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平成１８年３月期平成１８年３月期平成１８年３月期平成１８年３月期            決算短信決算短信決算短信決算短信（連結）（連結）（連結）（連結）                            平成１８年５月１２日 
会 社 名  日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社   上場取引所      JASDAQ 
コ ー ド 番 号  ４７８３                  本社所在都道府県   東京都 
（ＵＲＬ http://www.ncd.co.jp/） 
代 表 者  役  職  名  代表取締役社長 
          氏    名  下條 武男 
問い合わせ先  責任者役職名  取締役経営企画室長 
          氏    名  松本 一明        ＴＥＬ（０３）５４３７－１０２１ 
決算取締役会開催日  平成１８年５月１２日 
米国会計基準採用の有無   無 

１．１８年３月期の連結業績（平成１７年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 
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
８,８５１（ 16.4） 
７,６０７（   0.5） 

百万円   ％ 
４０９（ 27.5） 
３２１（ △5.7） 

百万円   ％ 
４２４（ 21.8） 
３４８（ △5.5） 

 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

株主資本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
１９９（△12.5） 
２２８（  42.5） 

円  銭 
２６.３８ 
３０.００ 

円  銭 
２６.２９ 

― 

％ 
９.８ 
１１.９ 

％ 
９.０ 
７.８ 

％ 
４.８ 
４.６ 

(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    7,371,179株  １７年３月期    7,600,000株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
⑤平成16年11月19日付けで、普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割いたしました。 
 なお、17年３月期の１株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。 

(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 
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
４,９７８ 
４,４３０ 

百万円 
２,０６６ 
２,００３ 

％ 
４１.５ 
４５.２ 

円  銭 
２８４.６８ 
２６３.６１ 

(注)期末発行済株式数（連結） １８年３月期    7,240,000株  １７年３月期     7,600,000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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
２１２ 
３５７ 

百万円 
△３６ 
７０ 

百万円 
△２０１ 
△７２ 

百万円 
９５１ 
９７７ 

(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 
 

中間期 
通  期 

百万円 
４,０００ 
９,０００ 

百万円 
１５０ 
４５０ 

百万円 
９０ 
２４０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ３３円 １４銭   
 ＊ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要
因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって
大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付
資料の８ページを参照してください。 
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1.1.1.1.    企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況    

当社の企業集団は、当社及び子会社３社で構成されており、システム開発事業、サポート＆サービス事業及
びパーキングシステム事業を主として行っております。 

 
  当社グループ企業と事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 
   
 

事業の種類別セグメント 事 業 内 容 
システム開発事業 
（当社、㈱日本ｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ、 
 天津恩馳徳信息系統開発 
 有限公司） 

システム開発 

システム維持 

： コンサルティング   
  システムインテグレーションサービス 
： アプリケーションシステムの保守及び運用 

サポート＆サービス事業 
（当社） 

テクニカルサポートサービス、ヘルプデスクサービス、 
アウトソーシングサービス 

パーキングシステム事業 
（当社） 

自転車駐車場管理システムの販売及び運営、自転車駐車場運営に関
するコンサルティング 

その他事業 
（当社） 

二次元コード関連販売、ソフトウェアパッケージの販売、システム
等管理運営、その他のサービス 

 
(注) 子会社 ㈱エヌシーディは、現在具体的な業務開始には至っておりません。 

また、平成17年４月に中国天津市に設立した、子会社 天津恩馳徳信息系統開発有限公司（資本金100千USドル）は、
連結業績に与える影響が軽微なため、連結範囲から除いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

               システム開発の受託等              システム開発の受託 

   

当     社 

システム開発

事 業

サ ポ ー ト ＆

サービス事業

パ ー キ ン グ

システム事業
そ の 他 事 業

（連結子会社） 
㈱日本システムリサーチ 

シ ス テ ム 開 発 事 業

お 客 様 

（非連結子会社） 
天津恩馳徳信息 
系統開発有限公司 

システム開発事業
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2.2.2.2.    経営方針経営方針経営方針経営方針        
(1) 経営の基本方針 

