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１．18 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) 

(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 22,831 5.8 1,484 △4.6 1,479 △7.9
17 年３月期 21,572 14.5 1,555 18.5 1,605 23.2
 
 

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 875 △4.7 59.36 58.75 13.0 9.7 6.5
17 年３月期 917 28.6 123.79 122.65 15.0 11.6 7.4

(注) ①持分法投資損益 18 年 3 月期 3 百万円 17 年 3 月期 49 百万円 

 ②期中平均株式数(連結) 18 年 3 月期 14,740,440 株 17 年 3 月期 7,415,274 株 

 ③会計処理の方法の変更 有  

 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)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 16,531 7,009 42.4 479.09
17 年３月期 13,910 6,480 46.6 873.90

(注) ①期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期 14,630,500 株 17 年 3 月期 7,415,250 株 

 ②期末自己株式数 18 年 3 月期    200,080 株 17 年 3 月期        40 株 

 

(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 902 △1,037 226 2,598
17 年３月期 981 △151 △976 2,498

 

(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 9 社   持分法適用非連結子会社数 2 社   持分法適用関連会社数 4 社 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) 2 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 12,250 640 380
通 期 25,600 1,680 960

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期)  65 円 62 銭 

※ 業績予想につきましては、業界の動向を含む経済状況、お客様の動向等、現時点で入手可能な情報をもとにした見通しを前提としており
ますが、種々の不確実な要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。なお、上記業績
予想に関する事項は、添付資料の 12ページを参照してください。 
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（参考情報－１株当たり指標遡及修正値) 

 連結財務諸表の概要に記載されている１株当たり指標を平成 18 年３月期の数値を基準として、これまでに実施
した株式分割に伴う希薄化を修正・調達した数値を表示しますと、以下のとおりとなります。 

 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 
 

期 末 期 末 

 

１株当たり当期純利益 

１株当たり配当金 

１株当たり株主資本 

       円     銭

    61   90 
    12   50 
    436   95 

       円     銭

    59   36 
    20   00 
    479   09 

   (注)平成 18 年３月期に株式分割を実施 

      効力発生日 平成 17 年５月 20 日に１：２の株式分割 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、株式会社コア（当社）、子会社 12 社、及び関連会社７社により構成されており、エンベデ

ッドソリューション事業、ビジネスソリューション事業、プロダクトソリューション事業を行っております。 

当社グループの事業内容とグループ各社の位置付け、事業の系統図は次のとおりであります。 

事業内容とグループ各社の位置付け

事業セグメント 事業内容 グループ会社の位置付け 

エンベデッドソリューション事業 
(旧 情報通信ソリューションサービス事業) 

携帯電話・通信端末、通信インフ

ラ、自動車制御・車載システム、

情報家電、FA・装置制御等へのエ

ンベデッドシステム開発 

株式会社ギガ、北京核心軟件有限公司、株式会社プロネット、

上海核心信息技術有限公司、株式会社医療福祉工学研究所、

株式会社古河市情報センター、株式会社ダイセック、株式会

社東北情報センター、北京吉利科電子工程有限公司 

ビジネスソリューション事業 
(旧 ビジネスソリューションサービス事業) 

金融ソリューション、製造ソリュ

ーション、流通ソリューション、

公共ソリューション、Web ソリュ

ーション 

株式会社アコード・システム、株式会社アクティブ・ブレイ

ンズ・トラスト、アンサー・アンド・コンサルティング株式

会社、株式会社ギガ、ケイ・エヌ情報システム株式会社、協

立システム開発株式会社、株式会社システムクリエイティブ

プロダクトソリューション事業 
(旧 プロダクト・販売等事業) 

電子テロップ、ネットワーク・Ｐ

ＬＭソリューション、開発支援ツ

ール、その他 

コアネットインタナショナル株式会社、コア興産株式会社、

株式会社ラムダシステムズ、株式会社アイ・シー 

(注)1.当社では組織を事業部採算制に基づく９つのカンパニーに編成し、事業セグメントの中心的役割としてエンベデッドソリューション事業をエン

ベデッドソリューションカンパニー、ビジネスソリューション事業をビジネスソリューションカンパニー、プロダクトソリューション事業をプ

ロダクトソリューションカンパニーが担うとともに、残る６つのカンパニー(北海道カンパニー、東関東カンパニー、中部カンパニー、関西カ

ンパニー、中四国カンパニー、九州カンパニー)が国内各地において３つの事業セグメントを展開し、それぞれの地域に根ざした密着型の事業

を推進しております。 

2.コーポレート・ブランドを明確化するため、2005 年７月１日付で事業セグメント名称、及び東京地区カンパニー名称を変更しております。 

事業の系統図 

 
(注)1.子会社の株式会社医療福祉工学研究所、及び関連会社の株式会社東北情報センター、北京吉利科電子工程有限公司、株式会社システムクリエイ

ティブは、重要性がないため事業の系統図には含めておりません。 
2.平成 18 年１月 17 日付けで、株式会社ラムダシステムズの全株式を取得し、同社の完全子会社である株式会社アイ・シーとともに子会社化して

おります。 
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２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は、1973 年(昭和 48 年)コアグループ結成以来、独立系の IT ソリューションサービス会社として、大

手コンピュータメーカの枠組みにとらわれることなく、常にエンドユーザ主体のサービスを中心に、情報サー

ビス産業の核(CORE)と位置付けられることを目標としております。｢エンベデッドソリューション事業｣｢ビジ

ネスソリューション事業｣及び｢プロダクトソリューション事業｣の３つの事業セグメントにおいて、30 年以上

にわたり蓄積した IT 技術を駆使し、全方位のトータルソリューションを上流から下流まで一気通貫のサービ

スとして提供してまいります。 

＜企業経営に対する基本スタンス＞ 

当社グループは、これまで旗印としてきた従来の 3S-CTAC ＜Speed・Simple・Self・創(Creative)・技

(Technology)・動(Action & Challenge)＞の精神に、創業期よりグループ社員の信条としてきた I(アイデ

ィア)・F(ファイト)・S(サービス)を加えた<3S-CTAC>+IFS を企業価値追求のスローガンとしております。 

お客様にとって、全方位で展開する当社グループの IT サービスに、信頼と安心、継続的なイノベーショ

ンを伴わせた付加価値を提供する技術者集団として、さらなる顧客満足度の追求と技術革新、企業価値の

高揚を図り、社会に貢献していく所存であります。 

＜企業指針＞ 

• 情報サービス産業の核(CORE)になれ 

• 常に前向きに進め 

• ＜夢・理想・方向＞を持って創造・実行せよ 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は経営の基本方針のもと、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けております。その

ために、当社は継続的な成長と株主価値の 大化を目指すことで、企業発展の源泉として利益確保に努めると

ともに、株主の皆様に対して適正かつ安定した利益配分を継続することを基本方針としております。 

こうした考え方から、連結 ROE は 15％以上の確保を目指すとともに、利益の配分として、今後、配当性向

は 30％以上を継続的に実現し続けることを目指しております。 

また、内部留保金については、将来の経営基盤拡大に向けた M&A 活動、新技術・新製品の研究開発活動、戦

略的な人材開発活動の原資とするほか、中長期的な成長戦略の原資としての有効活用及び、業績向上と財務体

質の強化を図り、株主の皆様のご期待に沿うよう努めていく所存であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引下げは、個人投資家層の拡大及び株式の流動性を高める有効な施策であると認識しております。

平成 17 年１月 28 日開催の取締役会決議により、平成 17 年３月 31 日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

された株主の皆様に対し、平成 17 年５月 20 日を効力発生日とする１:２の株式分割を実施しております。 

今後につきましても個人投資家が参加しやすい環境を整えるため、市場の要請や株価の推移等を勘案して検

討していく所存であります。 

 
(4) 目標とする経営指標 

当社グループは、情報サービス業界平均を上回る成長率の確保を念頭とした企業規模の拡大を目指すととも

に、次の経営指標を主たる目標としております。 
（単位：％） 

目標とする経営指標 目標値 
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 

連結 売上高経常利益率 10 以上 8.7 5.9 7.0 7.4 6.5

 株主資本利益率（ROE） 15 以上 20.3 12.0 13.1 15.0 13.0

 株主資本比率 50 以上 35.4 41.3 41.3 46.6 42.4

単体 配当性向 30 以上 13.1 28.3 27.3 22.3 34.3
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(5) 当社グループの中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

