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平成 18年 3月期    決算短信（連結）          平成18年4月25日 

上 場 会 社 名         安川情報システム株式会社                           上 場 取 引 所   東 
コ ー ド 番 号         2354                                               本社所在都道府県 福岡県 
（ＵＲＬ  http://www.ysknet.co.jp） 
代  表  者 役職名 取締役社長    氏名 石松 健男 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長  氏名 山崎 伸行  ＴＥＬ (093) 622-6111 
決算取締役会開催日 平成18年 4月25日 
親会社等の名称 株式会社安川電機（コード番号：6506） 親会社等における当社の議決権所有比率 58.6％ 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 18年 3月期の連結業績(平成17年 3月21日～平成18年3月20日) 
(1)連結経営成績                 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 17,860 △9.4 522 △49.9 525 △49.1
17年 3月期 19,713 9.0 1,044 14.3 1,033 13.9

 
 

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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年 3月期 191 △61.1 10.25 ― 5.1 4.9 2.9
17年 3月期 491 21.5 53.49 ― 13.6 9.6 5.2

(注)①持分法投資損益     18年 3月期      ― 百万円  17年 3月期      ― 百万円 
   ②期中平均株式数(連結)  18年 3月期   17,999,904株  17年 3月期    8,999,980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 
   ⑤平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 
    なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の17年3月期の１株当たり当期純利益は26円74銭であります。 
 
(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

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18年 3月期 10,411 3,785 36.4 209.90
17年 3月期 11,238 3,766 33.5 417.34

(注)①期末発行済株式数(連結)  18年 3月期   17,999,904株  17年 3月期    8,999,952株 
   ②平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 
    なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の17年3月期の１株当たり株主資本は208円67銭であります。 
 
(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          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期 △707 △57 693 326
17年 3月期 315 △149 △157 397

 
(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)  ― 社 (除外)  ― 社 持分法 (新規)  ― 社 (除外)  ― 社 
 
２．19年 3月期の連結業績予想(平成18年 3月21日～平成19年 3月20日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 9,000 350 180
通   期 19,500 1,000 520

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 28円89銭 
 
※ 上記の予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想値に関する事項は、添付資料９ページ「次期の見通し」をご参照ください。 
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１ 企業集団の状況 

当社および当社の関係会社（当社、当社の親会社、子会社３社で構成）は、情報システムの構築・運営、

情報処理ソフトウェアの開発・販売等の情報処理サービスの提供を行っています。 

当社の親会社株式会社安川電機は、モーションコントロール（ＡＣサーボモータ・制御装置、汎用イン

バータ等）、ロボティクスオートメーション（溶接・塗装・ハンドリングロボット、半導体・液晶製造装

置用クリーン・真空ロボット等）、システムエンジニアリング（鉄鋼プラント用電機システム、上下水道

用電気計装システム等）、情報（フロッピーディスクドライブ、情報処理サービス等）の製造・販売・エ

ンジニアリング等の事業展開を行っています。当社グループ（当社および当社子会社）は、親会社株式会

社安川電機グループのセグメントでは情報部門の中の情報処理サービスに位置付けられています。 

当社グループは、システム受託開発型事業の「システムインテグレーション」「製品組込ソフト受託開

発」、当社企画商品・サービス提供型事業の「コンポーネントウェア」「サービス」の４事業を展開して

います。 

当社はシステムに用いられるソフトウェアの開発およびシステムの運用、保守に当たり、子会社株式会

社安川情報九州、武漢安珞計算機系統有限公司にその一部を委託し、これらの会社から当社に対し技術者

の派遣を受けています。 

また、当社は、昨年、製品組込ソフト受託開発を行うアソシエント・イースト株式会社を子会社化しま

した。ユビキタス・ネットワーク社会において成長・拡大が見込まれる製品組込ソフト市場において同社

との強固な連携による相乗効果を図り、事業拡大に努めてまいります。なお、アソシエント・イースト株

式会社は平成18年3月21日付けで安川情報エンベデッド株式会社に社名を変更しました。 

 

以上述べました事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。 
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２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは創業以来、製造業の「ものづくり」のエンジニアリング技術をソフトウェア開発の分野

に応用し生産性を向上させ、開発するソフトウェアの信頼性を高めてきました。こうしたことにより自ら

の収益性を向上させるだけでなく、ユーザ自身の付加価値向上にも寄与してきました。 

こうしたソフトウェア開発・生産体系を当社グループは『Engineered IT Solutions』と名づけ、当社

グループの事業運営の基本理念としています。今後はこの体系を更に進化・発展させることにより、他社

の追随を許さない高品質・高採算のソフトウェアベンダを目指していきます。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、将来にわた

り企業競争力を維持・向上させ、企業価値の最大化を目指すことにより株主の皆さまへの利益還元を図り

たいと考えています。 

このような観点から、利益配分につきましては、今後の事業拡大に向けた内部資金の確保と株主各位へ

の長期にわたる安定的な配当を念頭に、財政状況、利益水準、配当性向等を総合的に勘案して実施するこ

とを基本方針としています。 

上記の方針に基づき、当期における年間配当金は１株につき１４円、中間配当金（７円）を差し引き、

期末配当金は１株当たり７円とさせていただく予定です。 

 

(3) 投資単位の引き下げに対する考え方および方針等 

当社は、株式市場における適正な株価形成のため、株式の流動性向上を経営の重要課題のひとつとして

認識し、また、個人投資家が参加しやすい環境を整えるため、１単元の株式の数を１００株としています。 

なお、平成17年3月20日（ただし、当日およびその前日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平

成17年3月18日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の皆さまに対し、平成17年5月10日

を効力発生日とする１：２の株式分割を実施しました。 

 

(4) 目標とする経営指標 

経営の主たる指標として、ＲＯＥ（株主資本利益率）と売上高経常利益率を用いています。 

株主資本の効率的運用による投資効率の高い経営を行うことが、株主の皆さまへはもちろん、従業員を

含めたすべての利害関係者の利益にかなうものと考えています。 

また、安定配当を維持するためには、安定した収益基盤の確立が不可欠であるとの認識のもと、売上高

経常利益率１０％の確保を目標として掲げ、その達成を目指します。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社の属する情報サービス業界は、ユーザの情報関連投資が厳選され、成長性が緩やかになっています。

