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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）記載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 7,767 ( 　9.4) 549 ( △1.6) 550 (　0.0)

17年３月期 7,100 ( 　8.0) 558 (  13.6) 550 (　10.2)

 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 311 ( △1.0) 149 42 －  13.8 13.9 7.1

17年３月期 314 (  12.5) 199 47 －  15.5 13.7 7.8
(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 2,086,406株 17年３月期 1,392,408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。
 ⑤当連結会計年度に行われた１：1.5の株式分割に伴う希薄化を調整した場合の17年３月期の１株当たり当期純利益は132円99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 4,052 2,388 58.9 1,145 88

17年３月期 3,899 2,120 54.4 1,497 32

(注)①期末発行済株式数（連結） 18年３月期 2,084,370株 17年３月期 1,391,680株

 ②当連結会計年度に行われた１：1.5の株式分割に伴う希薄化を調整した場合の17年３月期の１株当たり株主資本は998円22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 268 △172 △243 1,097

17年３月期 56 △141 △312 1,243

(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 1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 3,900  258  148  

通　期 8,300  570  330  
（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 158円45銭  

※　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。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社と株式会社北海道キューブシステム（連結子会社）により構成されており、ＩＴを用いて顧客

のビジネスモデルの変革を促し、経営環境の急速な変化への対応を支援するシステムソリューション・サービスを事業

としております。

　当社グループが提供するシステムソリューション・サービスは、以下の３つの品目に分けられます。「システムイン

テグレーション・サービス」では、通信・流通・金融・製造・官公庁といった各業界を重点として、顧客の情報システ

ム構築を一括（または部分的に）受託して行っております。「システムアウトソーシング・サービス」では、顧客のシ

ステム管理運営業務や、性能向上等のシステム修正業務（エンハンス業務）を行っております。また、「プロフェッショ

ナル・サービス」では、顧客の情報システムのサイクル全般に対応しており、システムコンサルティング、システムイ

ンフラ及びデータベースの構築・管理といった業務を行っております。

　このようなサービスを通じて、当社グループはそれぞれの得意先やエンドユーザといった顧客に対し、最適なソリュー

ション・サービスの提供や経営の支援を行っております。

　当社グループの事業に関する各社の位置付け及び系統図は以下のとおりであります。

〔事業系統図〕

 

得 意 先 

〔連結子会社〕 
株式会社北海道キューブシステム  

エ ン ド ユ ー ザ 

（システムインテグレーション・サービス）  
（プロフェッショナル・サービス）  

（システムインテグレーション・サービス）  
（システムアウトソーシング・サービス）  
（プロフェッショナル・サービス）  

（システムインテグレーション・サービス） 
（プロフェッショナル・サービス） 

当 社 

（システムインテグレーション・サービス）  
（システムアウトソーシング・サービス）  
（プロフェッショナル・サービス）  

（注） ：システムソリューション・サービスの提供 

：業務委託 
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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、以下を経営の基本方針としております。

「顧客第一主義」全ての判断基準はお客様にとっての価値とし、お客様の視点で思考することを基本としております。

「重点主義」　　企業には人、モノ、金と時間の４つの要素があります。これらを最大限に活かすために、顧客第

一主義で決定された最重要事項に経営資源を集約します。

「総員営業主義」ユーザーオリエンテッドなサービスを提供するため、全社員が自立したビジネスパーソンとなる

べく社業発展に邁進いたします。

この基本方針のもと、社員一人ひとりが自立したビジネスパーソンとしてお客様やあらゆるステークホルダーと向

かい合い、個人と組織のもつノウハウの全てを駆使して、さらなる顧客満足を創出してまいります。そして、デジ

タルネットワーク社会のリーディング・カンパニーとして常に先進性を求め、技術と創造力を両輪に、企業価値の

最大化を図るとともに、情報化社会の更なる発展に貢献してまいりたいと考えております。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の最重要課題と認識しております。業績向上に邁

進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指す所存であります。

配当につきましては、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位への還元として安定した配

当を継続して実施していくことを基本方針としております。

この基本方針に基づき、当期末の利益配当金につきましては、１株当たり40円の配当を予定しております。

内部留保資金につきましては、内部統制システムの強化、事業拡大のための人材採用及び育成に充当する予定であ

ります。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、株式の流動性の向上及び株主数の増加を図るうえで、投資単位の引下げは資本政策上の重要課題と認識し

