構築して監査機能の維持強化に取り組んでおります。各監査役は、相互で協議し作成した

監査計画に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、重要文書の閲覧、ヒアリング及び実地調

査等の方法により取締役の業務執行の適法性監査及び会計監査を行っております。また、監査の実

施にあたっては、監査法人及び内部監査担当部門との連係に留意するとともに、三者間の情報共有

化による効率的な監査の遂行に努めております。 

Ｃ．弁護士等その他第三者の状況 

当社は、企業経営及び日常業務に関するコンプライアンス遵守並びにリーガル・リスクの回避を

図るため、ひびき綜合法律事務所と顧問契約を締結して適宜アドバイスを受ける体制を構築してお

ります。また、当社はあずさ監査法人と証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査契約を締結し

ております。 

③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役金本寛中氏は、株式会社カナモトの代表取締役社長であり、当社と同社との間には定常的

な営業取引及び不動産賃借取引があります。いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、

社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 

④ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における状況 

当事業年度は、平成 17 年 4 月 1日付をもって生産本部を新設し 4本部（営業・技術・生産・管理）体

制とするとともに、平成 17 年 5月開催の当社定時株主総会において取締役 3名を増員するなど経営陣の

強化及び経営の効率化に取り組みました。 

 

（4）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

今後のわが国経済は、原材料価格の高止まり等の懸念材料を抱えながらも、当面は景気回復基調が一層鮮明に

なるものと思われます。こうした経済環境の下、国内 IT関連投資は、サーバー市場を中心に民間企業の投資マ

インドが拡大するものと思われます。また、ストレージ市場におきましては、デジタルデータの増加に加えて

サーバー市場の活性化が追い風となり、好調な製造業を中心としたユーザーのストレージ投資拡大に弾みがつ

くことが期待されますが、一方でユーザーのコストパフォーマンス重視の姿勢強化や競争の激化など当社を取

り巻く経営環境は一層の厳しさを増すものと思われます。 

このような環境のもと、当社が今後取り組むべき課題は次のとおりであると認識しております。 

① 営業活動の強化 
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・ 代理店営業の強化 

当社は、システムインテグレターおよび情報機器ベンダー経由による間接売上が総売上高の約 80％を占

めております。今後は、取引高上位の代理店 50 社との連携を特に強化して既存ユーザー以外の新規のユー

ザー向けチャネルの開拓及び大型案件の受注獲得を推進する方針であります。 

 

・ 新たなストレージソリューションの提案強化 

当社は、ユーザーニーズに的確に対応したコストパフォーマンスの高い製品及びサービスの提供に注力し

てまいりました。当社はバックアップツールを組み合わせたストレージシステムの販売に注力するととも

に、コストパフォーマンスの高い大容量ストレージのニーズが強いレプリケーションシステムの拡販にも

取り組む方針であります。 

 

・ サポート体制の充実 

ユーザーサイドにおけるストレージ機器のシステム管理ニーズは年々高まりを見せており、当社において

も有償サポート契約収入は安定収益事業となってまいりました。当社は今後もサービス売上の拡大及び収

益性の向上を目指しており、具体的施策としてはサポート体制の質的拡充及びコストダウンを図るためサ

ポート専門会社との提携を推進する方針であります。 

 

② 独自製品の開発強化 

製品政策といたしましては、需要の高いネットワーク対応型の大容量モデルを強化することで製品単価の

アップを目指すと共に、データセキュリティや転送速度を向上させた自社開発コントローラ搭載機種のラ

インナップ拡充を図る方針であります。 

 

③ コストダウンの推進 

自社開発の RAID（Redundant Arrays of Independent Disks)コントローラーの搭載や部材仕入れ単価の

見直し等による製造原価の逓減を図ると共に、社内管理システムを活用した納期管理の徹底や在庫管理能

力の向上による総合的なコストダウンの推進に取り組みます。 

    

（5）目標とする経営指標 

当社は、今後の事業拡大及び競争力強化のためには、自己資本の充実による財務体質の改善及び強化が重要で

あると認識しており、内部留保の拡大のほか、時価発行増資等による資金調達手段の多様化に注力し、ROE（株

主資本利益率）を意識した適正な財務バランスの構築及び収益性の確保に努めてまいる方針であります。 

上記方針のもと、当社は中長期的な適正 ROE の目標水準を 20％に設定しております。 

 