その一方で、ユビキタス・ネットワーク社会を迎える中でネットワークの普及や携帯電話やデジタル家電

等の通信機器の発達や情報関連投資額のコストダウン強化等により、セキュリティ関連市場や組込システ

ム市場、アウトソーシング等のサービス市場は今後も高成長が見込まれます。また、システムの高度化・

複雑化が進んでおり、ソフトウェア開発の信頼性と安全性が求められています。 

このような環境の下、当社は2003年度から2005年度までの中期経営計画の反省と今後の課題を踏まえ、

2006年度から2008年度までの新中期経営計画を策定し、それに基づき推進いたします。 

新中期経営計画では、基本に立ち返り、成長路線への回帰、利益の確保を大命題とし、「既存事業の再

編・強化」、「新規事業の創出・育成」、「スピード感のある事業展開」により成長性の拡大を図るとと

もに、「高付加価値事業構造への変革・改善」、「品質確保・改善の重視」、「生産性向上・コストダウ

ンの強化」により利益重視の経営を進めます。 

特に、事業戦略においては、従来の受託開発型事業（システムインテグレーション事業、製品組込ソフ

ト受託開発事業）および製品・サービス提供型事業（コンポーネントウェア事業、サービス事業）の骨格

を踏襲しますが、個々の事業区分の再編・強化を行います。 

また、各事業における技術シーズを融合させ市場ニーズに的確に対応したトータルソリューションビ

ジネスを展開させることにより、一段の飛躍を目指します。 
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[ビジネスシステム事業] 

移動体通信事業者向けシステムや自動車メーカー向け基幹システム等一般事業者向けのビジネスシ

ステム、北九州地域での自治体をはじめとする情報通信基盤構築、その他公共システムやFAシステム

で構成していたシステムインテグレーション事業をビジネスシステム主体の事業に再編し、安定的な

成長と収益を確実に生み出せる事業に強化します。 

[組込コンポーネント事業] 

従来の製品組込ソフト受託開発事業に加え、システムインテグレーション事業に含まれていたFAシ

ステムとコンポーネントウェア事業に含まれていた制御プラットフォーム（汎用ボード）を取り込み、

当社の特徴ある事業として高い成長性と収益性を目指します。 

[ネットコミュニケーション事業] 

インターネット・セキュリティ関連製品やコミュニケーション関連製品を中心に、ネットワークと

セキュリティ市場の拡大に対応するとともに、情報家電分野等での新製品の早期投入により拡大を狙

います。 

[サービス事業] 

システムインテグレーション事業に含まれていた北九州地域での自治体向けの情報通信基盤構築、

その他公共システムを取り込み、インターネットサービスやアウトソーシングサービスおよび医療機

関向けソリューションサービス等によりユーザとの継続的な関係を構築し、ストックビジネスとして

拡大を進め、安定成長・安定収益を確保します。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

情報サービス業界におきましては、継続する商品・サービスの低価格化や情報通信投資の厳選、市場で

の受注獲得競争の激化等厳しい経営環境が続くものと思われます。 

また、ユビキタス・ネットワーク社会を迎える中でネットワークの普及や携帯電話やデジタル家電等の

通信機器の発達により、セキュリティ関連市場や組込システム市場、アウトソーシング等のサービス市場

は今後も成長が見込まれる一方で、商品・サービスの高度化とあわせてその生産性や信頼性の確保・向上

が求められます。 

このような状況のもと、当社グループは2003年度から2005年度までの中期経営計画の反省と今後の課題

を踏まえ、高付加価値を生み出せる事業構造へと変革するとともに、新規事業の創生、新規顧客の開拓を

強化し、踊り場的状況を早期に脱却し成長路線へ回帰することを狙いとした2006年度から2008年度までの

新中期経営計画を策定し、それに基づき推進いたします。 

 

(7) 親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

（平成18年３月20日現在） 

親会社等 属性 親会社等の議決権 
所有割合(％) 

親会社等が発行する株券が 
上場されている証券取引所等 

株式会社安川電機 親会社 58.59 
東京証券取引所 市場第一部 

福岡証券取引所 

 

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その他の上場会社と親会社との関係 

[親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関  

係や人的・資本的関係] 

株式会社安川電機は当社議決権の58.59％を所有する親会社です。当社グループは、親会社等の企

業グループのセグメントでは情報部門の中の情報処理サービスに位置付けられています。 

当社グループは親会社等の企業グループの情報処理基幹システムのトータルな業務・リソース運営

を委託されているほか、親会社等の企業グループが開発する製品に組み込まれるソフトウェアの開発

も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は15.5％となっています。 

また、人的関係では次のとおり社外取締役１名および社外監査役２名が就任しています。いずれも

親会社の従業員を兼ねる者です。 
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（役員の兼務状況）                                                 （平成18年4月25日現在） 

役職 氏名 
親会社等又は 

そのグループ企業での役職
就任理由 

非常勤取締役 本松  修
親会社㈱安川電機 

経営企画室長 

 親会社との経営情報の交換等を目的

として、当社より就任を要請しており

ます。 

非常勤監査役 乙部 則重

親会社㈱安川電機 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑ改革本部 

情報化推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 親会社グループ全体の内部統制強化

を目的として当社より就任を要請して

おります。 

非常勤監査役 実松 敏文
親会社㈱安川電機 

経理部次長 

 親会社グループ全体の内部統制強化

を目的として当社より就任を要請して

おります。 

 

[親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等の企業グ

ループとの関係から受ける経営・事業活動への影響等] 

株式会社安川電機は当社議決権の58.59％を所有しており親会社の連結経営に関する方針が当社グ

ループの経営方針の決定等に影響を及ぼしうる状況にありますが、個々の事業活動を行ううえでの承

認事項等の制約はありません。 

また、親会社等の企業グループへの売上高の15.5％を占める状況にあります。 

 

[親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策] 

当社グループでは、独自の研究開発、市場調査、企画、購買、生産、販売活動を行っており、親会

社グループとの取引条件は各企業と個別協議により決定されています。また、当社は、親会社等の企

業グループからの事業活動の独立性を高めるため親会社等の企業グループ外への販路拡大に努めてい

ます。 

さらに、社外取締役についても親会社との経営情報の交換等を目的とし、その就任も当社の要請に

基づくものであることから、独自の経営判断を行える状況にあると考えております。 

 

[親会社等からの一定の独立性の確保の状況] 

当社グループは、親会社等の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開を行ってまいり

ますが、親会社等の企業グループ内で唯一情報サービス業を営み独自に事業活動を行っており、また、

親会社等の企業グループへの価格交渉力を有しております。さらに、親会社の従業員を兼ねる社外取

締役の就任状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものでもありません。 

よって、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えます。 

 

③ 親会社等との取引に関する事項 

連結財務諸表「関連当事者との取引」に関する注記に記載のとおりです。 

 

 

３ 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の拡大に伴い米国や中国向け等への輸出の増加に加

え、高水準の企業収益を背景に設備投資も増加し、雇用と賃金の改善が個人消費を下支えしているこ

と等から、景気は緩やかな拡大を続けています。 

一方、当社グループが属する情報サービス業界では、IT関連分野における在庫調整は一巡したもの

の、需要者による投資の厳選、さらには製品・サービスの低価格化も進み、市場競争は一層激化して

おります。また、情報通信技術が事業活動や国民生活等の経済社会の基盤となりつつある中、ソフト

ウェアが高度化・複雑化する一方で、そのソフトウェアを開発・製造する情報サービス業に対する生

産性や信頼性の向上が要求されています。 

このような環境の中で当社グループは、ソフトウェアとシステムづくりにおける事業運営の基本理
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念である「Engineered IT Solutions」のもと、製造業の「ものづくり」のエンジニアリング技術をソ