ております。そのため、平成17年11月18日において１株につき1.5株の株式分割を実施いたしました。今後も株主資

産価値向上を目指し、業績の推移やマーケットの状況等を総合的に勘案したうえで、投資単位の引き下げを行って

いく方針であります。

（４）目標とする経営指標

当社グループは、以下の三つの指標を重視し、目標設定しております。

　　・　株主にとっての企業価値向上の観点からＲＯＥ15％以上

　　・　収益性を計る指標として連結経常利益率8.0％以上

　　　・　従業員一人ひとりのパフォーマンスを高めていきたいとの主旨から、従業員一人当たりの連結売上高25,000

　　　　　千円以上、連結経常利益2,000千円以上

（５）中長期的な経営戦略

今後、行政や企業活動、個人生活など社会のあらゆる局面においてＩＴの利用が浸透する中で、民間企業において

も、ＩＴ戦略への取り組みが経営の最重要課題となってきております。当社グループは複雑化・高度化する顧客ニー

ズに対応し続けていくことが必要不可欠であると考え、常にお客様の視点に立ったソリューション・サービスの提

供に努めてまいります。

当社グループは、既存の案件を継続的に受注することはもちろん、主たる顧客の業種である流通業・通信業・金融

業において更なる受注拡大に向け注力してまいります。

①　流通・小売業界では、個人消費が低迷する中で異業種進出や販売店の営業時間延長など様々な生き残り戦略が

繰り広げられており、マーチャンダイジング（ＭＤ）業務の効率化やサプライチェーン・マネジメント（ＳＣ

Ｍ）の成熟化が緊急の課題となっております。当社グループは、これまで培ったＭＤやＳＣＭのノウハウを活

かし、顧客のシステム統合・再構築案件に応えてまいります。
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②　通信業界において、特に移動体通信分野では、携帯電話等の人口普及率の高まりや顧客ニーズの多様化に加え

