
１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

※ 平成18年３月６日開催の取締役会決議により、平成18年３月31日現在の株主に対し平成18年４月１日付をもって、
普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。 
 なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。 
 また、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素
を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。 

  (財)財務会計基準機構会員

平成18年3月期 決算短信（連結） 平成18年4月27日

上場会社名 亜細亜証券印刷株式会社 上場取引所 東 

コード番号 ７８９３ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.aspir.co.jp ) 

代表者     役職名 代表取締役社長 氏名 上野 守生 

問合せ先責任者 役職名 社長室長 氏名 大和田 雅博 ＴＥＬ （０３）５７７７－３１１１ 

決算取締役会開催日 平成18年4月27日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は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 20,816 12.0 3,963 30.0 4,199 30.7

17年3月期 18,582 20.8 3,049 101.4 3,213 121.1

  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 2,499 36.0 127 43 126 80 12.5 17.5 20.1

17年3月期 1,837 104.5 95 41 94 53 10.2 15.2 17.3

（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 19,223,871株 17年3月期 18,944,227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、対前期増減率であります。 

(2)連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

  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 25,627 21,155 82.5 1,089 34

17年3月期 22,320 18,717 83.9 986 45

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年3月期 19,374,334株 17年3月期 18,943,960株 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

  
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 2,736 △4,413 △202 10,349

17年3月期 2,978 1,799 △366 12,200

(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 4社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31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 11,300   3,120   1,850   

通 期 21,000   4,320   2,580   

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 64円38銭
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１．企業集団の状況 
 当社の企業集団は、当社と子会社５社で構成されており、商法関連、証券取引法関連書類及び有価証券類の製造並びに

その他の事業を営んでおります。主要製品は、ディスクロージャー、インベスター・リレーションズに係る書類等の制

作、印刷でありますが、これに伴う企画、セミナー、資料提供などのコンサルティングサービスと、お客様の開示実務を

支援する各種のデジタルサービスを提供しています。 

 当社の企業集団のうち、連結決算の対象となる子会社は、当社事業に関連するデータ加工及び情報セキュリティ管理業

務を行っている株式会社アスプコミュニケーションズ、製品の納入及び仕分け発送業務を行っている株式会社セキュリテ

ィー・ロジスティックス、企業財務情報の配信サービスを行っている株式会社イーオーエル及びＩＲ製品の企画制作を行

っている株式会社エーツーメディアの４社であります。 

 事業系統図は、下記の通りであります。 

 

 

製 品 

企画

※非連結子会社 システム 

連結子会社 

連結子会社 

委託 
連結子会社 

株式会社セキュリティー･ロジスティックス 

 
 

得 
 
 

意 
 
 

先 株式会社エーツーメディア 制作委託

開発委託 

株式会社アスプコミュニケーションズ 

株式会社インターネットディスクロージャー 

企業財務 
情報配信 

委託加工 

株式会社イーオーエル 

連結子会社 

納品 

 
 

当 
 
 
 
 
 
 

社 

（注）※株式会社インターネットディスクロージャーは重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 
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２．経 営 方 針 
（１）経営の基本方針 

 当社は、事業会社並びに金融商品のディスクロージャー・ＩＲ実務支援に特化した専門会社として、常に顧客のニ

ーズに応える商品・サービスの開発、提供を行っております。この「ディスクロージャー・ビジネス」の追求を通し

て、顧客企業の発展と株主の利益拡大に寄与するとともに、広く社会に貢献し、当社の永続的な発展を図ることを経

営理念としております。 

（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経営の重要課題と考え、安定した配当を継続的に行うことを基本方針とし、その

上で業績及び経営環境等を総合的に勘案し、配当を決定しております。 

 なお、当期の配当金は業績が堅調であったことを踏まえ、前期に対して９円増配の普通配当34円といたしました。

 また、内部留保資金につきましては、設備投資等の資金需要に備える所存であります。 

 配当支払い回数につきましては、会社法施行後も従来同様中間期末日、期末日を基準とした年２回を継続し、変

更しない予定です。 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式市場での当社株式の流動性を高め、多くの幅広い投資家による当社株式の長期安定的保有を促進する

ために、投資家層の拡大と株主数の増加を図ることを、資本政策の重要課題と認識しております。 

 この観点から平成16年3月10日付にて、投資単位を1,000株から100株に引き下げ、平成18年4月１日付にて、１株を

２株に株式分割しております。 

（４）目標とする経営指標 

  当社は、コンサルティングサービスやデジタルサービスの充実に加え、生産性向上やコスト削減による業績の向上

により、安定した収益基盤を確立し、株主資本当期純利益率の向上を図ることを第一と考えております。 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