フトウェア開発の分野に応用し生産性を向上させ、開発するソフトウェアの信頼性を高めるとともに、

当社グループの強みである「コンポーネント」を核とした事業の改善と強化を図ることにより、経営

目標の達成に努めました。 

具体的には、市場ニーズに適合した魅力ある「コンポーネント」の提供により事業が成長軌道へ進

むように努めました。 

さらに、当社グループが蓄積してきたシステム構築やソフトウェア開発の生産技術やノウハウの活

用により、品質・生産性の向上に努めました。 

また、ユビキタス・ネットワーク社会に対応するため、ネットワーク・セキュリティ関連の新商品

や新サービスの積極的な投入、情報家電等の新規分野での事業化の促進に努めました。 

以上のような施策を講じましたが、商品・サービスの価格条件悪化に加え、自動車メーカー向け基

幹システム構築において当初想定以上の対応を要し新たな受注機会を失したこと、自治体向けの情報

通信基盤構築・運営やコンポーネントウェア事業における売上減等により、受注高は193億76百万円

（前年度比5.7％減）、売上高は178億60百万円（同9.4%減）となりました。 

利益面では、自動車メーカー向け基幹システム構築において追加費用が発生したことや高い利益率

を想定するコンポーネントウェア事業の売上高が減少したこと等により、経常利益は5億25百万円（同

49.1%減）、当期純利益も1億91百万円（同61.1%減）となりました。 

 

② 事業別の状況 

[システムインテグレーション事業] 

当事業では、当初想定以上の対応を要することとなった自動車メーカー向け基幹システム構築への

傾注により新規案件獲得機会を逸したこと、移動体通信事業者向けシステム構築や自治体向けの情報

通信基盤構築・運営等の減少の影響により、受注高は84億65百万円（前年度比16.5%減）、売上高も87

億44百万円（同12.3%減）となりました。 

[製品組込ソフト受託開発事業] 

当事業では、設備投資の回復基調を背景に、液晶装置・工作機械メーカー向けの制御用ソフトやア

プリケーションソフトの需要は堅調であり、医療機器メーカー向けの制御用ソフトとアプリケーショ

ンソフトも順調に推移しました。さらに、平成17年1月に当社子会社となったアソシエント・イースト

株式会社の受注・売上も堅調に推移し、その結果、受注高は41億81百万円（前年度比8.9%増）、売上

高も38億44百万円（同8.0%増）と、ともに前年度を上回ることができました。 

[コンポーネントウェア事業] 

当事業では、インターネットサーバ（NetSHAKERシリーズ）等のネットワーク・セキュリティ関連製

品は低調であり、ユビキタス・ネットワーク社会に対応した情報家電分野の高級オーディオ機器向け

コンポーネントも製品搭載が一巡し低調に推移しました。しかしながら、顧客の製品向け組込ボード

の需要は堅調に推移し、さらには、トータルソリューションビジネスとして新たに取り組みを始めた

外食産業分野注文システム向け新端末機器の投入により、受注高は40億25百万円（前年度比18.9％

増）と大幅に伸長しましたが、その注文端末システムの納期が次年度に及んだことにより売上高は25

億43百万円（同19.5%減）となりました。 

[サービス事業] 

当事業では、インターネットサービス分野での伸び悩み、アウトソーシングサービスにおいても主

要顧客の情報システム開発規模の減少に加え、医療機関向けソリューションサービスも需要が低調で

あったため、受注高は27億3百万円（前年度比15.2%減）、売上高も27億28百万円（同9.8%減）となり

ました。 

 

(2) 財政状態 

① 資産の状況 

当連結会計年度末の流動資産は、たな卸資産が増加した一方、現金及び預金、売掛債権の減少等によ

り、全体としては84億91百万円（前年度末比8億86百万円減）となりました。 

固定資産は、減価償却等により有形固定資産、無形固定資産が減少した一方、投資有価証券の増加等

により、全体としては19億20百万円（同59百万円増）となりました。 
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その結果、資産合計では、104億11百万円（同8億26百万円減）となりました。 

 

② 負債の状況 

当連結会計年度末の流動負債は、運転資金調達のための短期借入金が増加しましたが、買掛金、未払

金等の減少により、全体としては50億26百万円（前年度末比6億76百万円減）となりました。 

固定負債は、退職給付引当金等が増加しましたが、長期借入金の減少等により、全体として15億91百

万円（同1億43百万円減）となりました。 

その結果、負債合計では66億18百万円（同8億20百万円減）となりました。 

 

③ 資本の状況 

当連結会計年度末の資本は、利益剰余金が減少した一方、その他投資有価証券評価差額金の増加によ

り、37億85百万円（前年度末比18百万円増）となり、株主資本比率は36.4％（同2.9％増）となりまし

た。 

 

④ キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは△7億7百万円（前年度比10億22百万円

減）、投資活動によるキャッシュ・フローは△57百万円（同91百万円増）、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは6億93百万円（同8億51百万円増）、現金及び現金同等物に係る換算差額は0百万円（同0百

万円増）となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、

3億26百万円（同71百万円減）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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動に使用した資金は7億7百万円となりました。これは、売上債権の減少11億84百万円があっ

たものの、税金等調整前当期純利益が3億82百万円にとどまったことや仕入債務の減少10億57百万円、

たな卸資産の増加3億92百万円、法人税等の支払い5億50百万円があったこと等によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は57百万円となりました。これは、保険解約による収入12百万円があ

ったものの、連結子会社株式の追加取得29百万円や有形固定資産の取得25百万円、投資有価証券の取

得10百万円があったこと等によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は6億93百万円となりました。これは、配当金の支払い2億41百万円、

長期借入金の返済1億円等があったものの、運転資金調達のため短期借入金が10億40百万円増加した

ことによるものです。 

 

⑤ 財政状態の推移 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

株 主 資 本 比 率（％） 37.6 34.1 33.5 36.4 

時 価 ベ ー ス の 

株 主 資 本 比 率 （ ％ ） 
53.1 88.3 93.4 89.6 

債 務 償 還 年 数（年） 0.1 ― 2.9 ― 

イ ン タ レ ス ト ・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
172.1 ― 43.4 ― 

 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 
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（注）1 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

2 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）により算出してい

ます。なお、平成17年3月期の期末株価終値は、分割権利落後の価格であるため、分割割

合に応じて２倍し算出しています。 

3 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」を使用しています。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のう

ち利子を支払っているすべての負債を対象としています。また、利払いについては、連結

キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しています。 

4 平成16年3月期、平成18年3月期の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオ

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載していません。 

 

(3) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなも

のがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日(平成18年4月25日)現在において、当社グル

ープが判断したものです。 

 