（6）関連当事者との関係に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（7）親会社等に関する事項 

当社は親会社等はありません。 

 

（8）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
（1）経営成績 

①当事業年度の概況 

当事業年度におけるわが国経済は、企業業績の改善と個人消費の緩やかな増加に支えられ年度後半にかけ

景気回復の動きが一段と強まる中で推移しました。 

   

   こうした経済情勢を背景に、国内の IT 関連設備投資は民間企業を中心にハードウェア分野で需要拡大の動

きが見られました。国内サーバー市場は、低価格の PC サーバーを中心に出荷台数が前年比で大幅に増加する

と共に製品価格の下落率が鈍化し出荷金額は前年比微減にとどまりました。こうした影響を受けて、当社の

関連する国内ストレージ市場においても大型のメインフレーム対応型ストレージからコストパフォーマンス

を重視したオープンシステム対応型ストレージへの投資シフトが一段と進行する中で各社間の競争が激化し

た結果、市場規模は前年比若干の減少を記録いたしました。 

 

このような厳しい状況下で当社は、主力モデルにおいては新開発の自社 RAIDコントローラを搭載した新

製品を昨年 5月に投入しラインナップの充実を図る一方、営業面では需要の高いネットワークストレージの

拡販やバックアップツールを組み合わせたストレージシステムの販売強化及び有償サポート契約の増加に積

極的に取り組みました。また、平成 17年 4月 1日付をもって営業・生産・技術・管理の 4本部制を柱とす

る機構改革を実施し効率的な事業運営体制を構築するとともに、経費節減等のコストダウンに注力いたしま

した。 

 

その結果、当事業年度の売上高は 2,482,439 千円（前年同期比 1.8％減）となりました。このうちストレ

ージ本体を中心とした製品売上は 1,894,725 千円（同 0.5％減）にとどまりました。これは、製品単価が上

昇した大容量主力モデルの需要が堅調であった反面、前事業年度末にあった個人情報保護法施行に伴う駆け

込み需要の反動や PC 周辺機器メーカーによる低価格のネットワーク対応型ハードディスク製品との競合等

によりエントリーモデルの出荷数量が減少したことによるものであります。また、商品売上高は当初の見込

みどおりスポット取引縮小の影響で 203,670 千円（同 38.5%減）となりましたが、サービス売上高は新規・

リピート契約共に引き続き好調な需要に支えられ契約件数が大幅に増加したことにより 384,042 千円（同

31.4％増）となりました。一方、損益面につきましては、サービス売上の増加による利益率の改善及び諸経

費削減に努めた結果前事業年度と比較し大幅に改善し、経常利益は、65,673 千円（同 576.8％増）、当期純利

益は 34,838 千円（同 1,016.0%増）となりました。 

 

 

（2）財政状態 

①キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益の増加及び売上債

権の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローが前事業年度より増加したことに加え、長期借入金の

資金調達による財務活動の収入等により、前期末に比べ 188,449 千円増加の 1,638,598 千円となりました。 

当事業年度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） 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は 128,623 千円（前事業年度は 24,917 千円の支出）とな
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りました。 

これは主に、税引前当期純利益 63,682 千円、減価償却費 60,125 千円、売上債権の減少 86,405 千円等の収

入に対し、たな卸資産の増加 100,363 千円等の支出があったこと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） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は 4,426 千円（前年同期比 89.7％減）となりました。 

これは主に設備投資による有形固定資産の取得 9,534 千円及び社内システム開発による無形固定資産の取

得 4,540 千円等の支出に対し、出資金の解約による収入 9,900 千円があったこと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） 

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は 64,252 千円（前年同期比 82.6％減）となりました。 

これは主に長期借入金調達による純収入額82,614千円及びストックオプション行使に係る株式の発行によ

る収入 18,149 千円に対し、配当金の支払額 36,511 千円があったことによるものであります。 

 