①コンサルティングサービスの充実 

 ここ数年、企業のディスクロージャーに関わる法律、制度面の劇的な変化が続き、今後も様々な革新が予想されま

す。このため、法的チェック、情報提供などの専門的支援ニーズが急速に高まりつつあります。長年にわたり構築し

てきた専門ノウハウと、専門能力の高い人材を基盤として、より一層ニーズに即したコンサルティングサービスを提

供してまいります。 

②デジタルサービスの充実 

 従来の書類提出から電子提出へ、ディスクロージャーの流れは大きくシフトしてきています。当社は、インターネ

ット経由による開示書類作成システム「エディッツ」やデータの非改ざん証明など、電子開示時代に対応する各種の

デジタルサービスを提供してまいりました。今後さらに高度化、多様化する電子化の流れに対応すべく、サービスの

充実、新規開発を重点的に推進し、デジタルサービスを当社の新たな経営基盤として強化してまいります。 

③情報セキュリティの追求 

 お客様からお預かりする機密データを、事故や漏洩なしに安全に処理し、送受信し、保管するセキュリティ体制を

保有することが、当社事業の必須要件です。このため当社は、建物からすべて自前の顧客専用データセンターを設置

し、外部からの不正侵入や内部からの漏洩を起こさない強固なセキュリティインフラを構築しています。 

④新規分野への取り組み 

 市場・制度の変化は当社の事業に変化とチャンスをもたらします。第１号の新規上場以来、上場投信すべてについ

て、その開示書類を当社が受注している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）関連サービスもそのひとつです。今後とも当社

独自のノウハウをもとに、顧客ニーズに即した新たなサービスの開発を推進してまいります。 

⑤安定利益体質の強化 

 招集通知や有価証券報告書等の継続開示書類は、定期的、継続的に受注する可能性が高く、かつ毎年の新規上場に

伴い顧客数が積み上がるため、売上利益の安定的な増加をもたらします。従ってこれら商品の顧客数を増やし、その

売上ウェイトを高めることが当社にとって重要です。また、当社はトヨタの生産方式を源流とするＮＰＳ（ニュー・

プロダクション・システム）を採用し、グループを挙げて生産性向上とコスト削減活動に取り組んでおります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、ディスクロージャー環境の劇的な変化の中で、お客様の専門会社に対する実務支援ニーズが年々

高まってきており、その中心的ニーズである「法的チェックと情報サービスの充実」「デジタル＆セキュリティサー

ビスの充実」に対応するための体制強化に取り組んでいます。なかでも昨今の電子化、開示強化に対応するデジタル

サービスの充実を最重点課題に掲げ推進しております。 

 一方、３年後に上場会社の株券が廃止されることが予定されております。現在、有価証券印刷は当社グループ売上

の１割に満たない規模ではありますが、これによる売上減少が見込まれます。当社グループは、デジタル分野の新た

なサービスの開発、拡大と、ＩＲ支援事業の拡大を重点テーマとして対処してまいります。 

 また、より一層の生産性向上とコスト削減を推進し、業績の向上、企業価値の向上を追求してまいります。 

（７）親会社等の取引に関する事項 

 当社（亜細亜証券印刷株式会社）は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

（８）その他経営上重要な事項 

 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 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用・所得環境の改善によ

る個人消費の持ち直しなどもあり、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

 こうした中で証券マーケットは、景気回復を受け堅調に推移いたしました。売上面では、招集通知を中心とした株

主総会関係書類の受注社数が増加し売上が増加いたしました。さらに、投資信託関係書類の増加や不動産投資信託関

係（ＲＥＩＴ）の新規上場社数の増加、有価証券報告書の受注社数の増加などにより売上が増加いたしました。ま

た、ＩＰＯや企業のファイナンス関係は過去最高水準であった前期を下回りましたが、堅調に推移いたしました。 

 一方、継続して実施しているコスト削減活動と受注量の増加が相乗効果となり、利益面の増加に寄与いたしまし

た。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は20,816百万円（前期比12.0％増）、経常利益は4,199百万円（前期比30.7％

増）、当期純利益は2,499百万円（前期比36.0％増）となりました。 

 製品区分別の概況は、次のとおりであります。 

＜商法関連製品＞ 

 招集通知の受注社数の増加や,個人株主が増加したことによる部数増加など、株主総会関係書類の売上増加によ

り、売上高は6,270百万円（前期比16.2％増）となりました。 

＜証券取引法関連製品＞ 

 ファイナンスやＩＰＯ関係書類の受注は減少しましたが、投資信託及び不動産投資信託関係書類の受注増や有価証

券報告書・半期報告書の受注社数の増加などにより、売上高は11,572百万円（前期比10.3％増）となりました。 

＜有価証券印刷製品＞ 

 ファイナンスによる公募株券や分割株券、単元株の引き下げに伴う株券が前期並みの受注となり、売上高は1,665

百万円（前期比1.9％増）となりました。 

＜その他の製品＞ 

 ＩＲサイト構築や会社案内などを中心としたＩＲ関連製品の増加やデータ提供サービスの増加などにより、売上高

は1,307百万円（前期比23.3％増）となりました。 
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（２）財政状態 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,851百万円減