（特定の販売先への依存度） 

当社グループの販売先のうち、富士通株式会社およびそのグループ会社への販売は、当社設立時にお

けるベーシックソフト受託開発に始まり、その後取引内容・金額が拡大し、平成18年３月期売上高の

36.7％を占める状況です。 

したがって、同社や同社グループ会社の受注動向の変化やその他の理由により、当社グループとの取

引が縮小された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（プロジェクト管理） 

システム構築やソフトウェア開発等のプロジェクト管理の重要性を認識し、当社グループでは、従業

員のプロジェクトマネジメントスキルの向上を図り、特に要求仕様確定作業の場面では顧客との要求内

容の確認を繰り返し行うとともに、スケジュールの厳守に努めています。 

しかしながら、このような対応を講じているにもかかわらず、予期し得ない事態の発生により、個別

プロジェクトの中断や遅滞、採算悪化を招き、大規模な場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

（製品・サービスの品質問題） 

当社グループは、製品・サービスの品質の重要性を認識し、設計・開発・生産・保守・運用の各場面

において社内基準に基づいた品質管理を行っています。しかしながら、当社グループの提供するソフト

ウェア製品・サービスにおいて、不具合（バグ）の発生やサービス不良等の品質上の問題が発生しない

という保証はありません。 

したがって、当社グループにおいてこのような品質上の問題が発生した場合には、手直し・回収等の

追加コストの発生や損害賠償等により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

（新製品・新サービスの開発力） 

当社グループの新製品・新サービスは、顧客の業務、販売および生産の改革支援や顧客の新製品への

搭載等先進的な分野で起用されております。今後も引き続き新製品・新サービスの売上が増加するもの

と想定しており、将来の成長は主として革新的な新製品・新サービスの開発と販売に依存すると予想し

ています。 

しかしながら、市場の技術的な進歩や需要の変化等を十分に予測しえず、魅力ある新製品・新サービ

スを開発できない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、当社グループの業績や財務状況に影響を

及ぼす可能性があります。 
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（個人情報・機密情報管理） 

当社グループでは、社内基準に従い個人情報をはじめとする顧客の重要情報を管理し、その情報の外

部漏えい防止に関して、情報資産に対するセキュリティ管理、情報管理に関する従業員への教育、外部

委託先との機密保持契約等を行い、当社グループからの情報漏えいを未然に防ぐ措置を講じています。 

このような対策にもかかわらず、当社グループから万一顧客の重要情報が漏えいしたり、不正使用さ

れたり、破壊された場合、さらにはそれに伴う損害賠償責任が発生した場合には、当社グループの業績

や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（知的財産権） 

当社グループが行うシステムやソフトウェアの開発においては、特許や著作権等の知的財産権の確保

が事業遂行上重要な事項です。 

当社グループでは、当社グループ独自の技術・ノウハウ等の保護・保全や第三者の知的財産権を侵害

しないよう十分な注意を払っていますが、世界各国の法的制度の違い等により知的財産権に関する問題

が全く起こりえないという保証はありません。 

したがって、当社グループにおいて知的財産権に関する問題が発生した場合には、当社グループの業

績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4) 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、海外経済の拡大を背景に輸出は増加し、国内経済においても高水準の

企業収益、雇用所得の改善や個人消費の堅調な推移を背景に景気は拡大を続けていくものと思われます。 

情報サービス業界におきましては、継続する商品・サービスの低価格化や情報通信投資の厳選、市場

での受注獲得競争の激化等厳しい経営環境が続くものと思われます。 

また、ユビキタス・ネットワーク社会を迎える中でネットワークの普及や携帯電話やデジタル家電等

の通信機器の発達や情報関連投資のコストダウン強化等により、セキュリティ関連市場や組込システム

市場、アウトソーシング等のサービス市場は今後も成長が見込まれる一方で、商品・サービスの高度化

とあわせてその生産性や信頼性の確保・向上が求められます。 

このような状況のもと、当社グループは2003年度から2005年度までの中期経営計画の反省と今後の課

題を踏まえ、高付加価値を生み出せる事業構造へと変革するとともに、新規事業の創生、新規顧客の開

拓を強化し、踊り場的状況を早期に脱却し成長路線へ回帰することを狙いとした2006年度から2008年度

までの新中期経営計画を策定し、それに基づき推進いたします。 

その初年度として、営業機能の効率性をあげることにより市場ニーズに適合した魅力ある商品・サー

ビスを提供し、新規顧客の獲得、新市場への拡大に努めてまいります。 

また、システム構築におけるプロジェクト管理を強化するととともに、これまで蓄積してきたシステ

ム構築やソフトウェア開発の生産技術やノウハウを整理・再構築することにより、生産性・品質の向上

を進め、コストダウンを図ります。 

さらに、リードタイムの短縮や量の拡大による回転率の向上を図り、棚卸資産の圧縮や有利子負債の

削減を行い、キャッシュ・フローの改善を行います。 

 

このような状況下、現時点での平成19年3月期の業績見通しにつきましては、以下のとおりです。 

［連結］ 売上高  １９，５００ 百万円 

  経常利益   １，０００ 百万円 

  当期純利益    ５２０ 百万円 

［単独］ 売上高  １８，６００ 百万円 

  経常利益       ９３０ 百万円 

  当期純利益    ５００ 百万円 
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４ 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 
(単位 千円未満切捨て) 

当連結会計年度 
(平成18年3月20日現在)

前連結会計年度 
(平成17年3月20日現在) 

比較増減 

 

金 額 
構成比
(％) 

金 額 
構成比 
(％) 

金 額 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 326,815 397,927  △71,111

２ 受取手形及び売掛金 4,421,734 5,603,994  △1,182,259

３ たな卸資産 3,323,756 2,931,741  392,015

４ 繰延税金資産 252,930 266,539  △13,608

５ その他 168,190 179,156  △10,965

貸倒引当金 △2,025 △1,924  △100

流動資産合計 8,491,402 81.6 9,377,434 83.4 △886,031

  

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1) 建物及び構築物 411,150 442,199  △31,048

(2) 機械装置及び運搬具 3,669 3,519  150

(3) 土地 393,076 393,076  ―

(4) その他 16,831 17,378  △546

有形固定資産合計 824,729 7.9 856,174 7.7 △31,444

２ 無形固定資産  

(1) 営業権 92,722 123,629  △30,907

(2) 連結調整勘定 6,221 6,192  28

(3) その他 24,203 21,026  3,177

無形固定資産合計 123,147 1.2 150,849 1.3 △27,701

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 225,367 92,436  132,930

(2) 繰延税金資産 506,193 516,700  △10,507

(3) その他 243,699 250,004  △6,305

貸倒引当金 △2,604 △4,929  2,324

投資その他の資産合計 972,654 9.3 854,212 7.6 118,442

固定資産合計 1,920,531 18.4 1,861,235 16.6 59,296

  