＜中期経営戦略＞ 

当社グループは、｢CSR の遂行＆更なるコアブランド力の強化｣をビジョンに、平成 20 年３月期（2007 年度）

を計画 終年度とした｢第８次三ヵ年計画(２年次)｣を平成 18 年３月 20 日開催の取締役会で決定し、次代への

中期経営戦略を打ち出しました。本計画においては、｢エンベデッドのコア｣を中心としたコアブランドの確立

を目指し、前回計画で打ち出した"CORE VALUE"の追求をさらに進めるべく、次の３項目を目標に掲げました。 

① CSRの遂行／ブランド力の強化 

② コアプロダクトの飛躍と新規分野へのチャレンジ 

③ M&Aおよびビジネスアライアンスの強力推進 

 

本計画の実現に向け、平成 19 年３月期（2006 年度）に実施する基本戦略は次のとおりです。 

 

＜平成 19 年３月期（2006 年度） 基本戦略＞ 

① 更なるブランド力の強化による企業価値拡大 

当社グループは、連結売上高の約60％を占めるエンベデッドソリューション事業を核とし、これの強化・

拡大を図るべく「エンベデッドのコア」をグループブランドの 上位に掲げました。2006年度においては、

高スキル組込み技術者の強化育成と対応業務の拡大により、お客様への「エンベデッドのコア」の浸透・

確立を進めるとともに、当社グループのブランド体系化を進め、事業・製品・技術力の融合による新ビジ

ネスの創出、シナジーの追求に取り組んでまいります。また、自社開発中の超高感度GPSチップや新たに当

社グループに加わったラムダシステムズ社の電子テロップ製品のラインナップ化など、第３、第４の自社

製品の創造とブランド展開の拡大を進め、連結収益力と企業価値の向上に努めてまいります。 

② クロス戦略の推進 

今般の情報通信技術（ICT）の進化は、様々な経験やアイディア、要素となる技術の融合を重ねることに

より、加速し続けております。当社グループは、長年に亘る技術者層の充実と全国拠点のネットワーク網

を強みに有しており、2006年度はこれら経営資源を"クロス戦略"というキーワードで融合・連携させ、収

益力の強化に努めてまいります。東西に配置した当社営業本部と全国ネットワークの活用を機軸に、営業

活動、パートナー開拓、技術者配置をクロス連携させ、事業・業務の選択と集中を推進し、生産効率化と

人・組織の活性化実現を計画しております。 

また、 近開設した刈谷技術センター、大阪技術センターを含め、さらなる地域拠点ネットワークの拡

大と充実を進め、地域に根ざしたビジネス基盤の確立に努めてまいります。 

③ 人・組織・制度の改革 

人の持つ技術力とサービス力、経験と実績による信頼の向上が、当社グループの成長の源泉であり、2006

年度は次のような施策により、次世代を見据えたコア人材の開発と育成に一層注力してまいります。 

・ プロジェクトマネジャーを含む高スキル人材の育成と、社内資格制度の拡充 

・ CGSS（コアグループ・スキル・スタンダード）に基づく人事評価制度の運用と充実化の推進 

・ 新卒者採用と長期育成の企業文化を基盤とした能力成果主義型の人事制度の確立と徹底 

・ 教育制度/プログラムの改革と e-Learning 制度の拡充 
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(6) 親会社等に関する事項 

該当する事項はありません。 
 

(7) その他 

① 株式会社シージー・エンタープライズと当社との関係について 

株式会社シージー・エンタープライズは、当社の発行済株式総数の 19.0％を所有する大株主であり、

また当社の創業メンバーの有志が共同で出資する財産保全会社として、有価証券の取得、保有、及び売

却を行っております。なお、同社はその子会社として株式会社クリエイティブ・トゥエンティワンを有

し、学校法人コア学園グループの小規模な管理を行っております。 

現在、当社代表取締役である種村良平は、コア学園２校の理事長に、その他のコア学園２校について

は理事に就任しておりますが、当社グループはコア学園グループの運営管理支援業務には係っておりま

せん。 

② 株式会社タネムラコーポレーションと当社との関係について 

株式会社タネムラコーポレーションは、当社の発行済株式総数の 14.1％を所有する大株主であり、当

社代表取締役であり主要株主である種村良平及び近親者が議決権の 100％を直接所有する種村良平一族

の財産保全会社であります。同社は、不動産賃貸借事業を小規模に営んでおりますが、同社と当社グル

ープとの間における取引関係はありません。 

③ 役員及び個人主要株主等との取引について 

当社グループと役員及び個人主要株主等との平成 18 年３月期における取引は、次のとおりです。 

関係内容 
属性 会社等の 

名称 住所 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) 

主要株

主及び

その近

親者 

種村良平 東京都 
世田谷区 

学校法人山口コア

学園理事長 － 兼任 
１名 － 商品販売 

(注) 13,898 売掛金 882 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 
   商品販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

なお、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当連結会計年度の業績概要 

当連結会計年度の我が国経済は、設備、雇用の拡大といった前向きな動きの企業部門や、所得環境の改善

を反映した好調な個人消費を背景に、緩やかな景気回復基調で推移いたしました。一方、団塊世代の大量退

職を迎える 2007 年問題、高騰する原油高とデフレ脱却との狭間で安定しない物価、日銀の量的緩和による

金融動向など、将来不安を解消しなければならない課題も多く、先行きの見極めが難しい状況です。 

情報サービス業界においては、経営統合・合併による金融システム開発需要の急増、自動車や DVD・PDP

といったデジタル家電などの開発に高付加価値・高スキル・短納期がますます求められるエンベデッド（組

込み）システム需要の増加など、受注環境が拡大しております。また、これら需要に対応できる技術者の不

足が深刻な状況になる一方で、業界慣例的に行われてきた開発多重請けの受注構造が問い直され、競争と協

業のバランスが急速に見直される動きとなっております。 

このような経営環境の下、当社グループは｢エンベデッドのコア｣をブランド戦略として掲げ、優良顧客(メ

ーカ)への集中的な営業展開と新規分野の開拓により販売強化を図ってまいりました。 

一方、生産性向上においては、PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）を設置し、プロジェクトマネ

ジメントの徹底、品質管理システムの改善、開発生産性の向上に取り組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度における売上高は 22,831 百万円(前連結会計年度比 5.8％増)、売上総利益は

既存コア製品の機能強化等のための開発投資の増加や、エンベデッドソリューション事業およびプロダクト

ソリューション事業で発生した中規模プロジェクトの赤字等により、4,774 百万円（同 2.7％増）に止まり

ました。また、超高感度 GPS チップなどの新製品への研究開発投資や、ISMS（情報セキュリティマネジメン

トシステム）認証取得など内部統制機能強化による管理費増加、人材教育のため e-learning システムの環

境整備費増加等により、営業利益は 1,484 百万円(同 4.6％減)、経常利益は 1,479 百万円(同 7.9％減)、当

期純利益は 875 百万円(同 4.7％減)となりました。 

なお、プロダクトソリューション事業強化、および、エンベデッドソリューション事業におけるシナジー

強化に向けては、平成 18 年１月 17 日付けで電子テロップ製品を開発・販売する株式会社ラムダシステムズ

の全株式を取得し、同社の完全子会社である株式会社アイ・シーとともに子会社化しました。また、発生し

た赤字プロジェクトについては、平成 18 年２月末に終焉し、リスクを解除しました。今後は未然の発生防

止に向け、一層のプロジェクトマネジメント強化、リスク防止策の改善・充実に努めてゆく所存です。 

 

(注)株式会社ラムダシステムズおよび株式会社アイ・シーについては、当連結会計年度末より連結の範囲に含めており

ます。当連結会計年度において、損益に与える影響はありません。 
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＜当連結会計年度における連結業績と前期との比較＞ (単位：百万円)

連結業績 
 

平成 17 年３月期(A) 平成 18 年３月期(B)

増 減 

(B)-(A) 

増減率(％) 

(B)／(A)-１ 

売 上 高 21,572 22,831 1,259 5.8

営 業 利 益 1,555 1,484 △71 △4.6

経 常 利 益 1,605 1,479 △126 △7.9

当 期 純 利 益 917 875 △42 △4.7

 