当社（略称ＮＣＤ）は、「ユニークなソフトウェア技術により、明るい未来に貢献する」ことを経営理

念としております。また、顧客、社員、社会に対して３つの経営方針を掲げております。 

①ＮＣＤは、顧客第一に徹し、最適なシステムとサービスの提供により、共存共栄をはかる。 

②ＮＣＤは、社員の個性を尊重し、その資質を発揮させることにより、あたたかな企業文化を確立する。 

③ＮＣＤは、社会に対し、時代の変化を先取りすることにより、調和のある情報化に貢献する。 

当社グループは、上記経営理念・方針を共有し、各社の特徴を生かしながら、グループとしてお客様に

最適なソリューションを提供してまいります。 

今後とも創業からの精神に基づき、顧客企業の信頼はもとより、社員の士気向上によって磐石な経営基

盤を築き、情報サービス産業の発展と調和のある情報化社会の実現に向けて、一層の努力をしてまいりま

す。また、株主をはじめ投資家の皆様にとって魅力ある企業グループであり続けるために、企業価値を高

めていく経営を推進してまいります。 
 
(2) 利益配分に関する基本方針 

企業体質の強化と積極的な事業展開に備えて内部留保に努めるとともに、配当性向などを総合的に判断

し、安定的な配当を維持する事を基本方針として実践してまいりました。今後におきましても、経営基盤

の一層の強化と積極的な事業展開を継続しつつ、適切な利益還元を実施していく所存であります。 

なお、既に発表のとおり、平成18年３月期の１株当たり年間配当金は２円増配し、７円を予定しており

ます。また、会社法の施行により配当の回数に関する制限がなくなることを踏まえ、平成19年３月期より

中間配当を実施する予定であります。 
 
(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引き下げに関する方針といたしましては、株価、株主数、取引状況等を総合的に判断して、

投資しやすい環境を整えてまいりたいと考えております。 
  
(4) 目標とする経営指標 

目標とする経営指標は、株主の皆様よりお預かりした資本を最大限効率的に活用すべく、前期まで目標

としていた株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）10％を12％以上に引き上げ、より一層の効率的活用をはかっ

てまいります。また、高収益企業を目指して売上高経常利益率７％以上を目標に経営努力をしてまいりま

す。 
 
(5) 中長期的な会社の経営戦略 

情報サービス産業における産業構造の変化が進行する状況下において、当社グループのシステム開発事

業、サポート＆サービス事業の戦略も、その方向性をより明確化する時期にさしかかっております。 

システム開発事業におきましては、企画・設計・製造・維持というワンストップサービスをより磐石な

ものとし、なかでもシステム維持業務におきましてはユーザ指示による業務形態から当社主体でのアウト

ソーシングサービスに移行していくことで収益力を高めてまいります。システム開発においてはＥＲＰ

パッケージ（※１）での開発ノウハウの強化を更に推し進めてまいります。また、当社グループの収益拡

大をミッションとして中国に設立した子会社の「天津恩馳徳信息系統開発有限公司」も順調に営業し始め

ており、今後も日本および中国での取引拡大のために有効活用していく予定であります。 

サポート＆サービス事業におきましては、サポート分野の業務が今後ますます拡大されることが予想さ

れ、今まで以上に技術者の採用を強化してまいります。あわせて、当事業の強みとなっているサーバやネッ
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トワークに関する技術を生かして、ＩＴインフラの運用管理を主体に設計・構築から運用保守までの一貫