資産合計 10,411,934 100.0 11,238,669 100.0 △826,734
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(単位 千円未満切捨て) 

当連結会計年度 
(平成18年3月20日現在)

前連結会計年度 
(平成17年3月20日現在) 

比較増減 

 

金 額 
構成比
(％) 

金 額 
構成比 
(％) 

金 額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 支払手形及び買掛金 1,350,359 2,407,423  △1,057,064

２ 短期借入金 1,770,000 630,000  1,140,000

３ 未払金 666,947 1,265,501  △598,554

４ 未払費用 1,040,325 1,022,414  17,910

５ 未払法人税等 53,169 290,994  △237,824

６ 損害補償損失引当金 10,000 ―  10,000

７ その他 136,151 87,190  48,961

流動負債合計 5,026,954 48.3 5,703,525 50.8 △676,571

  

Ⅱ 固定負債  

１ 長期借入金 100,000 300,000  △200,000

２ 退職給付引当金 1,445,401 1,390,798  54,603

３ 役員退職慰労引当金 45,200 42,600  2,600

４ その他 1,289 1,934  △644

固定負債合計 1,591,891 15.3 1,735,332 15.4 △143,441

  

負債合計 6,618,845 63.6 7,438,858 66.2 △820,012

  

(少数株主持分)  

少数株主持分 7,807 0.0 33,373 0.3 △25,565

  

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 664,000 6.4 664,000 5.9 ―

Ⅱ 資本剰余金 318,000 3.0 318,000 2.8 ―

Ⅲ 利益剰余金 2,692,444 25.9 2,754,295 24.5 △61,850

Ⅳ その他有価証券評価差額金 110,883 1.1 30,188 0.3 80,694

Ⅴ 自己株式 △46 △0.0 △46 △0.0 ―

  

資本合計 3,785,281 36.4 3,766,437 33.5 18,843

  

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

10,411,934 100.0 11,238,669 100.0 △826,734
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(2) 連結損益計算書 
 (単位 千円未満切捨て) 

当連結会計年度 
(自 平成17年3月21日
至 平成18年3月20日)

前連結会計年度 
(自 平成16年3月21日
至 平成17年3月20日)

比較増減 

 

金 額 
百分比
(％) 

金 額 
百分比
(％) 

金 額 
伸び率
(％) 

Ⅰ 売上高 17,860,329 100.0 19,713,297 100.0 △1,852,967 △9.4

Ⅱ 売上原価 14,344,708 80.3 15,919,533 80.8 △1,574,825 △9.9

売上総利益 3,515,621 19.7 3,793,763 19.2 △278,142 △7.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,992,691 16.8 2,749,339 13.9 243,351 8.9

営業利益 522,929 2.9 1,044,424 5.3 △521,494 △49.9

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 2 472 △470 

２ 受取配当金 1,601 1,174 427 

３ 受取保険金 ― 1,279 △1,279 

４ 保険解約返戻金 12,380 ― 12,380 

５ 雇用助成金・奨励金 ― 555 △555 

６ 消費税等免税益 13,903 ― 13,903 

７ その他 2,397 699 1,697 

営業外収益 計 30,284 0.2 4,180 0.0 26,103 624.4

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 12,437 7,250 5,186 

２ 売掛債権売却損 10,228 8,063 2,165 

３ 株式分割費用 4,273 ― 4,273 

４ その他 478 272 206 

営業外費用 計 27,417 0.2 15,586 0.1 11,831 75.9

経常利益 525,796 2.9 1,033,018 5.2 △507,222 △49.1

Ⅵ 特別利益  

１ 投資有価証券清算益 ― 132 △132 

特別利益 計 ― ― 132 0.0 △132 ―

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却損 100 495 △394 

２ 投資有価証券評価損 12,463 ― 12,463 

３ ゴルフ会員権評価損 ― 2,400 △2,400 

４ 損害補償損失引当金 
  繰入額 

10,000 ― 10,000 

５ 退職給付会計基準 
  変更時差異償却 

121,231 121,231 ― 

特別損失 計 143,795 0.8 124,127 0.6 19,668 15.8

税金等調整前 
当期純利益 

382,001 2.1 909,024 4.6 △527,023 △58.0

法人税、住民税 
及び事業税 

218,140 1.2 506,887 2.6 △288,746 

法人税等調整額 △30,583 △0.2 △89,909 △ 0.5 59,326 

少数株主利益 2,909 0.0 291 0.0 2,618 

当期純利益 191,534 1.1 491,755 2.5 △300,220 △61.1
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(3) 連結剰余金計算書 
 (単位 千円未満切捨て) 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年3月21日 
至 平成18年3月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年3月21日 
至 平成17年3月20日) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 318,000  318,000

Ⅱ 資本剰余金期末残高 318,000  318,000

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,754,295  2,503,640

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 当期純利益 191,534 191,534 491,755 491,755

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 242,998 234,000 

２ 役員賞与 10,386 7,100 

 （うち監査役賞与） (1,200) 253,385 (500) 241,100

Ⅳ 利益剰余金期末残高 2,692,444  2,754,295
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 (単位 千円未満切捨て) 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年3月21日 
至 平成18年3月20日)

前連結会計年度 
(自 平成16年3月21日 
至 平成17年3月20日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前当期純利益 382,001 909,024 

２ 減価償却費 79,341 48,872 

３ 連結調整勘定償却額 1,379 ― 

４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △2,223 2,064 

５ 退職給付引当金の増減額(△は減少) 54,603 26,158 

６ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2,600 △9,500 

７ 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) 10,000 ― 

８ 受取利息及び受取配当金 △1,603 △1,646 

９ 支払利息 12,437 7,250 

10 株式分割費用 4,273 ― 

11 保険解約返戻金 △12,380 ― 

12 固定資産除却損 100 495 

13 投資有価証券清算益 ― △132 

14 投資有価証券評価損 12,463 ― 

15 ゴルフ会員権評価損 ― 2,400 

16 売上債権の増減額(△は増加) 1,184,584 364,619 

17 たな卸資産の増減額(△は増加) △392,015 △1,099,193 

18 仕入債務の増減額(△は減少) △1,057,064 631,914 

19 未払金の増減額(△は減少) △587,564 △294,058 

20 未払費用の増減額(△は減少) 17,910 27,307 

21 未払消費税等の増減額(△は減少) 22,311 6,556 

22 その他 122,836 △11,543 

小計 △146,009 610,590 

23 利息及び配当金の受取額 1,603 1,433 

24 利息の支払額 △12,477 △7,273 

25 法人税等の支払額 △550,159 △289,197 

営業活動によるキャッシュ・フロー △707,043 315,552 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預入による支出 △11,000 ― 