 金 額 構成比 金 額 構 成 比 増減率 

百万円 ％ 百万円 ％ ％

エンベデッドソリューション事業 12,343 57.2 12,663 55.5 2.6

 エンベデッドシステム開発 5,658 26.2 7,176 31.4 26.8

 通信関連システム開発 4,282 19.8 3,153 13.8 △26.3

 エンジニアリングシステム開発 1,809 8.4 1,880 8.2 3.9

 マイクロエレクトロニクスデザイン 593 2.8 452 2.1 △23.8

ビジネスソリューション事業 6,749 31.3 7,392 32.4 9.5

 金融ソリューション 2,516 11.7 2,994 13.1 19.0

 製造ソリューション 1,295 6.0 1,424 6.2 9.9

 流通ソリューション 625 2.9 873 3.8 39.5

 公共ソリューション 1,505 7.0 1,310 5.7 △12.9

 Web ソリューション 805 3.7 789 3.6 △2.0

プロダクトソリューション事業 2,479 11.5 2,775 12.1 11.9

 ソフトプロダクト販売 116 0.5 102 0.5 △11.7

 カスタマイズサービス 443 2.1 597 2.6 34.8

 ソフトウェア販売 850 3.9 566 2.4 △33.3

 システム販売 466 2.2 731 3.2 56.9

 その他情報サービス 603 2.8 776 3.4 28.7

計 21,572 100.0 22,831 100.0 5.8
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② 事業セグメント別の状況 

当社グループは、平成 17 年７月１日付の組織機構の名称変更とあわせ、事業セグメントごとの業況をよ

り分かりやすくする目的で、従来事業セグメントの内訳として開示してきた品目区分をサービス区分と改め

ました。エンベデッドソリューション事業については、別の観点として製品区分を設定し、当中間期より当

該情報の開示をすることといたしました。今後は、これら区分を事業ポートフォリオと位置付け、経営環境

の変化に即応した経営戦略の実行状況をより具体的に開示してまいります。 

 

当社グループの事業セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

 

＜事業セグメント別概況一覧＞ 

事業ポートフォリオ毎の業績に関する前期との比較 
 金額(百万円)

増減率(％)
主な増減要因 

   

 エンベデッドソリューション事業 
12,633

2.6
 

エンベデッドソフトウェア開発分野は、前期に続いて、車載システム、第三世代携帯電話、情報家電、

液晶製造・検査装置開発などの組込ソフトウェア開発が堅調に増加いたしました。また、高感度ＧＰＳチ

ップの研究開発では評価用チップを作成しました。 

この結果、エンベデッドソリューション事業の売上高は 12,663 百万円(前連結会計年度比 2.6％増)とな

りました。 

エンベデッドシステム開発 
7,176

26.8

高機能プリンタ、液晶製造検査装置などの制御用ソフトの

分野が大きく伸長。 

通信関連システム開発 
3,153

△26.3

主に携帯電話アプリケーション開発で新機種規格の見直

し等による開発費削減の影響があり、減少。 

エンジニアリングシステム開発 
1,880

3.9

製造業関連（車、半導体など）のエンジニアリング需要が

増加し伸長。 

(

サ
ー
ビ
ス
区
分) 

マイクロエレクトロニクスデザイン 
452

△23.8

ハードウェア基板等の設計・開発は堅調であったが、前期

の EMS 企業活用大型案件の開発が収束し、減少。 
 

携帯電話・通信端末 
3,349

－

2G・3G 携帯電話での各メーカ新機種の機能要件の見直しか

ら、一時的な開発費削減の影響。 

通信インフラ 
1,284

－

携帯電話の通信網拡大に伴う構内交換機開発や、インター

ネットとの連携サーバシステム開発。 

自動車制御・車載システム 
1,578

－

業界の好況を背景に、エンジン制御、カーナビゲーション

システム、その他付加機能のシステム需要。 

情報家電 
2,276

－

高機能プリンタ、DVD・PDP 等のデジタル情報家電向けの開

発が引き続き活況。 

FA・装置制御 
868

－

液晶製造装置・検査装置を中心とした半導体製造装置シス

テムの開発。 

   

(

製
品
区
分) 

その他 
3,306

－    

計 
12,663

－
 

(注) サービス区分毎の売上高の数値は、従来から開示している品目毎の売上高の数値と同じでありま

す。当事業は、サービス区分に加え製品区分毎の売上高も記載致します。 

なお、当期から事業セグメント名称等、次のとおり変更しております。 

(旧)                    (新) 

情報通信ソリューションサービス事業   →   エンベデッドソリューション事業 

インターネット関連システム開発    →   通信関連システム開発 
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事業ポートフォリオ毎の業績に関する前期との比較 

 金額(百万円)

増減率(％)
主な増減要因 

 

 ビジネスソリューション事業 
7,392

9.5
 

官公庁向けシステムや自治体向け電子化ソリューションなどの公共分野の受注は減少しましたが、金

融、製造、流通の各分野で引合いが好調に推移し、売上高は伸張しました。 

その結果、売上高は 7,392 百万円(前連結会計年度比 9.5％増)となりました。 

金融ソリューション 
2,994

19.0

金融機関の銀行システム開発案件などの需要が引き続き

好調となり、伸長。 

製造ソリューション 
1,424

9.9

前期から好調に推移している製造業界向けシステム開発

が引き続き拡大し、伸長。 

流通ソリューション 
873

39.5

継続的な流通システム開発案件の受注に加え、新たな物

流・流通システムの開発を受注し、伸長。 

公共ソリューション 
1,310

△12.9

大手通信事業者の大型システム開発業務が収束した影響

により、減少。 

(

サ
ー
ビ
ス
区
分) 

Webソリューション 
789

△2.0

セキュリティ、認証、Web システムの開発案件を中心に微

減で推移。 

(注) 当事業はサービス区分と製品区分を同一の区分で管理しているため、サービス区分のみ記載して

おります。 

なお、当期から事業セグメント名称等、次のとおり変更しております。 

(旧)                    (新) 

ビジネスソリューションサービス事業   →   ビジネスソリューション事業 

金融システム開発           →   金融ソリューション 

製造システム開発           →   製造ソリューション 

流通システム開発           →   流通ソリューション 

公共システム開発           →   公共ソリューション 

ドットコムビジネス          →   Web ソリューション 
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事業ポートフォリオ毎の業績に関する前期との比較 
 金額(百万円)

増減率(％)
主な増減要因 

 

 プロダクトソリューション事業 
2,775

11.9
 

当社グループの主力製品である「OpenPDM/e-OpenPDM（製品データ管理システム）」、「ITAM/ITAMScan（統

合資産管理システム）」の製品販売・顧客向けカスタマイズ及び保守メンテナンスサービスの推進に加え、

半導体検査装置用システム販売が好調に推移した結果、売上高は 2,775 百万円(前連結会計年度比 11.9％

増)となりました。 

ソフトプロダクト販売 
102

△11.7

主力製品である｢ITAM/ITAMScan｣、次期製品リリース前の

｢OpenPDM/e-OpenPDM｣の新規受注が減少。 

カスタマイズサービス 
597

34.8

｢ITAM/ITAMScan｣、｢OpenPDM/e-OpenPDM｣を中心に、コア製

品のユーザーカスタマイズ案件増加により伸張。 

ソフトウェア販売 
566

△33.3
エンベデッドシステム開発ツールの需要が大幅に減少。 

システム販売 
731

56.9

半導体メーカの設備投資が活発化し、半導体検査装置用シ

ステム販売が増加。 

(

サ
ー
ビ
ス
区
分) 

その他情報サービス 
776

28.7

製品保守、アップグレード、導入支援、メンテナンス契約

などのサポートサービスが増加。 
 

ネットワーク・PLM ソリューション
1,164

－

｢ITAM/ITAMScan｣｢OpenPDM/e-OpenPDM｣などコアオリジナ

ル主力製品群 

開発支援ツール 
916

－

エンベデッドシステム用の各種開発支援ツール、コンピュ

ータ、および、周辺機器など 

   

(

製
品
区
分) 

その他 
694

－    

計 
2,775

－
 

(注) サービス区分毎の売上高の数値は、従来から開示している品目毎の売上高の数値と同じでありま

す。当事業は、サービス区分に加え製品区分毎の売上高も記載致します。 

なお、当期から事業セグメント名称等、次のとおり変更しております。 

(旧)                      (新) 

プロダクト・販売等事業         →   プロダクトソリューション事業 
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(2) 財政状態 

当連結会計年度は、業績の順調な推移を背景に、税金等調整前当期純利益が 1,548 百万円(前連結会計年度

比 3.9％減)となり、また、新規連結子会社の取得のための借入による収入 1,000 百万円がありました。その

一方で、法人税等の支払 758 百万円、投資有価証券の取得による支出 672 百万円、新規連結子会社の取得に

よる支出 455 百万円、また自己株式の取得による支出 231 百万円などがあったことにより、現金及び現金同

等物は前連結会計年度末に比べ、99 百万円増加し当連結会計年度末には 2,598 百万円（前連結会計年度比

4.0％増）となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて 79 百万円減少し、902 百万円（前年同期