したサポートを提供してまいります。また、サポート業務から派生するシステム開発案件の取り込みなど、

システム開発事業との相互連携を一層強化することでシナジー効果を高めてまいります。 

一方、パーキングシステム事業におきましては、社会的ニーズの高まりにより他社との競争が今後余儀

なくされるものの、法令改正に先駆けた路上駐輪場の試験的導入や、自治体から指定管理者として指名を

受けるなどの先行優位性を武器に、首都圏や主要都市の営業強化はもとより全国展開を図ってまいります。

注力すべきは全国展開をにらんだ駐輪場運営の代理店化と新商品の開発にあり、これらの課題を克服する

ことにより、コンピュータ制御による駐輪場部門では、業界No．１の地位を確保してまいります。 

※１ ＥＲＰパッケージ（Ｅnterprise Ｒesource Ｐlanning パッケージ） 

ＥＲＰは企業全体を経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し、経営の効率化を図るための手

法・概念のことです。 

ＥＲＰを実現するための統合型ソフトウェアを「ＥＲＰパッケージ」と呼びます。代表的なＥＲＰ

パッケージとしましては、ドイツSAP社のR/3、アメリカOracle社のOracle Applicationsなどがあり

ます。 
 
(6) 会社の対処すべき課題 

システム開発事業におきましては、昨年からの景気回復により企業の情報化投資は活発になってきてお

りますが、時代を反映してか、短納期、低価格の案件が多く、品質を維持しつつ利益を確保することが厳

しい環境となっております。これらの対応策として、契約時の仕様確定、プロジェクトマネジメントの強

化による採算管理の徹底を以前にも増して強化してまいります。重要な課題として、受注段階でのプロ

ジェクトリーダおよび開発要員の確保があります。プロジェクトリーダの確保には人員のローテーション

化を図ることが大きな課題となります。ユーザの理解を得るためには若手社員の育成が必須条件であり、

業務知識や技術知識修得のための社内・社外研修を積極的に進めてまいります。また、開発要員に関しま

しては、経験者採用はもとより、協力会社との関係強化や昨年から開発体制を整えてきた中国でのオフ

ショア開発を積極的に活用してまいります。 

サポート＆サービス事業におきましては、営業・技術面での体制は整い、今後ますます需要の拡大が見

込まれることから、契約社員等の要員確保に全力を尽くしてまいります。また、ユーザからのサービス内

容に関する要望も多岐にわたってきており、サービスメニューの拡大も検討していく必要があると思われ

ます。 

パーキングシステム事業におきましては、今後、競合他社との競争が激化することが予想されますが、

多数の事例をもった当社の先行優位性を最大限に活用し、地方自治体、鉄道事業者、大型商業施設へ積極

的に営業展開してまいります。また、今話題となっているさまざまな決済方式を利用した駐輪場運営の研

究も行っており、実用化できる状態になってきております。いずれにしろ、立体駐輪場の出現等もあり、

他社との差別化をどのように図っていくのかが今後の業績を大きく左右する重要な課題であると認識し

ております。 

子会社につきましては、親会社との事業スキームを明確化し、投下資本を効率的な形で運用できるよう、

事業戦略の見直しを図ってまいります。 



 

－5－ 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

当社は、各事業部門および管理部門に執行役員を配置し、業務執行責任の明確化を図っております。ま

た、取締役、監査役、執行役員および子会社役員をメンバとした執行役員会を毎月開催しており、業績報

告のみならず、それぞれが抱える重要課題に関して検討しており、相互の監視抑制力とともに緊張感のあ

る組織体制となっております。 

社内規程は、組織規程で経営組織と各組織別業務分掌を明確にし、職務権限規定で職務分掌とそれぞれ

の権限を明確にして、業務遂行にあたり内部牽制が機能するように定めております。 

内部監査室は社長直轄組織として設置し、社内規程に則った業務遂行がなされているかを中心に、法令

等の遵守状況も含めて効率的な監査を実施し、社長への報告とともに各部署への勧告等、監査結果の

フィードバックも適切に実施しております。 

取締役会においても、社外取締役および社外監査役を含めた定例会議を毎月開催しており、外部の意見

も十分反映できる体制ができております。 

 

内部管理体制は次のとおりであります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(8) その他、会社経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 
 

社 長

子会社 

 

ｼｽﾃﾑ開発 

各事業部門 

ｼｽﾃﾑ開発 

サポート＆サービス 

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 

管理部門 

経理 

総務 

人事 

報告 

監査 監査 

内 部 監 査 室

執 行 役 員 会
監査 
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3.3.3.3.    経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態 
(1) 営業の全般的概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費、設備投資とも堅調に推移し、企業収益は急速に改善