２ 定期預金の払戻による収入 11,000 ― 

３ 有形固定資産の取得による支出 △25,786 △33,127 

４ 有形固定資産の売却による収入 ― 48 

５ 無形固定資産の取得による支出 △6,680 △6,000 

６ 投資有価証券の取得による支出 △10,000 △5,000 

７ 投資有価証券の清算による収入 ― 17,088 

８ 連結子会社株式の追加取得による支出 △29,700 ― 
９ 連結範囲変更を伴う 

子会社株式の取得による支出 
― △144,286 

10 保険解約による収入 12,380 ― 

11 その他 1,938 22,111 

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,847 △149,166 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額(△は減少) 1,040,000 80,000 

２ 長期借入金の返済による支出 △100,000 △4,000 

３ 自己株式の取得による支出 ― △46 

４ 株式分割による支出 △4,273 ― 

５ 配当金の支払額 △241,789 △233,770 

６ 少数株主への配当金の支払額 △170 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー 693,767 △157,817 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △10 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △71,111 8,558 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 397,927 389,369 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 326,815 397,927 

   

 



15 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

㈱安川情報九州 

アソシエント・イースト㈱ 

 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

㈱安川情報九州 

アソシエント・イースト㈱ 

アソシエント・イースト㈱は

同社の株式を取得したことによ

り、新たに連結子会社となりま

した。 

なお、前連結会計年度まで連

結の範囲に含まれておりました

㈱安川情報プロサービスは、平

成16年９月21日付で当社に吸収

合併されましたが、同社の平成

16年３月21日から平成16年９月

20日までの期間の取引について

は連結財務諸表に含めておりま

す。 

 (2) 非連結子会社の名称等 

武漢安珞計算機系統有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しておりま

す。 

(2) 非連結子会社の名称等 

武漢安珞計算機系統有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しておりま

す。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1)  持分法適用の非連結子会社及び

持分法適用の関連会社はありませ

ん。 

(1)  持分法適用の非連結子会社及び

持分法適用の関連会社はありませ

ん。 

 (2) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な会

社の名称等 

 (イ)持分法を適用していない非連結

子会社 

  武漢安珞計算機系統有限公司 

 (ロ)持分法を適用していない関連会

社 

  なし 

(持分法を適用しない理由) 

 持分法を適用していない非連結子

会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な会

社の名称等 

 (イ)持分法を適用していない非連結

子会社 

  武漢安珞計算機系統有限公司 

 (ロ)持分法を適用していない関連会

社 

  なし 

(持分法を適用しない理由) 

 持分法を適用していない非連結子

会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

３ 連結子会社の事業

年度等に関する事

項 

連結子会社の決算日は、全て連結決算

日であります。 

連結子会社の決算日は、全て連結決算

日であります。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

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 

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より算

定しております) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(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 

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より算

定しております) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

  (イ)評価基準 … 原価法 

  (ロ)評価方法 

・商品  … 移動平均法 

・仕掛品 … 個別法 

・貯蔵品 … 最終仕入原価法 

 

 ②たな卸資産 

  (イ)評価基準 … 原価法 

  (ロ)評価方法 

・商品  … 移動平均法 

・仕掛品 … 個別法 

・貯蔵品 … 最終仕入原価法 

 

 (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 

 但し、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。 

建物及び構築物   ３～40年 

機械装置及び運搬具 ２～17年 

(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 

 但し、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。 

建物及び構築物   ３～40年 

機械装置及び運搬具 ２～17年 

  ②無形固定資産 … 定額法 

 なお、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。 

 ②無形固定資産 … 定額法 

 なお、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) 重要な引当金の計上基準 

 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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

  ②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

計上しております。 

 会計基準変更時差異については、

５年による按分額を費用計上してお

ります。 

過去勤務債務は、発生時における

従業員の平均残存勤務期間による定

額法により按分した額を費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとして

おります。 

 ②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

計上しております。 

 会計基準変更時差異については、

５年による按分額を費用計上してお

ります。 

過去勤務債務は、発生時における

従業員の平均残存勤務期間による定

額法により按分した額を費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとして

おります。 

  ③役員退職慰労引当金 

 連結財務諸表提出会社について

は、役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

 ③役員退職慰労引当金 

 連結財務諸表提出会社について

は、役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

  ④損害補償損失引当金 

 損害補償の今後の支払による損失

に備えるため、当該損失見込額を計

上しております。 

――――― 

 

 (4) 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。 

(4) 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。 

 (5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

５ 連結子会社の資産

及び負債の評価に

関する事項 

 全面時価評価法を採用しておりま

す。 

 全面時価評価法を採用しておりま

す。 

６ 連結調整勘定の償

却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、原

則として発生時以降５年間で償却する

こととしております。 

連結調整勘定の償却については、原

則として発生時以降５年間で償却する

こととしております。 

７ 利益処分項目等の

取扱いに関する事

項 

 連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。 

 連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。 

８ 連結キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 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・償

還期限の到来する短期投資からなって

おります。 

 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・償

還期限の到来する短期投資からなって

おります。 
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(表示方法の変更) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

――――― (連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において、営業外収益の「その

他」に含めていた「受取保険金」は、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度

より区分掲記することとしました。なお、前連結

会計年度の営業外収益の「その他」に含まれる

「受取保険金」は20千円であります。 

(連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において、区分掲記していた営

業外収益の「雇用助成金・奨励金」は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、当連結会

計年度より営業外収益の「その他」に含めて表示

することとしました。なお、当連結会計年度の営

業外収益の「その他」に含まれる「雇用助成金・

奨励金」は1,246千円であります。 

――――― 

 

(追加情報) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20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日以後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、当連結会計年度から「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 実務対応報告書第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39,597千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、39,597千円減少しております。 

――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

当連結会計年度 
(平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額は、667,886千円で

あります。 
  

１ 有形固定資産減価償却累計額は、624,870千円で

あります。 

２ 非連結子会社に対するものは，次のとおりであり

ます。 

固定資産 
投資その他の資産(その他)

(出資金) 
7,349千円

  

２ 非連結子会社に対するものは，次のとおりであり

ます。 

固定資産
投資その他の資産(その他) 

(出資金) 
7,349千円

  
３ 連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結し

ております。 

  当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 500,000千円
  

――――― 
  

４ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債務に対し、債務保

証を行っております。 

被保証先 保証金額 

㈱スターフライヤー 39,782千円
  

――――― 
  

――――― 
  

５ 受取手形割引高は、137,515千円であります。 

――――― 
  

６ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については

手形交換日をもって決済処理しておりますが、当連

結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。 

受取手形 306千円

割引手形 9,937千円
  

７ 当社の発行済株式総数は、普通株式18,000千株で

あります。 

７ 当社の発行済株式総数は、普通株式9,000千株で

あります。 

８ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式96株で

あります。 

８ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式48株で

あります。 
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(連結損益計算書関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次の