少（前年同期比15.2％減）し、当連結会計年度末には10,349百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は2,736百万円（前年同期比8.1％減）となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,233百万円、減価償却費187百万円、仕入債務の増加額86百万円であ

り、支出の主な内訳は、売上債権の増加額297百万円及び法人税等の支払額1,580百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は4,413百万円（前年同期は1,799百万円の収入）となりました。 

 これは、主に投資有価証券の取得による支出であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は202百万円（前年同期比44.9％減）となりました。 

 収入の主な内訳は、ストックオプションの権利行使による収入264百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支

払額534百万円であります。 

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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 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。 

※ 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

おります。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、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おりま

す。 

  平成14年3月期 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（％） 85.9 85.3 86.9 83.9 82.5 

時価ベースの株主資本

比率（％） 
77.5 44.4 80.1 97.2 167.2 

債務償還年数（年） 0.5 0.1 0.4 0.1 0.1 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ 
101.5 351.6 171.9 692.0 458.9 
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（３）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因と、その他重要と考えられ

る事項を以下の通り記載いたします。 

 当社グループでは、これらリスクの発生を十分に認識した上で、発生を極力回避し、また発生した場合に的確な対

応を行うための努力を継続してまいります。 

①関連する法律・制度の変化による受注への影響 

 当社グループは、企業のディスクロージャーに関わる法定書類の作成を支援するための諸サービスとデータ作

成、印刷を主業務としておりますが、それらの開示書類の多くは商法と証券取引法に規定されています。従って法

律の改正や関連する諸制度の改正によって、提供する製品とサービスの需要・仕様・内容が変化することがありま

す。その結果として法定書類のページ数増や新サービスの導入などのプラスの影響もありますが、その逆にページ

数の減少や特定製品の受注ボリューム減少等、当社グループの売上にマイナス影響を与えるケースもあります。 

②株式市況の変動による受注への影響 

 当社グループの提供する製品・サービスのうち、目論見書や法定公告、有価証券印刷などの売上は株式市況の影

響を受けます。これらの製品・サービスは新規上場やファイナンス、投資信託に付随するもののため、株式市況が

活況時には増加し、低迷時には減少する傾向があります。当社グループは、招集通知、有価証券報告書、運用報告

書など、株式市況の影響がない継続開示書類の受注拡大を図っておりますが、株式市況の変動は当社グループの業

績に影響する可能性があります。 

③事業の季節変動 

 当社グループ売上の約75%を占める事業会社向け製品・サービスの顧客は、約75％が３月決算会社です。またそ

の売上の過半は各社の決算期・中間決算期に集中するため、当社グループの売上は５－６月に最大のピークを、次

いで12月にもうひとつのピークを迎えます。従って、当社グループの売上高は季節性が高く、例年第１四半期の占

める売上構成比が下表のごとく高くなっております。 

④情報セキュリティについて 

 当社グループは顧客企業の開示前機密データを取り扱います。また、中にはインサイダー取引規制に該当するも

のや個人情報もあり、その「機密保持」には万全の体制が必要です。当社グループでは、万全のシステムセキュリ

ティ対策と、コンプライアンス規程を始めとする諸管理規程に基づく従業員の教育と内部監査を継続的に実施して

おりますが、万が一外部要因による不可抗力のシステムトラブル等による情報流出が発生した場合は、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。 

（４）次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、プラス面では、会社法の施行に伴う定款変更を受けた招集通知の頁数増や、個人株

主の増加に伴う株主総会関係書類の部数増、また、独自の開示書類作成システム「エディッツ」の高評価等による、

招集通知、有価証券報告書等の受注社数の増加を見込んでいます。これらは、毎年定期的に受注し顧客数が増加する

確率の高い製品群です。一方、マイナス面では、会社法の規定に基づき一部の「公告」が不要となるため売上減を見

込んでいます。また、投資信託関係や不動産投資信託関係は前々期から大幅に増加した前期ほどの受注は見込めず、

売上の減少が懸念されます。なお、ＩＰＯ、ファイナンス関係及び有価証券印刷はほぼ前期並みの売上を見込んでい

ます。 

 以上のような市場の動きを吸収し、さらに収益を高めるべく、継続して当社グループを挙げてのコスト削減活動を

推進してまいります。 

 こうした状況を踏まえ、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高は21,000百万円、経常利益は4,320百万