比 8.1％減）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が 1,548 百万円となり、営業債務の増加額が

74 百万円となったことに対し、法人税等の支払額が 65 百万円増加し 758 百万円となり、売上債権の増加額が

288 百万円となったためであります。 

＜投資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・フローは、前連結会計年度と比べて 885 百万円減少し、△1,037 百万円となり

ました。これは、新規連結子会社の取得による支出 455 百万円、投資有価証券の取得による支出 672 百万円

があったためであります。 

＜財務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・フローは、前連結会計年度と比べて 1,202 百万円増加し、226 百万円となりま

した。これは、新規連結子会社取得のための借入による収入 1,000 百万円があったことに対し、配当金の支

払が 185 百万円、自己株式の取得による支出 231 百万円などがあったためであります。 

 

なお、当社グループのキャッシュ･フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。 

 

区   分 
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(％) 35.4 41.3 41.3 46.6 42.4

時価ベースの株主資本比率(％) ― 28.3 105.0 122.9 118.2

債務償還年数(年) 3.5 8.2 2.9 2.3 4.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 15.1 6.8 26.2 28.1 34.9

(注)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計算しております。 

＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数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社債、長期及び短期借入金を対象と

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。 

 12



(3) 通期の見通し 

我が国経済は、デフレ脱却の兆しが見えてきたとの判断から日銀が量的金融緩和政策を解除するなど、緩や

かな景気回復基調が継続しています。一方で日本の総人口が減少期に入り、団塊の世代の大量退職による熟練

労働者のスキル継承や労働者の確保といった新たな対応や、個人情報の流出、企業の不祥事や重大事故を防止

するため、コーポレート・ガバナンスや企業の内部統制の見直し強化が強く求められています。

このような環境下において、当社グループは CSR への真摯な取組みが、企業価値の向上に直結するとの認識

から、｢CSR の遂行／ブランド力の強化｣を基本方針に掲げ、受注拡大を目指してまいります。また、高感度Ｇ

ＰＳチップやコア製品群の機能強化などの研究開発投資にも注力してまいります。 

エンベデッドソリューション事業では、前連結会計年度に続き、車載システム、第三世代携帯電話、情報家

電、液晶製造・検査装置開発など、様々な分野でのエンベデッドソフトウェア開発に積極的に取り組んでまい

ります。 

ビジネスソリューション事業では、前連結会計年度好調に推移した製造業の需要に加え、投資が急回復して

きた金融機関（銀行、クレジット、生保等）向け大規模プロジェクトの需要に対応し、金融ソリューションサ

ービスの一層の強化と収益の増大を進めてゆきます。 

プロダクトソリューション事業では、IT 投資需要が上向いてきた製造業向けに e-OpenPDM 製品の新シリー

ズをリリースしてまいります。また、「ITAM/ITAMScan（統合資産管理システム）」の OEM 供給、および 新の

検疫ソリューションを提供する ITAM-NAC の販売拡大による収益拡大を図ってまいります。 

また、平成 18 年１月 17 日付で完全子会社化した株式会社ラムダシステムズおよび株式会社アイ・シーとの

エンベデッドソリューション事業でのシナジー強化とともに、電子テロップ事業を機軸とした全国の放送局、

プロダクション、公営企業などの幅広い顧客拡大を見込んでおります。 

 

通期の業績見通しとしましては、現状認識と戦略の実行状況を踏まえ、さらなる企業価値の拡大に尽力し、

次のとおり増収増益を見込んでおります。 

(単位：百万円) 

平成 18 年 9月中間期見通し 平成 19 年 3月期通期見通し 
 

 前年同期比(％)  前年同期比(％)

売 上 高 12,250 111.6 25,600 112.1

営 業 利 益 660 107.0 1,730 116.6

経 常 利 益 640 104.8 1,680 113.6

連 
 

結 

当期(中間)純利益 380 113.4 960 109.7

売 上 高 10,100 105.1 21,000 105.4

営 業 利 益 580 104.9 1,480 115.0

経 常 利 益 580 93.2 1,460 107.4

単 
 

体 

当期(中間)純利益 370 95.5 890 103.5

(4) 

(4) 事業等のリスク 

当社グループでは、特に業績に影響を及ぼすと考えられる事業リスクについて、次のとおり把握、認識する

とともに、必要に応じたリスクマネジメントを推進しております。 

 

① システム開発受託契約における予算管理について 

＜リスク認識＞ 

当社グループのシステム開発において、一括請負契約を受託する場合には、受注時に顧客（委託側）

の諸要件を確認し、作業工数及び外注金額等を検討した後に、当社グループから見積金額及び納期等を
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顧客に提示し契約締結に至ります。受注時におきましては、契約に基づくプロジェクト単位毎に適正利

益を確保することに努めておりますが、業務の性質により、受注時に要件・作業工数等を正確に見積も

ることは困難な場合もあります。そのため、諸要件の変更若しくは作業工数及び外注金額等の変更によ

り、受注時に想定していた利益額が変動することがあります。また､これら受注後の大幅な諸条件の変更

により､不採算プロジェクトが発生し業績に影響を与えることもあります｡ 

このため、当社グループではプロジェクトのリスクについて、次の対策を講じております。 

 

＜プロジェクトへのリスクマネジメント対策＞ 

当社グループでは、プロジェクトのリスク管理に際し、当該リスクの早期認識を第一優先とし、日常

業務における内部牽制の状況と併せ、月次の定例会議を通じてプロジェクトのリスク情報を迅速に把握

するよう努めております。これに加え、見積精度や作業範囲の明確化など、受託業務開始前のプロジェ

クト計画の精度向上を図るとともに、開発スキルや協力会社の選択等を含めた開発体制の妥当性を追求

し、プロジェクト管理体制の強化に努めております。 

 

＜リスク認識についての対策の厳格化＞ 

当社グループは、リスク認識の厳格化を図っております。 

平成 18 年 3月期では、請負契約に基づく提案型ソリューション業務や新規技術開発を伴う業務におい

て、政策的な受注や仕様調整の受入等により、プロジェクトの実行予算上、開発原価が受注金額を超え

る部分が発生したため、受注損失引当金 4百万円を計上しております。 

 

② 外注生産の活用について 

当社グループは、業務を自社内で完遂することを基本としておりますが、一部の開発については、外注

管理基準等に従い、業務遂行上必要に応じて協力会社に外注生産することも進めております。この結果、

外注比率は高くなる傾向になっており、平成 18 年 3月期の連結ベースにおいて、総製造費用に占める外注

費の割合は 65.6％となっております。 

当社グループでは、協力会社において質・量(技術力及び技術者数)が確保出来ない場合、経営成績へ影

響を及ぼす可能性がありますが、協力会社への品質管理・情報管理の徹底を図り、有力な協力会社との長

期的かつ安定的取引関係の維持に努めております。これにより、当社グループでは従業員１人当たりの売

上高及び付加価値の向上とともに、固定費の削減、事業展開の柔軟化といった事業メリットを活用してお

ります。 

 

③ 業績の上半期・下半期の偏りについて 

当社グループの業績は、例年、下半期が上半期を上回る傾向となっております。当社グループは、ソフ

トウェアの受託開発を主たる業務としており、受託先である企業等の検収が期末に集中する傾向にあるこ

とから、下半期の売上高が上半期を上回り、一方、費用面では人件費、事務所費用等の固定費が占める割

合が大きいため、下半期の営業利益及び経常利益は、上半期を上回る傾向にあります。 

なお、 近期間における当社グループの上半期・下半期の業績の推移は、次のとおりであります。 

(単位：百万円) 

第35期 第36期 第37期 
決算期 

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 

決算年月 平成15年９月 平成16年３月 平成16年９月 平成17年３月 平成17年９月 平成18年３月

売 上 高

( 比 率 )

8,862 

47.0 

9,975

53.0

10,678

49.5

10,894

50.5

10,978 

48.1 

11,852

51.9

営 業 利 益

( 比 率 )

418 

31.8 

895

68.2

585

37.7

969

62.3

616 

41.6 

867

58.4

経 常 利 益

( 比 率 )

421 

32.3 

882

67.7

595

37.1

1,009

62.9

610 

41.3 

868

58.7

(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。 
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  2.比率は、通期の合計に対する上半期・下半期の割合であります。 
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４．連結財務諸表 