しつつあり、景気は総じて回復基調にあります。当情報サービス産業におきましても、景気回復に伴い広

範な分野・業種において情報化投資が拡大しております。特に金融業界を中心に、サービスや競争力強化

に向けた投資が活発化しておりますが、企業の情報化投資に対するコスト意識は以前にも増して厳しく

なっております。 

このような状況のもと、システム開発事業におきましては、新規顧客の開拓とともに既存顧客の深耕に

全社をあげて注力してまいりました。これらの営業戦略が功を奏し、順調に業績を伸ばすことが出来まし

た。また、コスト競争力を高めるべく設立した中国子会社「天津恩馳徳信息系統開発有限公司」（ＮＣＤ

Ｃｈｉｎａ）も開発体制が整い、開発コストの低減に加え、オフショア開発という利点を生かした営業戦

略も受注獲得に貢献しております。 

サポート＆サービス事業においては前年より進めてまいりましたＩＳＭＳ（※１）の認証も無事取得す

ることができ、社内での運用サービスの環境が整いました。この点を生かし、蓄積された運用ノウハウを

もとに中堅企業向け営業を積極的に推進いたしましたが、目立った成果をあげることは出来ておりません。 

パーキングシステム事業は首都圏を中心に営業人員を増強し、地方に対しては代理店営業を推進してま

いりました。この結果、当期後半になって営業努力が実り、ほぼ計画通りの成果を上げることが出来まし

た。 

この他、個人情報保護に関する取り組みとして、社内外に個人情報保護方針や情報の取り扱い方法を明

確に打ち出し、社員や協力会社に対して周知してまいりました。また、入退出管理の徹底やＰＣの持ち出

し管理等セキュリティ対策も実施するなど、プライバシーマーク取得に対する準備を進めてまいりました。

この結果、近々認証を受ける目処が立っております。 

以上により、当連結会計年度の売上高は8,851百万円（前年比16.4％増）、経常利益は424百万円（前年

比21.8％増）、当期純利益は199百万円（前年比12.5％減）となりました。また、単独決算といたしまして

は、売上高7,552百万円（前年比14.0％増）、経常利益は351百万円（前年比13.5％増）、当期純利益は189百

万円（前年比6.8％減）となりました。 
 
※１ ＩＳＭＳ（Ｉnformation Ｓecurity Ｍanagement Ｓystem） 

情報セキュリティマネジメントシステムといい、事業リスクに対するリスク分析に基づき情報セ

キュリティの確立、導入・運用、監視・見直し、維持・改善を行うものです。 

(財)日本情報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）が平成14年４月に「ＩＳＭＳ適合性評価制度」を発足

させ、ＩＳＭＳの認定機関／付与機関としての役割を担っています。 
 

(2) 部門別概況 
  
 ①システム開発事業 
 

既存顧客に対する受注領域拡大のため、営業と生産部門の協力による提案活動や関係会社に対する営

業展開を強化した結果、順調に受注をのばすことが出来ました。前年から継続しているＥＲＰパッケー

ジを利用した大型案件は、オフショアを含めた開発体制のもと、急ピッチで進めてまいりましたが、Ｅ

ＢＳプライムベンダー（※２）としての経験不足から予想以上に開発工数が膨らみ、当事業の利益貢献

に至りませんでした。しかし、このプロジェクトの実績が評価され、次期の開発・維持案件も受注でき

ました。今回の経験を最大限に生かし、次期利益には貢献できるものと確信しております。 

以上により、連結売上高5,301百万円（前年比16.5％増）、連結売上総利益904百万円（前年比0.2％増）
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となりました。 
  
※２ ＥＢＳ（Ｅ-Ｂusiness Ｓuite） 

日本オラクル社が提供する、会計・生産管理・販売管理等の基幹業務をコンピュータ・システムを

使って密接に関係付けた統合基幹業務ソフト。 
  
 ②サポート＆サービス事業 
 

主要顧客における二重派遣解消の過程で一部顧客に対する売上は若干減少しましたが、既存顧客に対

するサービス領域の拡大に注力した結果、当事業は前年と同程度の受注を確保することができました。

しかし、主要顧客や協力会社との契約の見直しなどによって、当事業の利益を押し下げる結果となりま

した。 

以上により、連結売上高1,262百万円（前年比1.2％増）、連結売上総利益202百万円（前年比5.3％減）

となりました。 
  
 ③パーキングシステム事業 
 

自治体の指定管理者制度に対する営業の強化や鉄道事業者・商業施設等運営の民間企業に対する積極

的な新規顧客開拓への取り組みが実り、受注が拡大いたしました。また、駐輪場利用者へのサービス向

上策として、サポートセンターの24時間365日監視体制が確立し運用を始めるなど、他社に追随できな

いほどの体制を確立してまいりました。 

以上により、連結売上高2,176百万円（前年比34.5％増）、連結売上総利益519百万円（前年比43.2％

増）となりました。 
 
 ④その他事業 
 

二次元コード関連事業に関しましては、読取装置メーカーの営業方針転換等があり、新規顧客獲得の

積極的な営業は行わず、既存顧客からの追加受注に対応するに止まりました。 

以上により、連結売上高111百万円（前年比41.5％減）、連結売上総利益4百万円（前年比80.1％減）

となりました。 
 
(3) 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は、前年と比較して25百万円減少し、当連結会計年度末に

は951百万円となりました。 

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） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは前年と比較して144百万円減少し、212

百万円の流入となりました。主な流入要因は、税金等調整前純利益の345百万円及び仕入債務の増加額120

百万円です。一方、主な流出要因は、たな卸資産の増加額177百万円、売上債権の増加額177百万円及び

法人税等の支払額214百万円です。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは前年と比較して106百万円減少し、36百

万円の流出となりました。主な流出要因は、有形固定資産の取得による支出85百万円及び無形固定資産

の取得による支出35百万円です。一方、主な流入要因は、定期預金等の純減少額117百万円です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは前年と比較して129百万円減少し、201
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百万円の流出となりました。主な流出要因は、長期借入金の返済による支出129百万円、自己株式の取得