キャッシュ・フローに関する各指標は次のとおりであります。 

決算期 平成 16 年 2月期 平成 17 年 2月期 平成 18 年 2月期 

自己資本比率（％） 55.2 46.3 44.7

時価ベースの自己資本比率（％） 42.7 52.4 69.4

債務償還年数（年） 9.7 － 9.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.9 － 7.8

（注）１．各指標の算出式は次のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．各指標は財務数値に基づき算出しております。 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

４．有利子負債は、貸借対照表に記載されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

５．平成 17年２月期の債務償還年数（年）及びインタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）は、営業活

動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 
（3）次期の見通し 

今後のわが国経済は、国内ストレージ市場は、「個人情報保護法」の施行及び国内の IT 関連投資の増加を背

景に需要は引き続き堅調に推移するものの、一方で単価下落も進行するものと予想されます。 

当社といたしましては、主要代理店との連携強化に引続き注力するとともに、ユーザー用途に適応した独自製

品の開発及びサポート体制の強化等ユーザーニーズに的確に対応した営業展開による売上高の拡大及び製造経

費を中心としたコストダウンに取り組む方針であります。 

以上を踏まえ、次期の業績の見通しにつきましては、売上高 3,000 百万円（前期比 20.8％増）、経常利益 

113 百万円（同 72.5％増）、当期純利益は 61 百万円（同 76.3％増）を見込んでおります。 
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４．財務諸表等 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 
  第23期 

（平成17年２月28日） 
第24期 

（平成18年２月28日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,450,148 1,638,598  188,449

２．受取手形  72,111 82,864  10,752

３．売掛金  737,811 640,652  △97,158

４．商品  20,897 19,331  △1,565

５．製品  29,572 44,217  14,644

６．原材料  177,297 221,136  43,839

７．仕掛品  74,778 109,152  34,374

８．前渡金  5,504 1,219  △4,285

９．前払費用  7,007 6,108  △899

10．繰延税金資産  6,932 12,491  5,559

貸倒引当金  △141 △141  ―

流動資産合計  2,581,920 90.4 2,775,630 92.0 193,709

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  105,296 105,296   

減価償却累計額  49,924 55,371 52,416 52,879  △2,491

(2) 工具器具備品  165,174 142,864   

減価償却累計額  110,605 54,568 105,210 37,654  △16,914

有形固定資産合計  109,940 3.8 90,533 3.0 △19,406

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  82,578 63,014  △19,564

(2) 電話加入権  858 858  

無形固定資産合計  83,437 2.9 63,872 2.1 △19,564

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  62,901 77,213  14,311

(2) 出資金  10,000 100  △9,900

(3) 長期前払費用  2,540 3,476  936

(4) その他  6,445 6,778  332

投資その他の資産合計  81,887 2.9 87,568 2.9 5,680

固定資産合計  275,264 9.6 241,974 8.0 △33,290

資産合計  2,857,185 100.0 3,017,605 100.0 160,419
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  第23期 
（平成17年２月28日） 

第24期 
（平成18年２月28日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  336,087 336,152  65

２．一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 497,412 543,028  45,616

３．未払金  36,045 36,014  △30

４．未払法人税等  1,499 34,938  33,439

５．未払消費税等  406 11,272  10,865

６. 前受金  557 34  △522

７．預り金  3,776 4,310  534

８．製品保証引当金  9,938 14,650  4,712

９．その他  1,665 1,104  △560

流動負債合計  887,386 31.1 981,505 32.5 94,119

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  640,594 677,592  36,998

２．繰延税金負債  5,627 10,052  4,425

固定負債合計  646,221 22.6 687,644 22.8 41,423

負債合計  1,533,608 53.7 1,669,150 55.3 135,542

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ＊1 482,290 16.9 491,440 16.3 9,150

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  594,340 603,490   

資本剰余金合計  594,340 20.8 603,490 20.0 9,150

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  18,562 18,562   

２．任意積立金    

(1）別途積立金  170,000 170,000   

３．当期未処分利益  49,651 47,891   

利益剰余金合計  238,213 8.3 236,454 7.8 △1,759

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

＊2 8,733 0.3 17,070 0.6 8,336

資本合計  1,323,577 46.3 1,348,454 44.7 24,877

負債・資本合計  2,857,185 100.0 3,017,605 100.0 160,419
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②【損益計算書】 