円、当期純利益は2,580百万円を予定しております。 

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計 

平成18年３月期(千円) 7,568,071 3,555,090 5,496,412 4,197,265 20,816,839 

構成比(％) 36.3 17.1 26.4 20.2 100.0 
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４．連結財務諸表等 
(1) 連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年3月31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 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）        

Ⅰ流動資産        

1.現金及び預金   10,229,062   8,377,587  

2.受取手形及び売掛金    1,772,847   2,167,837  

3.有価証券   1,971,576   2,501,545  

4.棚卸資産   339,995   390,881  

5.繰延税金資産   268,121   305,740  

6.その他   187,959   154,066  

貸倒引当金   △5,037   △6,189  

流動資産合計   14,764,525 66.1  13,891,469 54.2 △873,055 

Ⅱ固定資産        

1.有形固定資産         

(1) 建物及び構築物   1,537,685   1,571,909   

減価償却累計額  806,261 731,424  862,599 709,309  

(2) 機械装置及び運搬
具 

  1,206,424   1,138,210   

減価償却累計額  1,037,702 168,722  991,082 147,128  

(3) 土地 ※2  2,556,242   2,556,242  

(4) 建設仮勘定    119,283   129,368  

(5) その他  568,096   602,835   

減価償却累計額  388,865 179,231  436,952 165,883  

有形固定資産合計   3,754,904 16.8  3,707,932 14.5 △46,971 

2.無形固定資産   74,012 0.4  116,268 0.4 42,255 

3.投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※1  2,429,161   6,686,689  

(2) 繰延税金資産   443,430   326,005  

(3) その他 ※1  979,394   1,026,684  

貸倒引当金   △125,154   △127,494  

投資その他の資産合計   3,726,831 16.7  7,911,886 30.9 4,185,054 

固定資産合計   7,555,748 33.9  11,736,087 45.8 4,180,338 

資産合計   22,320,273 100.0  25,627,556 100.0 3,307,282 
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前連結会計年度 

(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年3月31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 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

1.買掛金    459,012   557,432  

2.短期借入金    285,000   385,000  

3.未払法人税等   968,916   1,245,924  

4.賞与引当金   387,886   415,052  

5.その他   766,823   979,404  

流動負債合計   2,867,639 12.8  3,582,812 14.0 715,173 

Ⅱ 固定負債        

1.長期借入金    25,000   －  

2.退職給付引当金   326,774   421,361  

3.役員退職慰労引当金   290,735   309,226  

4.その他   85,780   120,761  

固定負債合計   728,291 3.3  851,349 3.3 123,058 

負債合計   3,595,930 16.1  4,434,162 17.3 838,231 

（少数株主持分）        

少数株主持分   7,003 0.0  38,122 0.2 31,118 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※3  2,920,173 13.1  3,052,490 11.9 132,317 

Ⅱ 資本剰余金   4,545,590 20.4  4,677,476 18.2 131,886 

Ⅲ 利益剰余金   11,175,413 50.1  13,109,570 51.1 1,934,156 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  234,205 1.0  474,920 1.9 240,715 

Ⅴ 自己株式 ※4  △158,044 △0.7  △159,186 △0.6 △1,142 

資本合計   18,717,338 83.9  21,155,271 82.5 2,437,932 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  22,320,273 100.0  25,627,556 100.0 3,307,282 
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(2) 連結損益計算書 

    

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31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 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ売上高   18,582,762 100.0  20,816,839 100.0 2,234,076 