(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) 
比較 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

金額(千円) 
増減率
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※１ 2,656,558 2,879,768  223,210

２ 受取手形及び売掛金  4,758,751 5,615,970  857,218

３ 有価証券  23,798 26,667  2,868

４ たな卸資産  573,420 668,717  95,296

５ 繰延税金資産  294,691 299,004  4,312

６ その他  71,851 100,117  28,266

  貸倒引当金  △4,783 △732  4,050

流動資産合計  8,374,287 60.2 9,589,511 58.0 1,215,224 14.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※１ 1,135,368 1,164,131  28,762

(2) 機械装置及び運搬具  83,323 87,247  3,924

(3) 土地 ※１ 2,082,175 2,093,406  11,231

(4) その他  85,817 83,964  △1,852

(5) 建設仮勘定  ― 27,884  27,884

有形固定資産合計  3,386,684 24.4 3,456,635 20.9 69,951 2.1

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  13,495 19,931  6,435

(2) ソフトウェア仮勘定  ― 3,167  3,167

(3) 電話加入権  25,533 26,775  1,241

(4) 連結調整勘定  366,451 888,642  522,190

無形固定資産合計  405,481 2.9 938,516 5.7 533,035 131.5

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※２ 403,699 979,667  575,968

(2) 繰延税金資産  618,265 711,650  93,385

(3) 長期性預金  200,000 200,000  ―

(4) その他  540,036 672,928  132,892

  貸倒引当金  △17,850 △17,850  ―

投資その他の資産合計  1,744,150 12.5 2,546,396 15.4 802,246 46.0

固定資産合計  5,536,315 39.8 6,941,548 42.0 1,405,232 25.4

資産合計  13,910,603 100.0 16,531,060 100.0 2,620,456 18.8
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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) 
比較 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

金額(千円) 
増減率 
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  2,183,384 2,488,432  305,048

２ 短期借入金 ※１ 1,396,977 2,443,670  1,046,693

３ １年以内償還予定社債  100,000 100,000  ―

４ 未払法人税等  444,022 371,098  △72,924

５ 賞与引当金  546,166 565,243  19,076

６ 受注損失引当金  ― 4,180  4,180

７ その他  422,964 496,809  73,844

流動負債合計  5,093,516 36.6 6,469,434 39.1 1,375,918 27.0

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  300,000 200,000  △100,000

２ 長期借入金 ※１ 503,474 1,252,594  749,119

３ 退職給付引当金  1,159,348 1,258,882  99,533

４ 役員退職慰労引当金  282,455 284,507  2,052

５ その他  68,208 25,839  △42,369

固定負債合計  2,313,487 16.6 3,021,823 18.3 708,336 30.6

負債合計  7,407,003 53.2 9,491,258 57.4 2,084,255 28.1

(少数株主持分)   

少数株主持分 
 23,404 0.2 30,414 0.2 7,009 29.9

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※４ 438,900 3.2 438,900 2.7 ― ―

Ⅱ 資本剰余金  151,112 1.1 151,112 0.9 ― ―

Ⅲ 利益剰余金  5,874,948 42.2 6,564,576 39.7 689,628 11.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  45,211 0.3 97,572 0.6 52,360 115.8

Ⅴ 為替換算調整勘定  △29,892 △0.2 △12,859 △0.1 17,033 △57.0

Ⅵ 自己株式 ※５ △83 △0.0 △229,914 △1.4 △229,831 276,239.3

資本合計  6,480,196 46.6 7,009,387 42.4 529,191 8.2

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 13,910,603 100.0 16,531,060 100.0 2,620,456 18.8
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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) 

比較 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
増減率
(％) 

Ⅰ 売上高  21,572,655 100.0 22,831,777 100.0 1,259,121 5.8

Ⅱ 売上原価 ※１ 16,921,792 78.4 18,057,474 79.1 1,135,682 6.7

売上総利益  4,650,863 21.6 4,774,302 20.9 123,439 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,095,407 14.4 3,290,054 14.4 194,647 6.3

営業利益  1,555,455 7.2 1,484,247 6.5 △71,207 △4.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  2,277 2,808  531

２ 受取配当金  13,279 3,445  △9,834

３ 賃貸料収入  16,364 5,404  △10,959

４ 補助金受入額  6,479 6,170  △309

５ 連結調整勘定償却額  13,287 ―  △13,287

６ 持分法による投資利益  49,571 3,735  △45,835

７ その他  14,910 22,448  7,538

営業外収益計  116,170 0.5 44,013 0.2 △72,156 △62.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  34,924 25,889  △9,035

２ 賃貸料原価  10,585 5,318  △5,266

３ 棚卸資産廃棄損  368 ―  △368

４ 為替差損  ― 6,749  6,749

５ その他  20,091 10,971  △9,120

営業外費用計  65,969 0.3 48,928 0.2 △17,040 △25.8

経常利益  1,605,656 7.4 1,479,332 6.5 △126,323 △7.9

Ⅵ 特別利益   

  投資有価証券売却益  18,928 69,661  50,733

特別利益計  18,928 0.1 69,661 0.3 50,733 268.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除売却損 ※２ 7,456 ―  △7,456

２ 関係会社株式評価損  5,926 ―  △5,926

特別損失計  13,382 0.0 ― ― △13,382 △100.0

税金等調整前当期純利益  1,611,201 7.5 1,548,993 6.8 △62,207 △3.9

法人税、住民税及び 
事業税 

 736,832 3.4 703,105 3.1 △33,726 △4.6

法人税等調整額  △53,591 △0.2 △32,082 △0.1 21,509 △40.1

少数株主利益  9,992 0.0 2,959 0.0 △7,032 △70.4

当期純利益  917,968 4.3 875,010 3.8 △42,957 △4.7
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  151,112  151,112

Ⅱ 資本剰余金期末残高  151,112  151,112

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,142,361  5,874,948

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  917,968 917,968 875,010 875,010

Ⅲ 利益剰余金減少高   

配当金  185,382 185,382 185,382 185,382

Ⅳ 利益剰余金期末残高  5,874,948  6,564,576
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

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  1,611,201 1,548,993 

２ 減価償却費  158,427 145,984 

３ 連結調整勘定償却額  78,325 91,612 

４ 貸倒引当金の減少額  △145 △4,100 

５ 賞与引当金の増加額  32,446 17,653 

６ 退職給付引当金の増加額  121,369 99,533 

７ 役員退職慰労引当金の増減額  △6,371 2,052 

８ 受注損失引当金の増加額  ― 4,180 

９ 有価証券売却益  △249 ― 

10 投資有価証券売却益  △18,928 △69,661 

11 関係会社株式評価損  5,926 ― 

12 持分法による投資利益  △49,571 △3,735 

13 固定資産除売却損  7,456 ― 

14 売上債権の増加額  △73,408 △288,078 

15 たな卸資産の増減額  △84,410 83,690 

16 営業債務の増減額  △103,821 74,960 

17 前受金の増加額  11,021 4,609 

18 未払消費税の減少額  △8,994 △5,336 

19 受取利息及び配当金  △15,557 △6,254 

20 支払利息  34,924 25,889 

21 その他  3,484 △54,566 

小計  1,703,125 1,667,426 

22 利息及び配当金の受取額  5,576 18,935 

23 利息の支払額  △34,924 △25,889 

24 法人税等の支払額  △692,166 △758,056 

営業活動によるキャッシュ・フロー  981,610 902,416 

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  △50,113 △60,017 

２ 定期預金の払戻による収入  ― 70,581 

３ 有価証券の取得による支出  △219 △616 

４ 有価証券の売却による収入  ― 2,000 

５ 有形固定資産の取得による支出  △89,457 △151,303 

６ 無形固定資産の取得による支出  △2,380 △17,215 

７ 投資有価証券の取得による支出  △5,025 △672,419 

８ 投資有価証券の売却による収入  22,928 264,760 

９ その他の投資の取得による支出  △65,826 △24,511 

10 その他の投資の回収による収入  38,573 7,383 

11 株式の取得により新規連結したことに伴 

  う支出 
 △118 △455,667 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △151,639 △1,037,025 
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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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

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  △180,340 △137,345 

２ 長期借入れによる収入  200,000 1,050,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △210,094 △168,962 

４ 社債の償還による支出  △600,000 △100,000 

５ 自己株式の取得による支出  △83 △231,757 

６ 配当金の支払額  △185,382 △185,378 

７ 少数株主への配当金の支払額  △414 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △976,314 226,556 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,283 7,359 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △147,626 99,306 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  2,630,845 2,498,958 