  第23期 
（自 平成16年３月１日 
  至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

    

Ⅰ 売上高    

１．製品売上高  1,905,139 1,894,725   

２．商品売上高  331,316 203,670   

３．サービス売上高  292,308 2,528,764 100.0 384,042 2,482,439 100.0 △46,325

Ⅱ 売上原価    

１．製品売上原価    

(1）期首製品たな卸高  10,574 29,572   

(2）当期製品製造原価  1,480,849 1,521,682   

(3) 他勘定振替高 ＊1 － 3,816   

(4）期末製品たな卸高  29,572 44,217   

製品売上原価  1,461,851 1,503,221   

２．商品売上原価    

(1）期首商品たな卸高  1,968 20,897   

(2）当期商品仕入高  322,271 174,370   

(3) 他勘定振替高 ＊1 10,559 7,963   

(4）期末商品たな卸高  20,897 19,331   

商品売上原価  292,783 167,972   

３．サービス売上原価    

(1)サービス売上原価  61,716 1,816,351 71.8 75,788 1,746,982 70.4 △69,368

売上総利益  712,413 28.2 735,456 29.6 23,043

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊2,3 695,821 27.5 658,965 26.5 △36,855

営業利益  16,592 0.7 76,491 3.1 59,899

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  14 16   

２．受取配当金  2,247 2,158   

３．為替差益  2,561 1,634   

４．協賛金収入  2,490 1,800   

５．その他  170 7,484 0.3 956 6,565 0.2 △918

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  13,251 16,551   

２．支払保証料  71 29   

３．支払手数料  509 －   

４．その他  540 14,373 0.6 802 17,383 0.7 3,010

経常利益  9,703 0.4 65,673 2.6 55,970
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第23期 

（自 平成16年３月１日 
  至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  654 654 0.0 － － － －

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ＊4 － － － 1,990 1,990 0.1 1,990

税引前当期純利益  10,357 0.4 63,682 2.5 53,325

法人税、住民税及び事
業税 

 8,500 35,700   

法人税等調整額  △1,264 7,235 0.3 △6,856 28,843 1.1 21,608

当期純利益  3,121 0.1 34,838 1.4 31,717

前期繰越利益  64,583 31,561  △33,022

中間配当金  18,054 18,508  454

当期未処分利益  49,651 47,891  △1,759
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製造原価明細書 

  
第23期 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費  1,255,627 82.1 1,295,404 83.0

Ⅱ 労務費  119,601 7.8 111,315 7.1

Ⅲ 経費 ＊1 154,752 10.1 153,928 9.9

当期総製造費用  1,529,981 100.0 1,560,648 100.0

期首仕掛品たな卸高  28,629 74,778 

合計  1,558,611 1,635,427 

期末仕掛品たな卸高  74,778 109,152 

他勘定振替高 ＊2 2,983 4,592 

当期製品製造原価  1,480,849 ― 1,521,682 ―
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（脚注） 
第23期 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

原価計算の方法は個別原価計算による実際原価計

算であります。なお、当社は製品原価の算定にあた

り予定原価を使用しておりますが、当期は比較的多

額の原価差額が発生したため、これを売上原価と期

末たな卸資産に配賦調整しております。 

  その配賦先及び配賦額は次のとおりであります。

配賦先 配賦額 

期末仕掛品たな卸高 3,626千円 

期末製品たな卸高 2,007 

製品売上原価 127,822 

 

 

原価計算の方法は個別原価計算による実際原価計

算であります。なお、当社は製品原価の算定にあた

り予定原価を使用しておりますが、当期は比較的多

額の原価差額が発生したため、これを売上原価と期

末たな卸資産に配賦調整しております。 

  その配賦先及び配賦額は次のとおりであります。

配賦先 配賦額 

期末仕掛品たな卸高 4,152千円 

期末製品たな卸高 2,365 

製品売上原価 99,941 

 

 