て、番号ポータビリティ制度の導入決定等を控え、今後も熾烈なシェア争いが展開されるものと思われます。

情報通信利用者の囲い込み戦略と不可分な関係にある情報化投資において、当社グループはデータベース・基

盤技術等により顧客の高度化するニーズに応えてまいります。

③　金融業界においては、グローバルスタンダード対応や規制緩和対応、規模の利益を追求した業務提携・合併な

どによるシステム開発投資、あるいは事業の構造改革に伴うシステム開発需要は今後とも底固いものと思われ

ます。当社グループは、顧客業務の知識や技術スキルを活かし、新たなニーズに応えてまいります。

新技術への取組みとしましては、柔軟かつ低価格でスピーディなサービスを提供していくために、Ｌｉｎｕｘ（リ

ナックス）やＪａｖａをはじめとするオープンソース・ソフトウェアやＷｅｂ系システムのノウハウがますます重

要になってきております。これらの技術分野への取組みを一層強化することで、受注拡大を図ってまいる所存であ

ります。

営業戦略としましては、継続ビジネスを更に拡大する取組みとして、顧客との信頼関係をより一歩先の信頼へ繋げ

るべく、ＡＣＲ（Advanced Customer Relationship）活動を実施いたしております。顧客との間で目標・課題の共

有一致をはかり、顧客が抱える課題・ニーズに対してより深く、より細かく対応して行くことで受注拡大を図って

まいります。

また、ビジネスパートナーとの更なる連携強化を目的として、ＡＰＲ（Advanced Partner Relationship）活動を実

施いたしております。当社にとってのベストパートナーとして企業価値向上のベクトル一致を図り、相互の商品力

強化を図り、市場競争力の優位性を実現してまいります。

今後も、ＡＣＲ活動・ＡＰＲ活動を通じ、顧客に提供するサービスの総合力を高めてまいる所存です。

これらの戦略を通じて、当社グループは顧客にとってコストパフォーマンスの高いサービスを提供するとともに、

ステークホルダーに対するＩＲ・ＰＲ活動を充実させることで、キューブシステムグループとしての企業ブランド

の確立を目指してまいります。

※ＡＣＲ活動は当社独自の取組みで、お客様に対しより細やかに対応し、顧客満足を高める活動を総称します。具

体的な取組みとしましては、顧客満足度調査や業界動向等から策定した当社の計画をレポート形式でお客様にコ

ミットし、報告内容を適時検証、年度成果を報告するというサイクルにより、成果を認めていただくとともに、

対応できなかった部分についても次年度の課題として明確にしております。

ＡＣＲ活動と同じコンセプトで、ビジネスパートナーとの信頼関係をより一歩先の信頼へ繋げる取組みがＡＰＲ

活動です。

（６）会社の対処すべき課題

　景気回復の兆候が現れはじめておりますが、情報サービス業においては、企業の情報技術に対する投資姿勢は回復

傾向にあるものの、依然として市場環境は厳しい状況で推移しております。このような中、当社グループは、サー

ビス内容面・価格面でお客様に満足いただけるソリューションを提供していくとともに、以下の課題に取り組み、

企業体質及び競争力の強化を図り、収益の向上を目指します。

　①　内部統制システムの構築

企業倫理がいっそう問われる昨今、企業の内部統制システムの構築・運用がますます重要となってきております。

当社グループは、平成18年１月より、日本版ＳＯＸ法の施行を見据えＩＳＯ9001/14001/27001を統合した独自の

マネジメントシステムの構築に向けた検討会を発足し、その活動を進めております。

　②　情報セキュリティ対策への取組み

個人情報の漏洩が社会問題となっている昨今、当社グループはこれまでも情報サービス業の一員としてとりわけ

顧客情報の保全や機密情報の適切な管理を心がけ、ＩＳＯ27001認証取得やセキュリティ推進委員会の設置、セ

キュリティ設備の強化といった取組みを行ってまいりました。今後も、社員教育やビジネスパートナーへの協力

要請やプライバシーマークの取得活動といった観点から、当社の情報セキュリティマネジメントシステムを継続

的に改善してまいります。

　③  環境保全への取組み

当社グループは、企業活動が地球環境に与える影響を可能な限り低減させていく必要があると認識しており、平

成17年７月に環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ14001の認証を取得しました。今後も、「ＩＳ

Ｏ14001に基づき、環境にやさしい経営を実践する」を方針に、あらゆる場面において環境に配慮した行動を実践

し社会に貢献してまいります。
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　④  人的資本の充実

情報サービス産業においては、高度・複雑化する技術への対応、人材の不足、同業他社・アジアＩＴ企業との競

争激化等の難題を抱えており、当社グループにおきましても、将来を担う人材育成が急務であると考えておりま

す。このため、社員一人ひとりの人材価値向上を図ることを目的に、新人事制度の策定を進めてまいりました。

この人事制度は、ＩＴ技術者のスキル標準として経済産業省が発表した「ＩＴスキルスタンダード（ＩＴＳＳ）」

に基づいて定めており、人材価値または知的価値を最大限に高め、企業価値を向上させる根幹の制度となってお

ります。今後も運用を推進しながら、知的価値創造企業を目指した人事制度の改訂に取り組み、人的生産性の向

上に努めてまいります。

（７）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

（８）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

　当社の監査役会は、社外監査役により構成されております。監査役は、すべての取締役会及び経営会議に出席す

るとともに、他の重要会議にも積極的に参加し、会計・法務・営業それぞれの観点から取締役の業務執行を厳正

に監査しております。また、内部監査室は、社長直轄の独立的組織として各部署の所管業務が法令、定款、及び

社内規程に従い適正かつ有効に運用されているか否かを公正かつ客観的な立場で検討及び評価し、経営会議にそ

の結果を報告するとともに改善指導を行っております。

社内規程につきましては、管理部門において、業務運営全般にわたる諸規程を整備しており、関係法令の改正・

内部統制機能の強化に対応すべく、適宜規程の制定及び改定を実施しております。

②　内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　当社グループでは、コンプライアンス意識の向上を図るため、全社員を対象としたコンプライアンス研修を例年

実施しております。コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンス方針の周知徹底を図るため、当社が定

める「コンプライアンス基本方針」の中でも特に業務に関係する可能性のある項目を抜き出し、具体例を交えて

解説を行った「コンプライアンス基本方針解説書」を作成いたしました。

また、内部監査室の指摘を受け、プロジェクトリーダを対象とした業務標準研修を実施いたしました。業務標準

研修は、受注業務規程・発注業務規程・開発生産規程・職務権限規程に基づき、当社の業務サイクル及び会計基

準を再確認し、内部管理体制の強化を図ることを目的とした研修となっており、今後も継続的に実施していく方

針であります。

（９）その他、会社の経営上の重要な事項

当社グループの更なる事業拡張を図るため、株式会社システムクリエイトと平成17年５月23日付けで「ｋｅｙパー

トナー契約」を締結し、業務・資本提携を行いました。同社のサービスの品質や技術、情報セキュリティマネジメ

ント等を向上させ、更なる事業拡張を目指してまいります。
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の回復に伴う設備投資の増加や株式市場の好況など、力強い

景気回復の足取りを示しました。しかし一方で、原油価格の高騰や国際情勢の動向に対する不安、また将来の増税、

社会保障費負担増加等の不安定要素もあり、先行きは楽観できない状況にありました。

　情報サービス業界におきましても、ＩＴ投資が徐々に顕在化し始める等、回復の兆しが見えてきたものの、価格

競争や企業間競争は一層激化しており、引き続き厳しい状況にありました。

　このような状況の中で、当社グループはお客様の競争優位の実現をサポートするパートナーとして、付加価値や

コストパフォーマンスの高いシステムソリューション・サービスの提供に努め、継続案件の維持・拡大及び新規案

件の受注に邁進し、流通業・通信業向けサービスを中心に売上高は堅調に推移いたしました。

　その結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、連結売上高7,767百万円（前期比9.4％増）となりました。