とおりであります。 

従業員給与手当 1,234,816千円

退職給付費用 146,802千円

研究開発費 414,019千円

減価償却費 50,033千円

貸倒引当金繰入額 100千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,700千円
  

１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次の

とおりであります。 

従業員給与手当 1,210,453千円

退職給付費用 135,275千円

研究開発費 310,373千円

減価償却費 21,406千円

貸倒引当金繰入額 2,064千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,400千円
  

２ 固定資産除却損の内訳は、車両の除却100千円で

あります。 

２ 固定資産除却損の内訳は、建物附属設備の除却63

千円、器具備品の除却432千円であります。 

３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、414,019千円であります。 

３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、310,373千円であります。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

 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18年３月20日) 

現金及び預金勘定 326,815千円 

現金及び現金同等物 326,815千円 
  

 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17年３月20日) 

現金及び預金勘定 397,927千円 

現金及び現金同等物 397,927千円 
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(リース取引関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20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

当額及び期末残高相当額 

 

有形固定資産
－その他 

(工具・器具
及び備品)
(千円) 

無形固定資産 
(ソフトウェア) 

(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

436,951 243,599 680,550

減価償却 
累計額 
相当額 

223,339 98,473 321,813

期末残高 
相当額 

213,611 145,125 358,736

  

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 

 

有形固定資産
－その他 

(工具・器具
及び備品)
(千円) 

無形固定資産 
(ソフトウェア) 

(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額
相当額

506,988 190,457 697,445

減価償却
累計額
相当額

270,887 68,408 339,296

期末残高
相当額

236,101 122,048 358,149

  
(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 154,022千円

１年超 210,891千円

合計 364,914千円
  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 152,277千円

１年超 211,820千円

合計 364,098千円
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 175,298千円

減価償却費相当額 167,794千円

支払利息相当額 8,048千円
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 174,609千円 

減価償却費相当額 167,341千円 

支払利息相当額 7,359千円 
  

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額

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。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額

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。 
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(有価証券関係) 

当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月20日) 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

(連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの) 

 株式 9,284 195,330 186,045

小計 9,284 195,330 186,045

(連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの) 

 株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 9,284 195,330 186,045

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(平成18年３月20日) 
 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 30,037 

計 30,037 

(注) 当連結会計年度において、非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損12,463千円を計上

しております。 

 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月20日) 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

(連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの) 

 株式 9,284 59,936 50,652

小計 9,284 59,936 50,652

(連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの) 

 株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 9,284 59,936 50,652

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(平成17年３月20日) 
 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 32,500 

計 32,500 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

当連結グループは、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。 
  

当連結グループは、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。 
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(退職給付関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 連結財務諸表提出会社は、確定給付型の制度として

基金型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設

けております。なお、従業員の退職等に際して退職給

付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象

とされない割増退職金を支払う場合があります。 

 連結子会社は、退職一時金制度及び特定退職金共済

制度を併用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 連結財務諸表提出会社は、確定給付型の制度として

厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けておりま

したが、厚生年金基金制度については、平成16年４月

１日付で確定給付企業年金法による基金型確定給付企

業年金制度に移行いたしました。なお、従業員の退職

等に際して退職給付会計に準拠した数理計算による退

職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合

があります。 

 連結子会社は、退職一時金制度を設けております。
  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月20日) 

区分  

イ 退職給付債務 △3,543,257千円

ロ 年金資産 1,031,953千円

ハ 未積立退職給付債務 
  (イ＋ロ) 

△2,511,304千円

ニ 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

― 千円

ホ 未認識数理計算上の差異 1,255,083千円

ヘ 未認識過去勤務債務 △189,181千円

ト 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

△1,445,401千円

チ 前払年金費用 ― 千円

リ 退職給付引当金(ト＋チ) △1,445,401千円
  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月20日) 

区分  

イ 退職給付債務 △3,388,566千円

ロ 年金資産 824,958千円

ハ 未積立退職給付債務 
  (イ＋ロ) 

△2,563,608千円

ニ 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

121,231千円

ホ 未認識数理計算上の差異 1,254,271千円

ヘ 未認識過去勤務債務 △202,694千円

ト 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

△1,390,798千円

チ 前払年金費用 ― 千円

リ 退職給付引当金(ト＋チ) △1,390,798千円
  

 (注) 連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 
  

 (注)１ 連結財務諸表提出会社は、当連結会計年度

において退職一時金制度及び退職年金制度の

改定を行ったため、過去勤務債務が発生して

おります。 

    ２ 連結子会社は退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

 (自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日) 

区分  

イ 勤務費用 246,966千円

ロ 利息費用 83,060千円

ハ 期待運用収益 △19,420千円

ニ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

121,231千円

ホ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 

89,106千円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △13,512千円

ト 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

507,431千円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 (自 平成16年３月21日 至 平成17年３月20日) 

区分  

イ 勤務費用 239,607千円

ロ 利息費用 77,803千円

ハ 期待運用収益 △17,417千円

ニ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

121,231千円

ホ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 

71,232千円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △13,512千円

ト 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

478,945千円

  
 (注)１ 簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用について、退職給付会計基準変更時差

異償却は、「ニ 会計基準変更時差異の費用

処理額」に計上し、その他の退職給付費用

は、「イ 勤務費用」に計上しております。

    ２ 上記のほか、特定退職金共済制度による拠

出額1,415千円があります。 
  

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用について、退職給付会計基準変更時差異償

却は、「ニ 会計基準変更時差異の費用処理

額」に計上し、その他の退職給付費用は、「イ

勤務費用」に計上しております。 
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当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の 
期間配分方法 

…期間定額基準

ロ 割引率 …2.5％ 

ハ 期待運用収益率 …2.5％ 

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 …16年 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 …16年 

ヘ 会計基準変更時差異の 
処理年数 

…５年 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の 
期間配分方法 

…期間定額基準

ロ 割引率 …2.5％ 

ハ 期待運用収益率 …2.5％ 

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 …16年 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 …16年 

ヘ 会計基準変更時差異の 
処理年数 

…５年 

  

 

 

(税効果会計関係) 

 

当連結会計年度 
(平成18年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成17年３月20日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

(繰延税金資産) 

未払費用損金不算入 237,142千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 561,338千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,260千円

たな卸資産未実現利益 9,437千円

未払事業税 9,320千円

損害補償損失引当金 4,040千円

その他 23,251千円

 繰延税金資産小計 862,791千円

 評価性引当額 △28,151千円

 繰延税金資産合計 834,639千円

(繰延税金負債) 

貸倒引当金(連結消去) △352千円

その他有価証券評価差額金 △75,162千円

 繰延税金負債合計 △75,515千円

 繰延税金資産純額 759,124千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

(繰延税金資産) 

未払費用損金不算入 235,681千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 518,137千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,210千円

たな卸資産未実現利益 7,046千円

未払事業税 24,909千円

その他 17,953千円

 繰延税金資産小計 820,939千円

 評価性引当額 △16,588千円

 繰延税金資産合計 804,350千円

(繰延税金負債) 