Ⅶ 新規連結による現金及び現金同等物の増加
額 

 15,739 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高  2,498,958 2,598,265 
    

 
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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) 

該当する事項はありません。 

 
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) 

該当する事項はありません。 
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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 ７社 
  連結子会社の名称 
   株式会社アコード・システム 

   株式会社アクティブ・ブレイン
ズ・トラスト 

   コアネットインタナショナル株
式会社 

   コア興産株式会社 
   北京核心軟件有限公司 
   株式会社ギガ 
   株式会社プロネット 
    非連結子会社であった株式会

社ビッツ・コムについては、当
連結会計年度より連結の範囲に
含めております。なお、株式会
社ビッツ・コムは株式会社ギガ
との合併により消滅しておりま
す。 

    また、株式会社プロネットに
ついては、新たに株式を取得し
たことにより、当連結会計年度
より連結の範囲に含めておりま
す。 

(1) 連結子会社の数 ９社 
  連結子会社の名称 
   株式会社アコード・システム 

   株式会社アクティブ・ブレイン
ズ・トラスト 

   コアネットインタナショナル株
式会社 

   コア興産株式会社 
   北京核心軟件有限公司 
   株式会社ギガ 
   株式会社プロネット 
   株式会社ラムダシステムズ 
   株式会社アイ・シー 
    株式会社ラムダシステムズに

ついては、新たに株式を取得し
たことにより、当連結会計年度
末より連結の範囲に含めており
ます。 

    また、株式会社ラムダシステ
ムズの100％子会社である株式
会社アイ・シーについても、当
連結会計年度末より連結の範囲
に含めております。 

 (2) 非連結子会社の数 ３社 

  非連結子会社の名称 

   上海核心信息技術有限公司 

   アンサー・アンド・コンサルテ

ィング株式会社 

   株式会社医療福祉工学研究所 

  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

損益及び利益剰余金(持分に見

合う額)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) 非連結子会社の数 ３社 

  非連結子会社の名称 

同左 

 

 

 

  連結の範囲から除いた理由 

同左 

 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及
び関連会社 

  非連結子会社の数 ２社 
  非連結子会の名称 
   上海核心信息技術有限公司 
   アンサー・アンド・コンサルテ

ィング株式会社 
  関連会社 ４社 
  持分法適用会社の名称 
   株式会社ダイセック 
   協立システム開発株式会社 

   ケイ・エヌ情報システム株式会
社 

   株式会社古河市情報センター 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及
び関連会社 

  非連結子会社の数 ２社 
  非連結子会社の名称 
   上海核心信息技術有限公司 
   アンサー・アンド・コンサルテ

ィング株式会社 
  関連会社 ４社 
  持分法適用会社の名称 
   株式会社ダイセック 
   協立システム開発株式会社 

   ケイ・エヌ情報システム株式会
社 

   株式会社古河市情報センター 
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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) 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社 

  持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社の

名称 

   株式会社システムクリエイティ

ブ 

   株式会社東北情報センター 

   北京吉利科電子工程有限公司 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社 

  持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社の

名称 

同左 

 

 (3) 持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、それぞれ

連結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

分法の適用から除外しておりま

す。 

(3) 持分法を適用しない理由 

同左 

 

 (4) 持分法の適用の手続について特に

記載する必要があると認められる

事項 

   持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、当該会社の事業年度に係る

財務諸表を使用しております。 

(4) 持分法の適用の手続について特に

記載する必要があると認められる

事項 

同左 

３ 連結子会社の決算日に関

する事項 

 連結子会社のうち北京核心軟件有限

公司の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表を作成するにあたっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な修正を行っており

ます。 

同左 

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 たな卸資産の評価方法及び評価

基準 

   商品  移動平均法による原価

法 

   原材料 移動平均法による原価

法 

   仕掛品 個別法による原価法 

   貯蔵品 終仕入原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① たな卸資産の評価方法及び評価

基準 

   商品     同左 

 

   原材料    同左 

 

   仕掛品    同左 

   貯蔵品    同左 

  ② 有価証券の評価方法及び評価基

準 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定) 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 ② 有価証券の評価方法及び評価基

準 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

    時価のないもの 

同左 
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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) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

  有形固定資産 

  定率法 

   但し、平成10年４月１日以降取

得した建物(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、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

  有形固定資産 

同左 

   無形固定資産 

  市場販売目的のソフトウェア 

   見込販売期間(３年以内)におけ

る見込販売数量に基づく償却額と

販売可能な残存有効期間に基づく

均等配分額を比較し、いずれか大

きい額を計上しております。 

  自社利用のソフトウェア 

   見込利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。 

  無形固定資産 

  市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

  自社利用のソフトウェア 

同左 

 

 (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

に回収可能性を勘案し、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 

同左 

  ② 賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額を計上しております。 

 ② 賞与引当金 

同左 

  ③ 受注損失引当金 

―――――― 

 ③ 受注損失引当金 

    ソフトウェアの請負契約に基

づく開発のうち、当連結会計年

度末時点で将来の損失が見込ま

れ、かつ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能なものに

ついては、将来発生が見込まれ

る損失額を計上しております。
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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 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、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

    未認識数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数(５年)

による定額法により、その発生

時の翌連結会計年度から費用処

理しております。 

 ④ 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

    役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、役員退職慰労

金支給規程に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しておりま

す。 

 ⑤ 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。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (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 

   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。

(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 

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方

法は、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却

しております。ただし、金額が僅少な

ものは、発生した期の損益として処理

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) 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

(1) 利益処分または損失処理の取扱方

法 

   連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいております。 

(1) 利益処分または損失処理の取扱方

法 

同左 

 (2) 連結剰余金計算書の作成の手続き

について特に記載する必要がある

と認められる事項 

   連結子会社の利益準備金につい

ては、株式取得日以降に発生した

連結持分を連結剰余金に含めてお

ります。 

(2) 連結剰余金計算書の作成の手続き

について特に記載する必要がある

と認められる事項 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 資金の範囲には、手許現金、要求払

預金及び取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短期的

な投資を含めております。 

同左 

 
 
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) 

────────── (連結損益計算書) 

 当連結会計年度から、｢棚卸資産廃棄損｣(当連結会計

年度572千円)は、金額が僅少となったため、営業外費用

の｢その他｣に含めて表示しております。 

 
会計処理の変更 

 
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） 

 当連結会計年度から｢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

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号)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。  
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追加情報 

 
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) 

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) 

――――――――― (受注損失引当金) 

 当連結会計年度では、請負契約に基づく提案型ソリュ

ーション業務や新規技術開発を伴う業務において、政策

的な受注や仕様調整の受入等により、プロジェクトの実

行予算上、開発原価が受注金額を超える部分が発生した

ため、受注損失引当金4百万円を計上しております。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
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 担保に供している資産とこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

   担保提供資産 

建物及び構築物 177,604千円

土地 280,160千円

計 457,764千円

 

   上記に対する債務 

短期借入金 24,000千円

長期借入金 72,000千円

計 96,000千円

    なお、上記の他、加入する協同組合広島インテ

リジェントセンターの借入金1,158,563千円に対

して建物180,386千円、土地317,783千円を担保に

供しております。 

※１ 担保に供している資産とこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

   担保提供資産 

現金及び預金 90,077千円

建物及び構築物 174,219千円

土地 280,160千円

計 544,457千円

   上記に対する債務 

短期借入金 324,000千円

長期借入金 48,000千円

計 372,000千円

    なお、上記の他、加入する協同組合広島インテ

リジェントセンターの借入金969,937千円に対し

て建物172,264千円、土地317,783千円を担保に供

しております。 

※２ 非連結子会社及び関連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) 184,682千円
 

※２ 非連結子会社及び関連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) 195,579千円
 

 ３ 保証債務 

    関連会社の金融機関からの借入金に対し、次の

とおり債務保証を行っております。 

株式会社東北情報センター 29,000千円
 

 ３ 保証債務 

    関連会社の金融機関からの借入金に対し、次の

とおり債務保証を行っております。 

株式会社東北情報センター 6,000千円
 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式7,415千株であ

ります。 

※５ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

   普通株式                40株

 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式14,830千株で

あります。 

※５ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

   普通株式              200,080株
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(連結損益計算書関係) 

 
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 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