また、当連結会計年度より、販売費及び一般管理費に役員賞与引当金繰入額を計上した結果、連結営業利益549百万

円（同1.6％減）、連結経常利益550百万円（同0.0％増）、連結当期純利益311百万円（同1.0％減）となりました。

①　事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。

（システムインテグレーション・サービス）

　金融業及び通信業向けサービスの増加により、売上高は4,537百万円（前期比9.5％増）となりました。

（システムアウトソーシング・サービス）

　流通業向けサービスの増加により、売上高は1,305百万円（同10.9％増）となりました。

（プロフェッショナル・サービス）

　官公庁及び金融業向けサービス増加により、売上高は1,923百万円（同8.2％増）となりました。

②　所在地別のセグメントの業績については、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ないた

め、該当事項はありません。

（2）財政状態

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　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146百万円減少

し、1,243百万円となりました。

　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268百万円（前期比373.7％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純利益の計上額563百万円や仕入債務の増加額78百万円等の資金増加と、売上増加に伴う売掛債権の増加額218百

万円及び法人税等の支払額223百万円等の資金減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動の結果使用した資金は172百万円（同22.2％増）となりました。これは主に、定期預金の預入による支

出100百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円及び会員権の取得による支出20百万円等によるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果使用した資金は243百万円（同22.3％減）となりました。これは主に、長期借入金の返済による

支出100百万円、配当金の支払額69百万円等によるものであります。
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　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 54.4 58.9

時価ベースの自己資本比率（％） 112.8 128.6

債務償還年数（年） 10.5 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.3 38.2

※　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（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おります。

２.株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式総数により算出しております。

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・フローを使用してお

ります。また、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・フロー計算書の支払額を使用しております。

 

 　 （3）事業等のリスク

　当社及び当社グループの経営成績及び財務状況等（株価等を含む）に影響を及ぼす可能性のあるリスクとして、

特定の取引先への依存度が高いことが挙げられます。

　当社及び当社グループは、富士通株式会社及びそのグループ会社（富士通株式会社が50％以上の株式を保有して

いる会社）に関わる販売高の全販売高に占める比率が高くなっております（30頁「５．生産、受注及び販売の状

況」(3)販売実績の項参照）。このため、上記顧客の受注動向等は当社及び当社グループの経営成績に影響を与える

可能性があり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。

　これに対して、当社及び当社グループは常にエンドユーザーに密着したサービスを提供することを志向し、富士

通株式会社及びそのグループ会社との関係はもちろん、サービスの最終的な利用者であるエンドユーザーとの緊密

な関係の構築に注力することで、当社及び当社グループの経営成績に及ぼす影響の軽減を図っております。

　なお、文中記載の事項のうち将来に関するものについては、決算短信提出日（平成18年５月９日）現在において

当社グループが判断したものであります。

　また、本項に記載した内容が、当社及び当社グループの事業等に関するリスクの全てを網羅するものではないこ

とをご留意ください。

 

（4）次期見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き企業業績の改善を背景に、設備投資や雇用及び所得情勢が緩やかな上昇

を続け、個人消費も着実な増加が期待されます。情報サービス業においては企業の競争力強化やグローバル化推進、

経営効率化の推進の効果等によってＩＴ投資の回復・拡大が続くものと予想しております。このような中で、当社

グループは付加価値やコストパフォーマンスの高いシステムソリューション・サービスを追求することで、高度化

していくお客様の要望に応え続けてまいります。

　平成19年３月期においては、主要業種である流通業・通信業・金融業向けサービスの受注拡大を図り、増収・増

益を目指してまいります。業績の見通しとしては、連結売上高8,300百万円、連結経常利益570百万円、連結当期純

利益330百万円を見込んでおります。

　業績の見通しにつきましては、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。見通し

に内在するさまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合が

あります。
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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 1,436,611 1,155,632  