＊１．経費の内訳は次のとおりであります。 
外注加工費 27,660千円 

ライセンス料 24,000 

減価償却費 23,282 

消耗品費 17,632 

地代家賃 12,444 

その他 49,733 

計 154,752 

  従来、経費の「その他減価償却費等」に含めて表

示しておりました「減価償却費」、「消耗品費」及び

「ライセンス料」は、経費の内容をより明瞭に表示

するため、当事業年度より区分表示しております。

  なお、前事業年度の「その他減価償却費等」に含

まれている「減価償却費」は 29,900 千円、「消耗品

費」は 18,055 千円、「ライセンス料」は 17,000 千円

であります。 

＊１．経費の内訳は次のとおりであります。 
外注加工費 14,878千円 

ライセンス料 26,000 

減価償却費 30,973 

消耗品費 22,702 

地代家賃 12,444 

その他 46,929 

計 153,928  

＊２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 395千円 

その他 2,588 

計 2,983 

 

＊２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 1,069千円 

工具器具備品 2,187 

その他 1,335 

計 4,592 
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サービス売上原価明細書 

  
第23期 

（自 平成16年3月1日 
至 平成17年2月28日） 

第24期 
（自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費  － － 17,389 23.0

Ⅱ 労務費  25,446 41.2 35,500 46.8

Ⅲ 外注サービス費  36,270 58.8 22,898 30.2

サービス売上原価  61,716 100.0 75,788 100.0
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第23期 

（自 平成16年３月１日
  至 平成17年２月28日）

第24期 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
比較増減 
(△印は減)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  10,357 63,682  

減価償却費  59,432 60,125  

貸倒引当金の増加額（減少△）  △654 ―  

受取利息及び受取配当金  △2,261 △2,174  

支払利息  13,251 16,551  

支払保証料  71 29  

製品保証引当金の増加額(減少△)  1,395 4,712  

固定資産除売却損  53 1,990  

支払手数料  509 ―  

その他営業外収益  △5,222 △4,391  

その他営業外費用  540 832  

売上債権の減少額(増加△)  25,685 86,405  

たな卸資産の減少額（増加△）  △134,629 △100,363  

仕入債務の増加額(減少△)  48,691 65  

未払消費税等の増加額(減少△)  △2,227 10,865  

その他資産の減少額(増加△)  △4,823 3,750  

その他負債の増加額(減少△)  △17,351 5,098  

小計  △7,182 147,181 154,363 

利息及び配当金の受取額  2,261 2,174  

利息の支払額  △13,689 △16,415  

手数料の支払額  △509 ―  

その他営業外収益の受取額  5,222 3,743  

その他営業外費用の支払額  △540 △682  

法人税等の支払額  △10,479 △7,377  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △24,917 128,623 153,541 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △247 △252  

有形固定資産の取得による支出  △29,357 △9,534  

有形固定資産の売却による収入  378 ―  

無形固定資産の取得による支出  △14,054 △4,540  

出資金の解約による収入  ― 9,900  

その他  120 ―  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △43,160 △4,426 38,733 
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第23期 

（自 平成16年３月１日
  至 平成17年２月28日）

第24期 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
比較増減 
(△印は減)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  100,000 ―  

短期借入金の返済による支出  △100,000 ―  

長期借入れによる収入  890,000 650,000  

長期借入金の返済による支出  △485,974 △567,386  

株式の発行による収入  1,600 18,149  

配当金の支払額  △35,649 △36,511  

財務活動によるキャッシュ・フロー  369,976 64,252 △305,724 

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）  301,898 188,449 △113,449 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,148,250 1,450,148 301,898 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,450,148 1,638,598 188,449 
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④【利益処分案】 

  第23期 
（自 平成16年３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  49,651  47,891

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金  18,090 18,090 18,508 18,508

Ⅲ 次期繰越利益  31,561  29,383
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重要な会計方針 

項目 
第23期 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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）を採用しております。 

 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品・原材料・仕掛品 

移動平均法による低価法を採用してお

ります。 

 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（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     50年 

 工具器具備品 ２年～８年 

(2)無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

(3)長期前払費用 

定額法を採用しております。 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

        同左 

 

 

(3)長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 

同左 

 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

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。 

(2)製品保証引当金 

製品の保証期間中の費用の支出に備

えるため、過年度の実績を基礎に将来の

保証見込額を加味して計上しておりま

す。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2)製品保証引当金 

同左 
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項目 
第23期 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

６．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 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

 

 