貸倒引当金(連結消去) △647千円

その他有価証券評価差額金 △20,463千円

 繰延税金負債合計 △21,110千円

 繰延税金資産純額 783,240千円
  

 (注) 繰延税金資産の純額は、連結財務諸表の以下

の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 252,930千円

固定資産－繰延税金資産 506,193千円
  

 (注) 繰延税金資産の純額は、連結財務諸表の以下

の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 266,539千円

固定資産－繰延税金資産 516,700千円
  

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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整) 

(1) 交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

5.3％

(2) 住民税均等割 0.6％

(3) 評価性引当額 3.0％

(4) その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.1％
  

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要な項目別の内訳

法定実効税率 41.7％

(調整) 

(1) 交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

2.5％

(2) 住民税均等割 0.3％

(3) 税率変更による期末繰延税金資産
の減額修正 

0.9％

(4) その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9％
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成16年３月21日 至 平成17年３月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20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、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成16年３月21日 至 平成17年３月20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、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

 

【海外売上高】 

当連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略

しております。 

 

前連結会計年度（自 平成16年３月21日 至 平成17年３月20日） 

当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略

しております。 
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(関連当事者との取引) 

当連結会計年度(自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等の名称 

住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の 
内容 

又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社 
㈱安川電機 
北九州市 
八幡西区 

15,858,696 

電 気 機
械 器 具
の 製 造
及 び 販
売 

被所有 
直接 

58.6

兼任３名
転籍７名

ソフトウ
ェアの受
託開発等
 
電気品等
の仕入先

ソフトウェア
の受託開発及
び計算事務等
情報処理並び
にシステム等
管理運営受託
等 

2,061,474 売掛金 539,405

(注) 取引金額は消費税等を控除した純取引高であり債権は消費税等を含んだ総額であります。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

ソフトウェア開発等の販売に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、一般的市場

取引と同等の条件で決定しております。 

 

前連結会計年度(自 平成16年３月21日 至 平成17年３月20日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等の名称 

住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の 
内容 

又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社 
㈱安川電機 
北九州市 
八幡西区 

15,541,842 

電 気 機
械 器 具
の 製 造
及 び 販
売 

被所有 
直接 

58.6

兼任３名
転籍７名

ソフトウ
ェアの受
託開発等
 
電気品等
の仕入先

ソフトウェア
の受託開発及
び計算事務等
情報処理並び
にシステム等
管理運営受託
等 

2,235,632 売掛金 566,099

(注) 取引金額は消費税等を控除した純取引高であり債権は消費税等を含んだ総額であります。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

ソフトウェア開発等の販売に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、一般的市場

取引と同等の条件で決定しております。 

 

２ 兄弟会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等の名称 

住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の 
内容 

又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社
の子会
社 

㈱安川メカ
トレック 
東京都港区 

85,000 

電 気 機
械 器 具
の 製 造
及 び 販
売 

なし なし 

ソフトウ
ェアの受
託開発等
電気品等
の仕入先

ソフトウェア
の受託開発及
びコンピュー
タ機器の販売
等 

206,229 売掛金 176,762

(注) 取引金額は消費税等を控除した純取引高であり債権は消費税等を含んだ総額であります。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

ソフトウェア開発及びコンピュータ機器等の販売に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交

渉を行い、一般的市場取引と同等の条件で決定しております。 
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(１株当たり情報) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１株当たり純資産額 209円90銭 １株当たり純資産額 417円34銭

１株当たり当期純利益金額 10円25銭 １株当たり当期純利益金額 53円49銭

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、潜在株式が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、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。 

当社は、平成17年5月10日付をもって普通株式１株
を２株に分割しております。 
当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報は、以下
のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 208円67銭

１株当たり当期純利益金額 26円74銭

  

 

（注）１株当たり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。 

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

当期純利益(千円) 191,534 491,755

普通株主に帰属しない金額(千円) 7,086 10,386

 (うち利益処分による役員賞与金(千円)) 7,086 10,386

普通株式に係る当期純利益(千円) 184,447 481,368

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,999 8,999
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(重要な後発事象) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

――――― 
  

平成17年1月26日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、つぎのように株式分割による新株式の発行を行い

ます。また、これに伴って会社が発行する株式の総数

は、64,000,000株となり、発行済株式の総数は

18,000,000株となります。 

 １ 平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２

株に分割する。 

  (1) 分割により増加する株式数 

普通株式  9,000,000 株 

  (2) 分割方法 

平成17年3月20日（ただし、当日及びその

前日は名義書換代理人の休業日につき、実

質上は平成17年3月18日）最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載された株主の所有株

式数を、１株につき２株の割合をもって分

割。 

  (3) 配当起算日 

平成17年3月21日 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

当連結会計年度度 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

208円67銭 193円53銭 

１株当たり 
当期純利益金額 

１株当たり 
当期純利益金額 

26円74銭 22円09銭 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

当社グループ（当社および連結子会社）は、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単

一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、当連結会計年度における実績を部門別に記

載しております。 

 

(1) 生産状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

当連結会計年度 
(自 平成17年3月21日 
至 平成18年3月20日)

前連結会計年度 
(自 平成16年3月21日 
至 平成17年3月20日) 

比較増減 
部門 

金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 前期比(%)

システムインテグレーション事業 7,640 52.3 9,436 56.0 △1,796 81.0

製品組込ソフト受託開発事業 2,942 20.1 2,637 15.6 304 111.6

コンポーネントウェア事業 1,788 12.3 2,170 12.9 △382 82.4

サービス事業 2,237 15.3 2,620 15.5 △382 85.4

合 計 14,608 100.0 16,865 100.0 △2,256 86.6

（注）１ 金額は、製造原価によっております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

当連結会計年度 
(自 平成17年3月21日 
至 平成18年3月20日)

前連結会計年度 
(自 平成16年3月21日 
至 平成17年3月20日) 

比較増減 
部門 

受注実績 受注残高 受注実績 受注残高 受注実績 受注残高

システムインテグレーション事業 8,465 1,504 10,135 1,783 △1,670 △279

製品組込ソフト受託開発事業 4,181 1,538 3,840 1,201 341 337

コンポーネントウェア事業 4,025 1,945 3,384 462 641 1,482

サービス事業 2,703 473 3,186 498 △482 △24

合 計 19,376 5,462 20,547 3,946 △1,170 1,515

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 
(単位 百万円未満切捨て) 

当連結会計年度 
(自 平成17年3月21日 
至 平成18年3月20日)

前連結会計年度 
(自 平成16年3月21日 
至 平成17年3月20日) 

比較増減 
部門 

金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 前期比(%)

システムインテグレーション事業 8,744 49.0 9,968 50.6 △1,224 87.7

製品組込ソフト受託開発事業 3,844 21.5 3,561 18.1 283 108.0

コンポーネントウェア事業 2,543 14.2 3,159 16.0 △616 80.5

サービス事業 2,728 15.3 3,024 15.3 △295 90.2

合 計 17,860 100.0 19,713 100.0 △1,852 90.6

（注） 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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