２．売掛金 1,369,139 1,587,645  

３．たな卸資産 136,597 125,145  

４．繰延税金資産 86,136 90,409  

５．その他 95,558 27,235  

貸倒引当金 △480 △731  

流動資産合計 3,123,562 80.1 2,985,337 73.7 △138,225

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１      

(1）建物 61,653 55,056  

(2）その他 28,856 23,906  

有形固定資産合計 90,509 2.3 78,962 1.9 △11,547

２．無形固定資産 4,135 0.1 4,021 0.1 △113

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※２ 324,202 455,587  

(2）繰延税金資産 113,488 58,381  

(3）長期性預金 ※３ － 200,000  

(4）その他 243,498 270,543  

貸倒引当金 △393 △173  

投資その他の資産合計 680,796 17.5 984,338 24.3 303,542

固定資産合計 775,441 19.9 1,067,322 26.3 291,881

資産合計 3,899,003 100.0 4,052,659 100.0 153,656
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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 472,865 550,874  

２．短期借入金  440,000 410,000  

３．１年内返済予定長期借
入金

※２ 100,000 20,000  

４．未払法人税等 108,029 139,352  

５．賞与引当金 153,044 157,119  

 ６．役員賞与引当金 － 37,800  

７．その他 317,272 155,681  

流動負債合計 1,591,212 40.8 1,470,829 36.3 △120,383

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金  20,000 －  

２．退職給付引当金 24,650 37,773  

３．役員退職慰労引当金 136,844 149,027  

固定負債合計 181,495 4.7 186,801 4.6 5,305

負債合計 1,772,708 45.5 1,657,630 40.9 △115,078

 

　 （少数株主持分）       

　少数株主持分 5,500 0.1 6,595 0.2 1,094

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 399,200 10.2 399,200 9.9 －

Ⅱ　資本剰余金 338,240 8.7 338,240 8.3 －

Ⅲ　利益剰余金 1,357,553 34.8 1,562,247 38.5 204,693

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

39,986 1.0 110,511 2.7 70,525

Ⅴ　自己株式 ※５ △14,185 △0.3 △21,765 △0.5 △7,579

資本合計 2,120,794 54.4 2,388,433 58.9 267,639

負債・少数株主持分及び
資本合計

3,899,003 100.0 4,052,659 100.0 153,656
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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 7,100,008 100.0 7,767,163 100.0 667,154

Ⅱ　売上原価  ※１ 5,923,274 83.4 6,471,917 83.3 548,643

売上総利益 1,176,734 16.6 1,295,245 16.7 118,511

Ⅲ　販売費及び一般管理費   

１．役員報酬 126,645 134,610  

 ２．役員賞与引当金繰入額 － 37,800  

３．給料手当 103,963 126,276  

４．賞与引当金繰入額 11,432 13,587  

５．退職給付費用 4,381 4,226  

６．役員退職慰労引当金繰
入額

13,473 14,799  

７．福利厚生費 39,546 47,246  

８．支払手数料 61,302 104,132  

９．消耗品費 62,096 －  

10．賃借料 48,998 77,834  

11．その他 146,547 618,388 8.7 185,595 746,108 9.6 127,719

営業利益 558,345 7.9 549,137 7.1 △9,208

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 433 917  

２．受取配当金 5,730 5,894  

３．受取手数料 1,476 1,426  

４．会員権売却益 1,380 －  

５．投資有価証券評価損戻
入益

－ 4,277  

６．その他 893 9,915 0.1 401 12,917 0.2 3,002

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 10,874 7,331  

２. 支払手数料 3,444 3,362  

３．投資有価証券評価損 2,869 －  

４．その他 218 17,406 0.2 467 11,161 0.2 △6,245

経常利益 550,854 7.8 550,894 7.1 39
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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）

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）

Ⅵ　特別利益      

１．投資有価証券売却益 19,516 19,516 0.2 12,710 12,710 0.2 △6,805

Ⅶ　特別損失      

１．本社移転費用 ※２ 27,182   －    

２．持分変動損失 782 27,964 0.4 － － － △27,964

税金等調整前当期純利
益

542,406 7.6 563,605 7.3 21,199

法人税、住民税及び事
業税

233,712 248,083  

法人税等調整額 △6,689 227,023 3.2 2,448 250,532 3.3 23,509

少数株主利益 625 0.0 1,324 0.0 698

当期純利益 314,756 4.4 311,748 4.0 △3,008
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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 338,240 338,240 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高 338,240 338,240 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,144,490 1,357,553 213,062

Ⅱ　利益剰余金増加高  

当期純利益 314,756 314,756 311,748 311,748 △3,008

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 69,694 69,584  

２．役員賞与 32,000 101,694 37,470 107,054 5,360

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,357,553 1,562,247 204,693
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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

542,406 563,605  

減価償却費 57,655 21,751  

引当金の増加額 29,930 67,211  

受取利息及び受取配当
金

△6,164 △6,812  

支払利息 11,024 7,331  

売上債権の増加額
（△）・減少額

91,035 △218,505  

たな卸資産の増加額
（△）・減少額

△293 11,451  

仕入債務の増加額・減
少額（△）

△304,325 78,009  

投資有価証券売却益 △19,516 △12,710  

役員賞与の支払額 △32,000 △37,500  

その他 △15,808 18,481  

小計 353,943 492,314 138,371

利息及び配当金の受取
額

6,112 6,772  

利息の支払額 △10,710 △7,363  

法人税等の支払額 △292,633 △223,060  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