(1)消費税等の会計処理 

        同左 
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 表示方法の変更 
第23期 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（損益計算書） 

 従来、「その他売上高」に含めて表示しておりま

した保守・インストールサービス等に係る売上高に

ついては、売上高総額に占める重要性が高まったこ

とからその事業内容をより明瞭に表示するため、当

期より「サービス売上高」として表示しております。

なお、前事業年度の「その他売上高」159,482 千円

は全額保守・インストールサービス等に係る売上高

であります。 

また、この変更に伴い従来の売上原価区分を変更

し、「その他売上原価」については、当期より「サ

ービス売上原価」として表示しております。なお、

前事業年度の「その他売上原価」66,295 千円は全

額保守・インストールサービス等に係る売上原価で

あります。 

――― 

 

 
 
 追加情報 

第23期 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

――― 

 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 15 年法

律第９号）が平成 15 年３月 31 日に公布され、平成

16 年４月１日以降に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から、

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」（平成 16 年２

月 13 日企業会計基準委員会実務対応報告第 12 号）に

従い法人事業税の付加価値割及び資本割については

販売費及び一般管理費に計上しております。この結

果、販売費及び一般管理費が 5,117 千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が 5,117 千円減

少しております。 
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 注記事項 

（貸借対照表関係） 

第23期 
（平成17年２月28日） 

第24期 
（平成18年２月28日） 

＊１．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 6,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 2,010,000株 

＊１．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 6,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 2,056,500株 

＊２．配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産が8,733千円増加し

ております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規定に

より、配当に充当することが制限されております。 

 

＊２．配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産が17,070千円増加

しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規定に

より、配当に充当することが制限されております。 

 

 ３．受取手形裏書譲渡高 

                24,811千円 

 

 ３．受取手形裏書譲渡高 

                        24,012千円 
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（損益計算書関係） 

第23期 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

＊１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 

 
 

研究開発費 5,152千円

工具器具備品 3,455 

その他 1,951 

合計 10,559 

＊１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 ① 製品 

 ② 商品 

 
 

研究開発費 792千円

工具器具備品 1,361 

その他 1,662 

合計 3,816 

研究開発費 164千円

工具器具備品 6,731 

その他 1,066 

合計 7,963 

＊２．販売費に属する費用のおおよその割合は25％、一

   般管理費に属する費用のおおよその割合は75％で

   あります。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 

給料手当 237,834千円

広告宣伝費 58,587 

研究開発費 156,801 

地代家賃 36,979 

減価償却費 29,907 

貸倒損失 417 

＊２．販売費に属する費用のおおよその割合は31％、一

   般管理費に属する費用のおおよその割合は69％で

   あります。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 

給料手当 267,545千円

広告宣伝費 65,917 

研究開発費 102,983 

地代家賃 36,454 

減価償却費 22,911 

  

＊３．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は156,801千円 

であります。 

 

 

＊３．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は102,983千円 

であります。 

 

 

＊４．           ――― 

 
 

 

＊４．固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。

 
 

 工具器具備品 1,990千円

 
 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第23期 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成17年２月28日現在） 

現金及び預金勘定 1,450,148千円 

現金及び現金同等物 1,450,148 
 

（平成18年２月28日現在） 

現金及び預金勘定 1,638,598千円 千

現金及び現金同等物 1,638,598 
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（リース取引関係） 

第23期 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(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 

(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） 

期末残高相
当額 
（千円）

車両運搬具 12,684 5,073 7,610

合計 12,684 5,073 7,610

  

 

 
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）

車両運搬具 12,684 7,610 5,073

合計 12,684 7,610 5,073

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 2,536千円

１年超 5,556 

合計 8,093 
  

 
１年内 2,697千円

１年超 2,858 

合計 5,556 
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 

支払リース料 5,072千円

減価償却費相当額 4,508 

支払利息相当額 595 
  

 
支払リース料 2,946千円

減価償却費相当額 2,536 

支払利息相当額 409 
  

(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 

 

(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

ては級数法によっております。 

 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

その他有価証券で時価のあるもの 
第23期（平成17年２月28日） 第24期（平成18年２月28日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