製造費用 24,456千円

一般管理費 18,384千円

計 42,840千円
 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

製造費用 6,740千円

一般管理費 65,085千円

計 71,826千円
 

※２ 固定資産除売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 965千円

土地 5,637千円

その他(工具器具及び備品) 853千円

計 7,456千円
 

────────── 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
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 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 

現金及び預金勘定 2,656,558千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △157,599千円

現金及び現金同等物 2,498,958千円
  

１ 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 

現金及び預金勘定 2,879,768千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △281,503千円

現金及び現金同等物 2,598,265千円
  

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

    株式の取得により株式会社プロネットを新た

に連結したことに伴なう新規連結開始時の資産

及び負債の内訳、並びに当該新規連結子会社株

式の取得価額と新規連結子会社取得による支出

(純額)との関係は、次のとおりであります。 

 

 

流動資産 20,261千円

固定資産 2,143千円

流動負債 1,737千円

固定負債 △4,142千円

新規連結子会社株式の取得価額 20,000千円

新規連結子会社の現金同等物 19,881千円

差引：新規連結子会社株式取得のた
めの支出 

118千円

  

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

    株式会社ラムダシステムズの株式を取得した

ことにより、同社とその子会社である株式会社

アイ・シーを新たに連結の範囲に含めておりま

す。これに伴なう新規連結開始時の資産及び負

債の内訳、並びに当該新規連結子会社株式の取

得価額と新規連結子会社取得による支出(純額)

との関係は、次のとおりであります。 

流動資産 1,634,323千円

固定資産 220,034千円

連結調整勘定 613,803千円

流動負債 △1,256,373千円

固定負債 △65,080千円

新規連結子会社株式の取得価額 1,146,708千円

新規連結子会社の現金同等物 691,040千円

差引：新規連結子会社株式取得の
ための支出 

455,667千円
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(リース取引関係) 

 
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 

 
工具器具
備品 

 (千円) 

取得価額 
相当額 

19,215 

減価償却 
累計額 
相当額 

17,075 

期末残高 
相当額 

2,140 
 

 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 

 
工具器具
備品 

 (千円) 

取得価額
相当額 

43,236

減価償却
累計額 
相当額 

21,075

期末残高
相当額 

22,160
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,431千円

１年超 849千円

合計 2,281千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 9,656千円

１年超 13,002千円

合計 22,659千円
 

 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 5,528千円

減価償却費相当額 5,217千円

支払利息相当額 122千円
 

 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 1,465千円

減価償却費相当額 1,342千円

支払利息相当額 33千円
 

 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。 

 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 

同左 

   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。 

   利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

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) 
 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
前連結会計年度 

(平成17年３月31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 

 

① 株式 52,796 131,917 79,120

② その他 30,795 30,813 18

小計 83,592 162,730 79,138

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 1,512 1,407 △105

 ② その他 33,912 32,178 △1,733

小計 35,424 33,585 △1,838

合計 119,016 196,316 77,300

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

24,928 19,177 ―

 
３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

 

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

① 非上場株式 22,700

② マネーマネージメントファンド 23,798

合計 46,498
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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 その他有価証券で時価のあるもの 

 
当連結会計年度 

(平成18年３月31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 

 

① 株式 54,308 201,482 147,173

② 債券 20,500 21,685 1,185

② その他 64,728 77,360 12,632

小計 139,537 300,528 160,991

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 

① その他 101,000 100,060 △940

小計 101,000 100,060 △940

合計 240,537 400,588 160,051

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

264,760 69,661 ―

 
３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

 

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

① 非上場株式 253,700

② マネーマネージメントファンド 26,667

③ その他 129,800

合計 410,167

 
４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

 

 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  

社債 ― 21,685 ― ―

② その他 ― 129,800 100,060 ―

合計 ― 151,485 100,060 ―
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(デリバティブ取引関係) 

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) 

当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引

を全く利用していないので、該当する事項はありません。 
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(退職給付関係) 

 
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 採用している退職給付制度の概要 

  厚生年金基金：昭和57年２月１日から従来の退職金

制度に上積みして全国情報サービス

産業厚生年金制度を採用しておりま

す。 

  適格年金  ：平成10年３月１日から退職金制度の

一部について税制適格年金制度を採

用しております。 

  退職一時金 ：退職金支給規定に基づく退職一時金

制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  厚生年金基金： 同左 

 

 

 

  適格年金  ： 同左 

 

 

  退職一時金 ： 同左 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務(適格年金) 104,601千円

        (退職一時金) 1,223,632千円

② 年金資産(適格年金) 97,064千円

③ 退職給付引当金(退職一時金) 1,159,348千円

④ 前払年金費用(適格年金) △3,882千円

⑤ その他の退職給付債務に関する事項 

  未認識数理計算上の差異の未処理額 75,703千円

(注) １ 全国情報サービス産業厚生年金基金は、総合

設立型であり、自社の拠出に対応する年金資

産を合理的に計算することが出来ないため、

掛金拠出額を退職給付費用に計上しており

ます。なお、掛金拠出割合による年金資産の

額は1,983,408千円であります。 

２ 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。 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務(適格年金) 110,735千円

        (退職一時金) 1,299,721千円

② 年金資産(適格年金) 102,181千円

③ 退職給付引当金(退職一時金) 1,258,882千円

④ その他の退職給付債務に関する事項 

  未認識数理計算上の差異の未処理額 49,393千円

(注) １ 全国情報サービス産業厚生年金基金は、総合

設立型であり、自社の拠出に対応する年金資

産を合理的に計算することが出来ないため、

掛金拠出額を退職給付費用に計上しており

ます。なお、掛金拠出割合による年金資産の

額は2,742,166千円であります。 

２ 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 

① 退職給付費用 252,659千円

② 勤務費用 210,784千円

③ 利息費用 17,723千円

④ 期待運用収益 △1,859千円

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 26,010千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 退職給付費用 271,412千円

② 勤務費用 227,092千円

③ 利息費用 19,368千円

④ 期待運用収益 △1,941千円

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 26,893千円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 ① 割引率：各制度ごとに退職給付の見込支払日まで

の平均期間に基づいて設定しておりま

す。 

  (適格年金) 1.7％

  (退職一時金) 1.7％

② 期待運用収益率(適格年金) 2.0％

 ③ 退職給付見込額の期間配分方法 

   同左 

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 ① 割引率：各制度ごとに退職給付の見込支払日まで

の平均期間に基づいて設定しておりま

す。 

  (適格年金) 1.7％

  (退職一時金) 1.7％

② 期待運用収益率(適格年金) 2.0％

 ③ 退職給付見込額の期間配分方法 

   同左 

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成18年３月31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

の内訳 

 (繰延税金資産) 

たな卸資産評価損否認 971千円

ソフトウェア償却限度超過額 63,821千円

投資有価証券評価損否認 24,705千円

その他の投資評価損否認 6,671千円

未払事業税否認 35,762千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 7,280千円

賞与引当金損金算入限度超過額 218,535千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 444,929千円

役員退職慰労引当金否認 114,859千円

繰越欠損金 11,635千円

その他有価証券評価差額金 2,288千円

その他 69,176千円

 繰延税金資産小計 1,000,637千円

 評価性引当額 △39,542千円

 繰延税金資産合計 961,095千円

 (繰延税金負債) 

特別償却準備金 △4,485千円

その他有価証券評価差額金 △30,488千円

固定資産圧縮積立金 △13,164千円

 繰延税金負債合計 △48,137千円

繰延税金資産の純額 912,957千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (繰延税金資産) 

たな卸資産評価損否認 132千円

ソフトウェア償却限度超過額 124,627千円

投資有価証券評価損否認 24,705千円

その他の投資評価損否認 6,671千円

未払事業税否認 31,934千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 7,271千円

賞与引当金損金算入限度超過額 227,392千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 503,574千円

役員退職慰労引当金否認 115,846千円

繰越欠損金 9,306千円

その他有価証券評価差額金 1,048千円

その他 74,381千円

 繰延税金資産小計 1,126,892千円

 評価性引当額 △38,746千円

 繰延税金資産合計 1,088,145千円

 (繰延税金負債) 

特別償却準備金 △61,890千円

その他有価証券評価差額金 △2,680千円

固定資産圧縮積立金 △12,918千円

 繰延税金負債合計 △77,490千円

繰延税金資産の純額 1,010,655千円
  

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な項目別の内訳 

  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、法定実効税率の百分の五以下

であるため、注記を省略しております。 

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 1.8％

住民税の均等割 0.6％

連結調整勘定償却額 2.4％

税額控除 △1.1％

その他 △1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3％
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(セグメント情報) 