56,711 268,662 211,951
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の預入による
支出 

△120,000 △100,000  

有形固定資産の取得に
よる支出

△17,092 △80,700  

投資有価証券の売却に
よる収入

52,268 19,794  

投資有価証券の取得に
よる支出

△21,079 △15,287  

敷金保証金の返還によ
る収入

83,544 －  

敷金保証金の差入によ
る支出

△91,571 －  

会員権の取得による支
出

－ △20,952  

その他 △27,209 24,732  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△141,140 △172,413 △31,272

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の減少額
(△)

△120,000 △30,000  

長期借入れによる収入 20,000 －  

長期借入金の返済によ
る支出

△110,000 △100,000  

社債の償還による支出 △32,000 △36,000  

自己株式の取得による
支出

△6,225 △7,579  

配当金の支払額 △69,516 △69,287  

少数株主に対する配当
金の支払額

－ △200  

少数株主からの払込に
よる収入

4,875 －  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△312,866 △243,067 69,798

Ⅳ　現金及び現金同等物の減
少額（△）

△397,295 △146,818  

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,641,246 1,243,951  

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※ 1,243,951 1,097,132  
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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 連結子会社の数　１社 同左

連結子会社名

株式会社北海道キューブシステム

　なお、非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 同左

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、連結決算日と一

致しております。

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　有価証券 ①　有価証券

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は部分資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）によっております。

同左

時価のないもの 時価のないもの

　移動平均法による原価法によって

おります。

同左

②　たな卸資産 ②　たな卸資産

仕掛品 仕掛品

　個別法による原価法によっておりま

す。

同左

(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 ①　有形固定資産

　定率法によっております。主な耐用年

数は次のとおりであります。

建　　物：15年～39年

器具備品：３年

　定率法によっております。主な耐用年

数は次のとおりであります。

建　　物：15年～39年

器具備品：３～15年

　なお、器具備品のうち、特定プロジェ

クト開発専用のコンピュータ及び周辺機

器については、取得時に当該プロジェク

トの原価として処理しております。また、

その他のコンピュータ及び周辺機器のう

ち、取得価額が30万円未満のものについ

ては、取得時に一括して費用処理してお

ります。

　なお、器具備品のうち、特定プロジェ

クト開発専用のコンピュータ及び周辺機

器については、取得時に当該プロジェク

トの原価として処理しております。また、

その他のコンピュータ及び周辺機器のう

ち、取得価額が30万円未満のものについ

ては、取得時に一括して費用処理してお

ります。

②　長期前払費用 ②　長期前払費用

　均等償却によっております。償却期間

は２年～５年であります。

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）

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金 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て回収不能見込

額を計上しております。

同左

②　賞与引当金 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、翌

連結会計年度支給見込額のうち当連結会

計年度負担額を計上しております。

同左

③　   ─────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④　退職給付引当金

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。

（追加情報）

　役員賞与について、従来、利益処分に

より未処分利益の減少とする処理を行っ

ておりましたが、当連結会計年度から

「役員賞与の会計処理に関する当面の取

り扱い」（企業会計基準委員会実務対応

報告第13号　平成16年3月9日）に基づき、

発生時に費用処理しております。この結

果、従来の方法と比較して、「営業利

益」、「経常利益」及び「税金等調整前

当期純利益」がそれぞれ37,800 千円減

少しております。

④　退職給付引当金

　当社は、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。

　　　　　　　同左

　また、数理計算上の差異については、

３年による定率法により翌連結会計年度

から費用処理することとしております。

 

⑤　役員退職慰労引当金 ⑤　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、

内規に基づく連結会計年度末要支給見込

額を計上しております。

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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理 ①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。 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

－ 16 －



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．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ヶ月以内に償還期限の到来する短期

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

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。
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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）

（連結貸借対照表関係） （連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において有形固定資産の「その他」に含

めて表示しておりました「建物」は、資産の総額の100分

の１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、前連結会計年度の有形固定資産の「そ

の他」に含まれる「建物」は、6,840千円であります。

　──────

（連結損益計算書関係） （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おりました販売費

及び一般管理費の「消耗品費」は、販売費及び一般管理費

の100分の10以下となったため、当連結会計年度より、販

売費及び一般管理費の「その他」に含めております。なお、

当連結会計年度の「その他」に含まれる「消耗品費」は

16,647千円であります。
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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　有形固定資産の減価償却累計額 25,631千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 44,617千円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　　　　　　──────────