(1)株式 48,174 62,901 14,727 48,426 77,213 28,786

(2）債券   

① 国債・地方
債等 

― ― ― ― ― ―

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

合計 48,174 62,901 14,727 48,426 77,213 28,786
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（デリバティブ取引関係） 

第 23 期（自平成 16 年３月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

第 24 期（自平成 17 年３月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

退職金規程に基づき確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度及び厚生年金基金制度とし

て「関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金（総合設立型）」（旧「東京都小型コンピュータソフトウェ

ア産業厚生年金基金（総合設立型）」）に加入しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

第 23 期 
（平成 17 年２月 28 日） 

第 24 期 
（平成 18 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 同左 

（注）厚生年金基金の年金資産残高のうち、加入人員比に基づく当社の平成 17 年２月 28 日現在における年金資

産残高は 78,778 千円、平成 18 年２月 28 日現在における年金資産残高は 106,534 千円であります。 

 

３．退職給付費用の内訳 

第23期 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

勤務費用 19,460 千円 

退職給付費用 19,460 
 

 

勤務費用 22,928 千円 

退職給付費用 22,928 
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（税効果会計関係） 

第23期 
（平成17年２月28日） 

第24期 
（平成18年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
 
（繰延税金資産） 

製品保証引当金繰入額否認 4,044千円

未払事業税 7 

たな卸資産評価損否認額 2,880 

その他償却超過額 366 

  繰延税金資産合計 7,298 

  

  

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額 5,994千円

繰延税金負債合計 5,994 

繰延税金資産の純額 1,304 
  

 
（繰延税金資産） 

製品保証引当金繰入額否認 5,962千円

未払事業税 4,361 

たな卸資産評価損否認額 2,167 

減価償却超過額 1,296 

その他償却超過額 366 

  繰延税金資産合計 14,154 

  

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額 11,716千円

繰延税金負債合計 11,716 

繰延税金資産の純額 2,438 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 41.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 14.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.9 

住民税等均等割 18.3 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 69.9 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6 

住民税等均等割 3.0 

修正申告による税額 1.9 

その他 △1.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3 
 

  

 
（持分法損益等） 

第 23 期（自平成 16 年３月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

第 24 期（自平成 17 年３月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 
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（発行済株式の増加） 
第23期 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．第2回新株予約権の権利行使（平成16年9月15日）

  発行株式数      4,000株 

  行使価格         400円 

  資本組入額        200円 

 

１．第1回新株予約権の権利行使（平成17年7月15日）

  発行株式数      2,500株 

  行使価格        280円 

  資本組入額       140円 

２. 第2回新株予約権の権利行使（平成17年7月15日）

  発行株式数      44,000株 

  行使価格        400円 

  資本組入額       200円 

 

 

（関連当事者との取引） 

第 23 期（自平成 16 年３月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

第 24 期（自平成 17 年３月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

項目 
第23期 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１株当たり純資産額 658.50円 655.70円 

１株当たり当期純利益 1.55円 17.08円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益 

1.53円 16.87円 

（注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
第23期 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第24期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 3,121 34,838 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,121 34,838 

期中平均株式数（株） 2,007,819 2,039,173 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） 35,371 26,568 

うち新株予約権（旧商法第280条ノ19の

規定に基づくもの） 
（35,371） (26,568) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

― ― 

 

 

（重要な後発事象） 

第23期 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 該当事項はありません。 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 

 当社の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

第24期 
（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

品目別 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ストレージ本体 1,651,305 98.3 

周辺機器 303,681 96.4 

合計 1,954,986 98.0 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）商品仕入実績 

 当社の商品仕入実績は、次のとおりであります。 

品目別 金額（千円） 前年同期比（％） 

商品 174,370 54.1 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3）受注状況 

 当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

 
(4）販売実績 

 当社の販売実績を品目別に区分して示すと、次のとおりであります。 

第24期 
（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

品目別 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ストレージ本体 1,588,312 99.8 

周辺機器 306,413 97.6 

製品計 1,894,725 99.5 

商品 203,670 61.5 

サービス 384,042 131.4 

合計 2,482,439 98.2 

 （注）1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６．役員の異動 

(1) 代表者の異動 
該当事項はありません。 

 
(2) その他の役員の異動 

  該当事項はありません。 

 
 

以上 