Ⅱ売上原価    10,935,058 58.8  11,861,436 57.0 926,377 

売上総利益   7,647,704 41.2  8,955,403 43.0 1,307,698 

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※1       

1.給料手当  1,736,379   1,846,278   

2.賞与引当金繰入額  166,870   191,218   

3.退職給付費用  95,582   95,346   

4.役員退職慰労引当金繰
入額 

 40,416   41,883   

5.福利厚生費  478,258   527,874   

6.賃借料  385,696   391,136   

7.その他  1,695,352 4,598,556 24.8 1,898,047 4,991,785 24.0 393,229 

営業利益   3,049,147 16.4  3,963,617 19.0 914,469 

Ⅳ営業外収益        

1.受取利息  5,292   7,779   

2.受取配当金  9,675   38,458   

3.有価証券売却益  －   40,112   

4.投資事業組合投資利益  118,374   129,285   

5.助成金収入  9,500   －   

6.その他  33,445 176,287 1.0 37,975 253,610 1.2 77,322 

Ⅴ営業外費用        

1.支払利息  4,209   5,613   

2.固定資産処分損  4,608   6,981   

3.その他  3,044 11,862 0.1 5,546 18,141 0.1 6,279 

経常利益   3,213,573 17.3  4,199,085 20.1 985,511 

Ⅵ特別利益        

1.固定資産売却益 ※2 32,364   －   

2.投資有価証券売却益  11,608   46,138   

3.退職給付会計基準変更
時差異処理額 

 99,588   －   

4.保険金収入  108,685 252,247 1.4 － 46,138 0.2 △206,109 

Ⅶ特別損失        

1.固定資産売却損 ※3 303,110   1,967   

2.施設利用会員権売却損   －   1,200   

3.施設利用会員権評価損   －   2,500   

4.事務所移転費用   －   5,890   

5.貸倒引当金繰入額  46,628   －   

6.社葬関係費用  41,291   －   

7.その他  32,373 423,403 2.3 － 11,558 0.0 △411,845 

税金等調整前当期純利 
益 

  3,042,417 16.4  4,233,665 20.3 1,191,247 

法人税、住民税及び事
業税 

 1,212,054   1,803,439   

法人税等調整額  △13,568 1,198,486 6.5 △85,388 1,718,050 8.3 519,564 

少数株主利益   6,442 0.0  15,880 0.0 9,437 

当期純利益   1,837,488 9.9  2,499,734 12.0 662,245 
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(3) 連結剰余金計算書 

    

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ資本剰余金期首残高        4,545,590   4,545,590 － 

Ⅱ資本剰余金増加高            

1.ストックオプションの権
利行使による新株の発行  

  － － 131,886 131,886 131,886

Ⅲ資本剰余金期末残高    4,545,590  4,677,476 131,886

      

（利益剰余金の部）       

Ⅰ利益剰余金期首残高    9,793,644  11,175,413 1,381,769

Ⅱ利益剰余金増加高       

1.当期純利益   1,837,488  2,499,734  

2.連結子会社増加による増
加高 

  － 1,837,488 86 2,499,820 662,331

Ⅲ利益剰余金減少高       

1.配当金   435,719  535,664  

2.役員賞与   20,000 455,719 30,000 565,664 109,944

Ⅳ利益剰余金期末残高    11,175,413  13,109,570 1,934,156
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(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書 

    

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  3,042,417 4,233,665 

減価償却費  190,229 187,605 

引当金の増加額・減少額（△）  △35,230 143,611 

受取利息及び受取配当金  △14,968 △46,237 

支払利息  4,209 5,613 

固定資産売却損  303,294 1,967 

売上債権の増加額（△）  △71,939 △297,884 

棚卸資産の増加額（△）  △16,483 △50,886 

仕入債務の増加額・減少額（△）  △897 86,835 

役員賞与の支払額  △20,000 △30,000 

その他  △47,645 44,525 

小計  3,332,985 4,278,815 945,829

利息及び配当金の受取額  14,979 44,382 

利息の支払額  △4,304 △5,964 

保険金の受取額  113,751 － 

法人税等の支払額  △478,922 △1,580,262 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,978,489 2,736,970 △241,518

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出  △386,066 △1,102,008 

有価証券の売却による収入  939,291 642,192 

有価証券の運用目的変更に伴う収入  1,081,316 － 

有形固定資産の取得による支出  △83,350 △155,208 

有形固定資産の売却による収入  91,250 109 

無形固定資産の取得による支出  △35,229 △66,097 

投資有価証券の取得による支出  △21,638 △3,697,719 

投資有価証券の売却による収入  25,559 97,187 

出資金への支出  △15,907 △562,730 

子会社株式の追加取得による支出  △10,314 － 

その他  214,890 430,570 

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,799,801 △4,413,704 △6,213,505

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  3,040,000 3,290,000 

短期借入金の返済による支出  △2,940,000 △3,190,000 

長期借入金の返済による支出  △30,420 △25,000 

自己株式の取得による支出  △467 △1,142 

配当金の支払額  △435,797 △534,867 

ストックオプションの権利行使によ
る収入 

 － 264,203 

少数株主への子会社減資による支払
額 

 － △5,350 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △366,684 △202,157 164,527

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額  4,411,606 △1,878,891 △6,290,497

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高  7,789,032 12,200,638 4,411,606

Ⅵ新規連結に伴う現金及び現金同等物 
 の増加額 

 － 27,680 27,680

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,200,638 10,349,427 △1,851,211
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