(1）担保に供している資産

投資有価証券 3,948千円

(2）上記に対応する債務

１年内返済予定長期借入金 100,000千円

※３　　　　　　────────── ※３　長期性預金

　当社は効率的な資金運用を行うため、長期の定期預

金の預入を行っております。

　当該預金の金額及び最終満期日は次のとおりであり

ます。

最終満期日 金額

平成21年８月27日 100,000千円

平成22年８月23日 100,000千円

計 200,000千円

　なお、当社の意向により上記預金を満期日前に解約

する場合には、清算金を支払う必要があります。

※４　当社の発行済株式数は、普通株式1,397,760株であり

ます。

※４　当社の発行済株式数は、普通株式2,096,640株であり

ます。

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,080株で

あります。

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式12,270株

であります。

  ６　当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

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及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額 1,780,000千円

借入実行残高 260,000千円

差引額 1,520,000千円

  ６　当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

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及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額 2,280,000千円

借入実行残高 280,000千円

差引額 2,000,000千円
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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　当期製造費用に含まれる研究開発費  ※１　当期製造費用に含まれる研究開発費

2,775千円 2,257千円

 ※２　本社移転費用の内訳は次のとおりであります。

 移転以後に発生した旧本社賃借料 7,982千円

 移転以前に発生した新本社賃借料

 及び水道光熱費
5,980千円

 引越・移設費用 4,720千円

 固定資産除却損 4,338千円

 旧本社原状回復費 3,320千円

 廃棄物処理費用 841千円

　　　 計 27,182千円

 ※２　　　　　　──────────

－ 21 －



（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）

※　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 1,436,611千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△192,659千円

現金及び現金同等物 1,243,951千円

現金及び預金勘定 1,155,632千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△58,500千円

現金及び現金同等物 1,097,132千円

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）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
（その他）

2,777 1,805 972

 　　　　　　　　──────────

(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 576千円

１年超 444千円

合計 1,020千円

 　　　　　　　　──────────

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (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 600千円

減価償却費相当額 555千円

支払利息相当額 40千円

支払リース料 300千円

減価償却費相当額 277千円

支払利息相当額 13千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 2,040千円

１年超 2,720千円

合計 4,760千円

１年内 2,040千円

１年超 680千円

合計 2,720千円
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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

株式 117,462 184,881 67,419

小計 117,462 184,881 67,419

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 35,152 29,820 △5,332

小計 35,152 29,820 △5,332

合計 152,615 214,702 62,086

　（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は減損処理を行っておりません。

なお、当該株式の減損にあたっては、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（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

52,550 19,516 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 109,500

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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

株式 151,400 337,729 186,329

小計 151,400 337,729 186,329

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 7,812 6,757 △1,054

小計 7,812 6,757 △1,054

合計 159,212 344,487 185,274

　（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は減損処理を行っておりません。

なお、当該株式の減損にあたっては、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。
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２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

19,940 12,710 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 111,100

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

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）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

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（千円） △335,744 △345,915

(2）年金資産残高（千円） 295,260 309,456

(3）未積立退職給付債務（(1)＋(2)）（千円） △40,483 △36,458

(4）未認識数理計算上の差異（千円） 15,833 △1,314

(5）退職給付引当金（(3)＋(4)）（千円） △24,650 △37,773

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）

　（注）１．連結子会社は、確定給付型の制度として、退

職一時金制度を設けており退職給付債務の算

定にあたっては簡便法を採用しております。

　（注）１．連結子会社は、確定給付型の制度として、退

職一時金制度を設けており退職給付債務の算

定にあたっては簡便法を採用しております。

２．なお、当社は上記退職給付制度のほか、全国

情報サービス産業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

計実務指針第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

掛金拠出割合に基づく期末の年金資産残高は、

546,055千円であります。

２．なお、当社は上記退職給付制度のほか、全国

情報サービス産業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

計実務指針第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

掛金拠出割合に基づく期末の年金資産残高は、

766,260千円であります。
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３．退職給付費用に関する事項

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）勤務費用（千円） 51,307 54,034

(2）利息費用（千円） 5,797 6,527

(3）期待運用収益（千円） △5,207 △5,905

(4）未認識数理計算上の差異の損益処理額

（千円）
9,414 8,486

(5）退職給付費用（(1)＋(2)＋(3)＋(4)）

（千円）
61,312 63,143

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は勤務費用に計上しております。

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
（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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 2.0 2.0

(3）期待運用収益率（％） 2.0 2.0

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） ３ ３
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⑤　税効果会計

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．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