【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) 

 

 

情報通信 
ソリューション
サービス事業

(千円) 

ビジネス 
ソリューション
サービス事業

(千円) 

プロダクト・
販売等事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

12,343,833 6,749,062 2,479,759 21,572,655  21,572,655

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

583 ― 35,266 35,850 (35,850) ―

計 12,344,416 6,749,062 2,515,026 21,608,505 (35,850) 21,572,655

  営業費用 11,127,349 6,524,716 2,400,983 20,053,049 (35,850) 20,017,199

  営業利益 1,217,067 224,345 114,042 1,555,455 ― 1,555,455

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  

  資産 5,244,916 2,391,947 1,593,230 9,230,094 4,680,509 13,910,603

  減価償却費 53,619 8,570 54,182 116,373 42,053 158,427

  資本的支出 23,912 8,374 11,738 44,024 44,785 88,810

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容 

(1) 情報通信ソリューションサービス事業……ハード技術とソフト技術の融合により、家電・民生機器、

事務機器等に組み込まれるマイコンシステム開発から

情報通信技術へと拡大し、現在はモバイル通信システム、

放送用通信システムなど大規模システムまでをカバー

する情報通信関連事業を提供しております。 

(2) ビジネスソリューションサービス事業……金融、製造、流通、公共分野といった様々な業種・業務

別のビジネスノウハウを基盤に、ドットコムや電子商取

引といった先進分野に至るニーズをも幅広くカバーし、

コンサルタントからソフトウェア開発、サポートといっ

た一貫したビジネスソリューションを提供しておりま

す。 

(3) プロダクト・販売等事業……………………当社グループが保有するソフトウェア・ハードウェア技

術、業務経験、及び開発実績等を結集して研究開発した

自社製品、及びIT関連の各種製商品の販売・サポートサ

ービスを提供するとともに、顧客へのソリューションニ

ーズに合わせたトータルシステムインテグレーション

サービス等を行っております。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(4,680,509千円)の主なものは、親会社での余資

運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
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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) 

 

 

エンベデッド
ソリューション

事業 
(千円) 

ビジネス 
ソリューション

ス事業 
(千円) 

プロダクトソ
リューション

事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

12,663,630 7,392,615 2,775,531 22,831,777  22,831,777

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

999 ― 33,949 34,948 (34,948) ―

計 12,664,629 7,392,615 2,809,480 22,866,725 (34,948) 22,831,777

  営業費用 11,537,056 7,074,241 2,771,179 21,382,477 (34,948) 21,347,529

  営業利益 1,127,573 318,373 38,300 1,484,247 ― 1,484,247

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  

  資産 5,479,245 2,368,013 3,243,197 11,090,456 5,440,604 16,531,060

  減価償却費 52,019 9,830 41,098 102,949 43,034 145,984

  資本的支出 18,925 19,564 86,530 125,021 47,611 172,632

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容 

(1) エンベデッドソリューション事業…………ハード技術とソフト技術の融合により、家電・民生機器、

事務機器等に組み込まれるマイコンシステム開発から

情報通信技術へと拡大し、現在はモバイル通信システム、

放送用通信システムなど大規模システムまでをカバー

する情報通信関連事業を提供しております。 

(2) ビジネスソリューション事業………………金融、製造、流通、公共分野といった様々な業種・業務

別のビジネスノウハウを基盤に、ドットコムや電子商取

引といった先進分野に至るニーズをも幅広くカバーし、

コンサルタントからソフトウェア開発、サポートといっ

た一貫したビジネスソリューションを提供しておりま

す。 

(3) プロダクトソリューション事業……………当社グループが保有するソフトウェア・ハードウェア技

術、業務経験、及び開発実績等を結集して研究開発した

自社製品、及びIT関連の各種製商品の販売・サポートサ

ービスを提供するとともに、顧客へのソリューションニ

ーズに合わせたトータルシステムインテグレーション

サービス等を行っております。 

３ 当連結会計年度から事業セグメント名称を、次のとおり変更しております。 

(旧)                   (新) 
  情報通信ソリューションサービス事業   →   エンベデッドソリューション事業 

  ビジネスソリューションサービス事業   →   ビジネスソリューション事業 

  プロダクト・販売等事業         →   プロダクトソリューション事業 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,440,604千円)の主なものは、親会社での余資

運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
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【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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 
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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 
【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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

 
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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 
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【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) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

記載すべき主要な取引はありません。 

 
２ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
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)

主要株主
及びその
近親者 

種村良平 
東京都 
世田谷区 

学校法人山口コア
学園理事長 

― 兼任１名 ― 
商品販売 
(注) 

14,309 売掛金 3,580

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 商品販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

なお、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
３ 子会社等 

記載すべき重要な取引はありません。 

 
４ 兄弟会社等 

記載すべき重要な取引はありません。 
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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 親会社及び法人主要株主等 

記載すべき主要な取引はありません。 

 
２ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
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)

主要株主
及びその
近親者 

種村良平 
東京都 
世田谷区 

学校法人山口コア
学園理事長 

― 兼任１名 ― 
商品販売 
(注) 

13,898 売掛金 882

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 商品販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

なお、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
３ 子会社等 

記載すべき重要な取引はありません。 

 
４ 兄弟会社等 

記載すべき重要な取引はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
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) 

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           873円90銭 １株当たり純資産額            479円09銭

１株当たり当期純利益          123円79銭 １株当たり当期純利益           59円36銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益          122円65銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益           58円75銭

 当社は、平成17年５月20日付で、株式１株につき２株

の株式分割を行っております。 

 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１株当たり情報については、それぞれ以下のとおり

となります。 
 
１株当たり純資産額            436円95銭
 
１株当たり当期純利益           61円90銭
 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益           61円33銭

（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 

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) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 917,968 875,010

普通株式に係る当期純利益(千円) 917,968 875,010

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,415 14,740

当期純利益調整額(千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株) 

新株予約権 69 154

普通株式増加数(千株) 69 154

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まれなかった潜在
株式の概要 

― ―
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(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) 

 連結財務諸表提出会社は、平成17年１月28日開催の取

締役会決議に基づき、次のとおり、株式分割を行いまし

た。 

１ 平成17年５月20日付をもって、次のとおり普通株式

１株を２株に分割しました。 

(1) 分割により増加した株式数 

普通株式 7,415,290 株 

(2) 分割方法 

平成17年３月31日 終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載また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し

た。 

２ 配当起算日 

平成 17 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、それぞれ次のとおりとなり

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 

     386 円２銭 

１株当たり純資産額 

     436 円 95 銭 

１株当たり当期純利益 

      48 円 14 銭 

１株当たり当期純利益 

      61 円 90 銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

     47 円 99 銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

      61 円 33 銭 
 
  

 当社及び国内連結子会社は、平成 18 年４月１日付で

退職金規程の改正をおこない、適格退職年金制度及び退

職一時金制度を確定拠出年金制度へ移行しております。

本移行に伴う翌連結会計年度に与える影響額は、61,370

千円(特別利益）の見込みであります。 
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５．部門別売上高・受注高及び受注残高 

 

(1) 生産実績 

生産実績 

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

エンベデッドソリューション事業 9,929,330 102.8 

ビジネスソリューション事業 6,003,313 109.2 

プロダクトソリューション事業 1,050,588 147.3 

合計 16,983,233 107.0 

(注) １ 金額は、実際原価によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
外注実績 

当連結会計年度の生産実績に含まれる外注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

エンベデッドソリューション事業 6,429,372 103.3 

ビジネスソリューション事業 4,129,808 111.8 

プロダクトソリューション事業 548,166 133.0 

合計 11,107,347 107.5 

(注) １ 金額は、実際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。 

 
仕入実績 

当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

プロダクトソリューション事業 1,071,520 101.3 

合計 1,071,520 101.3 

(注) １ 金額は、実際仕入額によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(2) 受注実績 

当連結会計年度の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

エンベデッドソリューション 
事業 

12,778,325 102.3 3,503,422 103.4 

ビジネスソリューション事業 7,213,600 104.5 1,750,253 90.7 

プロダクトソリューション事業 3,165,785 114.9 1,106,400 154.5 

合計 23,157,711 104.6 6,360,076 105.4 

(注) １ 金額は、販売金額によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

エンベデッドソリューション事業 12,663,630 102.6 

ビジネスソリューション事業 7,392,615 109.5 

プロダクトソリューション事業 2,775,531 111.9 

合計 22,831,777 105.8 

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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