株式会社アスプコミュニケーション
ズ 
株式会社セキュリティー・ロジステ
ィックス 

株式会社イーオーエル 

(1) 連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

株式会社アスプコミュニケーション
ズ  
株式会社セキュリティー・ロジステ
ィックス  

株式会社イーオーエル 

株式会社エーツーメディア 

 なお、株式会社エーツーメディアにつ

いては、重要性が増加したことから、当

連結会計年度から連結子会社に含めるこ

とにしております。    

  (2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

ATAGO INTERNATIONAL 
CORPORATION 

株式会社エーツーメディア 

株式会社インターネットディスクロ
ージャー 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

株式会社インターネットディスクロ
ージャー 

  

  

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社はいずれも小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等はいずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

等はいずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 

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の数 

 持分法適用の非連結子会社はありま

せん。 

(1) 持分法適用の非連結子会社の数 

同   左 

  (2) 持分法を適用しない主要な非連結子会

社の名称等 

主要な非連結子会社 

ATAGO INTERNATIONAL 
CORPORATION 

株式会社エーツーメディア 

株式会社インターネットディスクロ
ージャー 

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会

社の名称等 

主要な非連結子会社 

株式会社インターネットディスクロ
ージャー 

  

  

  （持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会社は

小規模であり、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等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

いため持分法を適用しておりません。

（持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会社は

小規模であり、当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、重要性がないため持分法を適用し

ておりません。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

同   左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31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 

イ 有価証券 

（イ）   ────── 

イ 有価証券 

（イ）満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

 （ロ）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） 

（ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同   左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同   左 

 ロ 棚卸資産 

主として個別法による原価法 

ロ 棚卸資産 

同   左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 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（附属設備は除

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   15～38年 

機械装置及び運搬具   10年 

イ 有形固定資産 

同   左 

 ロ 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 

ロ 無形固定資産 

同   左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

イ 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。 

イ 貸倒引当金 

同   左 

 ロ 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、翌

期賞与支給見込額のうち当連結会計年度

に帰属する部分の金額を計上しておりま

す。 

ロ 賞与引当金 

同   左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 ハ 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。 

 なお、会計基準変更時差異（497,941

千円）については、５年による按分額を

収益計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、５年によ

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。 

ハ 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。 

 なお、数理計算上の差異は、５年によ

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。 

 ニ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金支給内規に基づく期

末要支給見込額を計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同   左 

(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。 

同   左 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理を行

っております。 

イ ヘッジ会計の方法 

同   左 

 ロ 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 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

 ハ ヘッジ方針 

 金利リスク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。 

ハ ヘッジ方針 

同   左 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップ

であるため、有効性の評価は省略して

おります。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理 

同   左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同   左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、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。 

同   左 

７．連結キャッシュ・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ヶ月以内に満期日又は償還日が到来す

る短期投資からなっております。 

同   左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  

──────  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より施行されたこと及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業有

限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価

証券として表示する方法に変更しました。 

 なお、当連結会計年度の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の額は889,031千円であり、前連結会計年度におけ

る投資その他の資産の「出資金」に含まれている当該出資

の額は918,487千円であります。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「出資金」

（当連結会計年度は340千円）は、金額が僅少となったた

め、投資その他の資産の「その他」に含めて表示すること

にしました。 
  

──────  

  

  

──────  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」（前連結会

計年度は3,149千円）に含めて表示しておりました「有価

証券売却益」は、重要性が増加したことから、区分掲記し

ました。 
  
 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「助成金収

入」（当連結会計年度は3,000千円）は、金額が僅少とな

ったため、営業外収益の「その他」に含めて表示すること

にしました。  
  
  前連結会計年度まで特別損失の「その他」（前連結会計

 年度は6,000千円）に含めて表示しておりました「施設利 

 用会員権評価損」は、重要性が増加したことから、区分掲

 記しました。 
  
   前連結会計年度まで特別損失の「その他」（前連 

 結会計年度は9,875千円）に含めて表示しておりました

「事務所移転費用」は、重要性が増加したことから区分掲 

 記しました。    
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

※１． 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※１． 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 126,130千円

投資その他の資産の「その他」
（出資金） 

3,400 

投資有価証券（株式）    59,500千円

投資その他の資産の「その他」
（出資金） 

3,400 

※２． 国庫補助金等の受入れにより、土地の取得価額か

ら控除している圧縮記帳額は105,760千円でありま

す。 

※２．       同    左 

※３． 当社の発行済株式総数は、普通株式19,212,850株

であります。 

※３． 当社の発行済株式総数は、普通株式19,643,850株

であります。 

※４． 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

268,890株であります。 

※４． 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

269,516株であります。 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

30,000千円 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

30,000千円 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地 32,364千円 

※２．               ――――――  

      

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物 2,015千円 

土地 301,095 

 計 303,110 

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物 1,967千円 

    

    