　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（流動）

賞与引当金否認額 62,142千円

未払事業税 9,091

その他 14,902

繰延税金資産（流動）合計 86,136千円

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 55,629千円

会員権評価損否認額 4,449

減価償却超過額 19,864

退職給付引当金繰入限度超過額 87,731

長期前払費用償却超過額 40,690

投資有価証券評価損否認額 2,169

その他 8,199

繰延税金資産（固定）小計 218,733千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △27,432千円

適格退職年金掛金認容額 △77,812

繰延税金負債（固定）小計 △105,245千円

繰延税金資産（固定）の純額 113,488千円

 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

 　　　　　　────────────

繰延税金資産（流動）

賞与引当金否認額 63,811千円

未払事業税 9,497

その他 17,100

繰延税金資産（流動）合計 90,409千円

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 60,603千円

減価償却超過額 25,569

退職給付引当金繰入限度超過額 111,925

長期前払費用償却超過額 24,793

その他 7,966

繰延税金資産（固定）小計 230,857千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △75,817千円

適格退職年金掛金認容額 △96,658

繰延税金負債（固定）小計 △172,476千円

繰延税金資産（固定）の純額 58,381千円

 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 40.7 ％

（調整）

役員賞与引当金繰入額等永久に損金に算入

されない項目

4.8 ％

 その他 △0.9 ％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6 ％

－ 26 －



⑥　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）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）

　当社グループは単一セグメントのため、該当事項はありません。

【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）

　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ないため、該当事項はありません。

【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）

　海外売上高がないため、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）

　該当事項はありません。
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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 　1,497円　32銭

１株当たり当期純利益金額    199円　47銭

１株当たり純資産額 　1,145円　88銭

１株当たり当期純利益金額       149円　42銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

　当社は、平成16年11月19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。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

報については、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 1,368円　94銭

１株当たり当期純利益金額    177円　34銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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11月18日付で株式１株につき1.5株の

株式分割を行っております。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

情報については、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額      998円　22銭

１株当たり当期純利益金額       132円　99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。

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)

当期純利益（千円） 314,756 311,748

普通株主に帰属しない金額（千円） 37,000 －

(うち利益処分による役員賞与金（千円）) (37,000) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 277,756 311,748

期中平均株式数（千株） 1,392 2,086

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当社グループは、システムソリューション・サービスの単一セグメントのため、当連結会計年度の生産実績を事業の

種類別セグメントにかえて品目別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

品目

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)

金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

システムインテグレー

ション・サービス
4,145,533 58.4 4,537,903 58.4

システムアウトソーシ

ング・サービス
1,177,235 16.6 1,305,929 16.8

プロフェッショナル・

サービス
1,777,240 25.0 1,923,330 24.8

合計 7,100,008 100.0 7,767,163 100.0

　（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

　当社グループは、システムソリューション・サービスの単一セグメントのため、当連結会計年度における受注状況を

事業の種類別セグメントにかえて品目別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

品目

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)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

システムインテグレー

ション・サービス
4,048,481 1,059,257 4,816,831 1,338,185

システムアウトソーシ

ング・サービス
1,173,152 357,373 1,493,199 544,643

プロフェッショナル・

サービス
1,887,798 441,339 1,931,430 449,439

合計 7,109,431 1,857,969 8,241,461 2,332,267

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

①　品目別販売実績

　当社グループは、システムソリューション・サービスの単一セグメントのため、当連結会計年度の販売実績を事

業の種類別セグメントにかえて品目別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

品目

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)

金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

システムインテグレー

ション・サービス
4,145,533 58.4 4,537,903 58.4

システムアウトソーシ

ング・サービス
1,177,235 16.6 1,305,929 16.8

プロフェッショナル・

サービス
1,777,240 25.0 1,923,330 24.8

合計 7,100,008 100.0 7,767,163 100.0

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

 （単位：千円）

相手先

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)

金額 割合(％) 金額 割合(％)

富士通株式会社 2,125,295 29.9 1,978,915 25.5

株式会社野村総合研究所 1,175,124 16.6 1,423,193 18.3

みずほ情報総研株式会社 725,400 10.2 812,666 10.5

 

②　業種別販売実績

　当連結会計年度の販売実績をエンドユーザの業種別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

業種区分

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)

金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

流通業 1,926,759 27.2 1,990,020 25.6

通信業 1,804,810 25.4 2,150,338 27.7

金融業 1,223,126 17.2 1,460,616 18.8

官公庁 588,902 8.3 802,213 10.3

製造業 447,739 6.3 363,535 4.7

その他 1,108,669 15.6 1,000,437 12.9

合計 7,100,008 100.0 7,767,163 100.0

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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