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31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 

※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31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 10,229,062千円

有価証券 1,971,576 

現金及び現金同等物 12,200,638 

現金及び預金勘定 8,377,587千円

有価証券 2,501,545 

運用期間が３ヶ月を      

超える有価証券 
△529,705 

現金及び現金同等物 10,349,427 

（追加情報）  

 当連結会計年度から有価証券の運用目的を変更したた

め、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に「有価

証券の運用目的変更に伴う収入」1,081,316千円が計上

され、現金及び現金同等物が同額増加しております。 
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① リース取引 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18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 

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） 

機械装置及び運搬具 202,795 83,553 119,241 

有形固定資産 
「その他」 

76,699 44,412 32,286 

合計 279,494 127,966 151,528 

  

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） 

機械装置及び運搬具 272,114 144,483 127,631 

有形固定資産
「その他」 

61,443 48,319 13,124 

合計 333,558 192,802 140,755 

（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。 

（注）        同   左 

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 71,929千円

１年超 79,599 

合計 151,528 

１年内      72,149 千円

１年超  68,606  

合計 140,755  

（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。

（注）        同   左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 76,597千円

減価償却費相当額 76,597 

支払リース料       80,091千円

減価償却費相当額     80,091 

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 
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② 有価証券 

（前連結会計年度）（平成17年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  種類 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 

(1) 株式 292,012 543,646 251,633 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 300,000 304,136 4,136 

(3) その他 313,361 351,380 38,018 

小計 905,374 1,199,162 293,788 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1) 株式 643 478 △164 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 30,281 28,115 △2,165 

小計 30,924 28,594 △2,330 

合計 936,299 1,227,756 291,457 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

222,815 18,240 3,482 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 186,242 

マネー・マネジメント・ファンド 1,971,576 

投資事業有限責任組合出資 889,031 

  
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

１．債券     

(1) 国債・地方
債等 

－ － － － 

(2) 社債 － － － － 

(3) その他 － － － 304,136 

２．その他 － 66,620 － － 
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（当連結会計年度）（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について382千円減損処理を行っております。 

 なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性

がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行

い、減損処理の要否を決定しております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  種類 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 

(1) 株式 262,931 814,631 551,700 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 300,000 303,344 3,344 

(3) その他 285,567 356,812 71,245 

小計 848,498 1,474,788 626,289 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1) 株式 1,504 1,347 △156 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 562,869 547,290 △15,579 

小計 564,374 548,638 △15,736 

合計 1,412,872 2,023,426 610,553 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

136,748 86,250 － 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)満期保有目的の債券  

コマーシャル・ペーパー 499,928 

国債 2,979,821 

非上場債券 200,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式   176,151 

マネー・マネジメント・ファンド  1,971,839 

投資事業有限責任組合出資 1,277,567 

  
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

１．債券     

(1) 国債・地方
債等 

－ 2,979,821 － － 

(2) 社債 － － － － 

(3) その他 499,928 － 200,000 303,344 

２．その他 29,777 47,469 488,734 － 
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③ デリバティブ取引 

取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(1) 取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利関連で金利

スワップ取引であります。 

(1) 取引の内容 

同    左 

(2) 取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同    左 

(3) 取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、金利関連で借入金利等の将来

の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

 ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理を行っておりま

す。 

 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 

 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。 

ヘッジの有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップであるため、

有効性の評価は省略しております。 

(3) 取引の利用目的 

同    左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) 取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクは

ほとんどないと認識しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同    左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同    左 
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④ 退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の子会社は、確定給付の制度として、退職金支給規程に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、

定年適格退職年金制度を採用しております。 

 また、当社及び一部の子会社では上記退職給付制度のほか、総合設立の厚生年金基金に加入していますが、当該

厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当

社の掛金拠出割合（給与総額）に基づく期末の年金資産残高は、5,446,808千円であります。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1)退職給付債務 △1,236,301千円 △1,348,582千円 

(2)年金資産残高 932,253千円 1,147,882千円 

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2) △304,047千円 △200,699千円 

(4)未認識数理計算上の差異 94,843千円 △66,175千円 

(5)連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4) △209,204千円 △266,875千円 

(6)前払年金費用 117,570千円 154,486千円 

(7)退職給付引当金(5)－(6) △326,774千円 △421,361千円 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(1)勤務費用 114,367千円 119,031千円 

(2)利息費用 22,341千円 23,522千円 

(3)期待運用収益 △15,991千円 △18,645千円 

(4)会計基準変更時差異の収益処理額 △99,588千円 －千円 

(5)数理計算上の差異の費用処理額 67,190千円 51,626千円 

(6)小計 88,319千円 175,536千円 

(7)総合型厚生年金掛金 169,134千円 206,203千円 

(8)退職給付費用合計 257,454千円 381,739千円 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1)割引率 ２．０％ ２．０％ 

(2)期待運用収益率 ２．０％ ２．０％ 

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同  左 

(4)数理計算上の差異の処理年数 ５年 

 （５年による定額法によ

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。） 

 ５年 

 （５年による定額法によ

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。） 

(5)会計基準変更時差異の処理年数 ５年 － 
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⑤ 税効果会計 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 （注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳 

前連結会計年度（平成17年３月31日）及び当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 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間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しております。 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

繰延税金資産 （千円） （千円）

退職給付引当金損金算入限度超過額 116,410 169,914 

役員退職慰労引当金否認額 118,400 125,946 

賞与引当金損金算入限度超過額 158,882 170,200 

未払事業税否認額 80,003 103,725 

研究開発費等自己否認額 117,872 96,770 

その他 338,097 359,371 

繰延税金資産計 929,666 1,025,930 

繰延税金負債     

特別償却準備金認容額 △9,518 △5,349 

その他有価証券評価差額金 △160,744 △325,957 

その他 △47,851 △62,876 

繰延税金負債計 △218,114 △394,183 

繰延税金資産の純額 711,552 631,746 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

  （千円） （千円）

流動資産―繰延税金資産 268,121 305,740 

固定資産―繰延税金資産 443,430 326,005 
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⑥ セグメント情報  

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

 当社及び連結子会社の事業はディスクロージャー関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業でありま

す。従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

 当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありませ

ん。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

 関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 （重要な後発事象） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 986.45円

１株当たり当期純利益金額 95.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 94.53円

１株当たり純資産額 1,089.34円

１株当たり当期純利益金額 127.43円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 126.80円

項目 
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,837,488 2,499,734 

普通株主に帰属しない金額（千円） 30,000 50,000 

  （うち利益処分による役員賞与金） (30,000) (50,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,807,488 2,449,734 

期中平均株式数（株） 18,944,227 19,223,871 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） 177,293 96,387 

  （うち新株予約権） (177,293) (96,387) 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

──────  

  

  

  

  

  平成18年３月６日開催の当社取締役会の決議に基づき、 

 次のように株式分割による新株式を発行しております。 

 １. 平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき２株 

  に分割します。 

  （１）分割により増加する株式数 

    普通株式   19,643,850株 

 （２）分割方法 

    平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名  

   簿に記載又は記録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します。 

 ２. 配当起算日 

   平成18年４月１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。 

  

前連結会計年度 当連結会計年度 

 １株当たり純資産額  

            493.23円  

 １株当たり当期純利益 

 金額 

              47.71円 

 潜在株式調整後１株当 

 たり当期純利益金額 

              47.26円 

 １株当たり純資産額 

             544.67円 

 １株当たり当期純利益 

 金額 

              63.72円 

 潜在株式調整後１株当 

 たり当期純利益金額 

              63.40円 
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５．生産受注及び販売の状況 
  当社グループ（当社及び連結子会社）において、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので製品区分

別に記載しております。 

 (1) 生産実績 

     生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

       ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (2) 受注状況 

     受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）  金額は販売価格によっております。 

  

 (3）販売実績 

     販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．主要な販売顧客については、該当するものはありません。 

       ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

区分 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

商法関連 5,397,736 29.1 6,270,855 30.1 873,118 16.2

証券取引法関連 10,489,126 56.4 11,572,744 55.6 1,083,617 10.3

有価証券印刷 1,635,105 8.8 1,665,491 8.0 30,385 1.9

その他 1,060,793 5.7 1,307,748 6.3 246,954 23.3

合計 18,582,762 100.0 20,816,839 100.0 2,234,076 12.0

区分 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

金額 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

金額 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

商法関連 5,427,788 434,366 6,328,575 492,087 900,787 57,720

証券取引法関連 10,599,084 811,608 11,677,187 916,051 1,078,103 104,443

有価証券印刷 1,657,415 179,179 1,718,855 232,542 61,439 53,363

その他 1,091,800 133,964 1,274,695 100,911 182,895 △33,052

合計 18,776,088 1,559,118 20,999,314 1,741,593 2,223,226 182,475

区分 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

商法関連 5,397,736 29.1 6,270,855 30.1 873,118 16.2

証券取引法関連 10,489,126 56.4 11,572,744 55.6 1,083,617 10.3

有価証券印刷 1,635,105 8.8 1,665,491 8.0 30,385 1.9

その他 1,060,793 5.7 1,307,748 6.3 246,954 23.3

合計 18,582,762 100.0 20,816,839 100.0 2,234,076 12.0
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