による支出128百万円及び社債の償還による支出72百万円です。一方、主な流入要因は、短期借入金の純

増加額165百万円です。 
 
(4) 通期の見通し 

次期のわが国経済は金融機関やメーカー等の業績好調な企業が牽引し、景気は好調に推移するものと思

われます。当情報サービス産業におきましても情報化投資の拡大基調にのり、好況が継続するものと予想

されます。また、やや出遅れ感のあった中堅企業の情報化投資も活発になると思われます。 

現在、大手企業向けＥＲＰパッケージ導入は一段落し、評価はいろいろ分かれておりますが、中堅企業

向けＥＲＰパッケージの導入は、今後活発化するであろうことが予測されます。 

このような状況のもと、当グループのシステム開発事業におきましては、ＥＲＰパッケージ導入に関す

るコンサルティングや付随する開発・維持の体制を今まで以上に整えてまいります。また、日本のＥＲＰ

ベンダーと連携し、受注に向け努力してまいります。既存顧客からの受注も好調に継続する事が見込まれ、

協力会社や中国子会社を含めた開発体制を利用することで、増収は確実なものと思われます。利益に関し

ましても、当期の反省を活かしたプロジェクト監視を強化し、問題に対して迅速で柔軟な対応をとること

で改善できるものと思われます。 

サポート＆サービス事業におきましても、受注環境は好調を持続しております。受注拡大には技術者の

確保とともに作業の標準化等の推進によるアウトソーシング体制の確立が最大の懸案であります。この点

におきましても、契約形態の見直しや、独自方式での契約社員等の採用および教育設備増強による技術者

の早期育成により、当期以上の収益は上げられると思われます。 

パーキングシステム事業におきましては、サポートセンターや自治体の指定管理者としての運用も軌道

にのり、駐輪場運営に関する総合サービス企業として他社と差別化してまいりました。指名を受けました

指定管理者としての駐輪場運営収入も次期の売上に貢献いたします。また、法改正による路上駐輪場建設

の開放や公開空地使用の合法化等、市場の広がりが追い風となり、収益は順調に推移するものと思われま

す。しかし、当期まで子会社に集約していた駐輪場運営は、子会社のシステム開発事業への集中と全国展

開を視野に入れた代理店方式への移行により売上の減少が見込まれており、パーキングシステム事業の売

上全体ではやや減少するものと思われます。なお、これらの施策は将来を見越した事業基盤の確立であり、

長期的に見れば大きな成果が期待できるものと確信しております。 

以上により、中期経営３ヶ年計画の最終年度に当たる平成１８年度の連結業績は、目標として掲げた売

上高10,000百万円、経常利益700百万円には届きませんが、売上高は9,000百万円（当期比1.7%増）、経常

利益は450百万円（当期比5.9％増）、当期純利益は240百万円（当期比20.2％増）を予定しております。 
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4.4.4.4.    連結財務諸表連結財務諸表連結財務諸表連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 
                                           （単位：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) 増減 

区分 注記 
番号 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

(資産の部)   ％  ％  ％ 

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金 ※３ 1,308,890  1,166,287  △142,602  

 ２ 受取手形及び売掛金  1,656,291  1,833,468  177,176  

 ３ たな卸資産  73,452  251,020  177,567  

 ４ 繰延税金資産  111,873  192,190  80,316  

 ５ その他  46,500  60,769  14,269  

流動資産合計  3,197,009 72.2 3,503,737 70.4 306,727 9.6 

       

Ⅱ 固定資産        

 １ 有形固定資産        

  (1) 建物及び構築物 ※１･３ 104,875  97,896  △6,978  

  (2) 工具器具及び備品 ※１ ―  252,803  252,803  

  (3) 土地 ※３ 327,601  317,735  △9,865  

  (4) その他 ※１ 74,197  ―  △74,197  

有形固定資産合計  506,674 11.4 668,436 13.4 161,761 31.9 

２ 無形固定資産  80,795 1.8 89,456 1.8 8,661 10.7 

３ 投資その他の資産        

  (1) 投資有価証券 ※２･３ 137,472  193,011  55,539  

  (2) 長期貸付金  38,037  31,350  △6,686  

  (3) 繰延税金資産  245,390  265,465  20,075  

  (4) その他 ※２ 262,703  270,056  7,353  

    貸倒引当金  △37,676  △43,184  △5,508  

投資その他の資産合計  645,926 14.6 716,699 14.4 70,772 11.0 

固定資産合計  1,233,397 27.8 1,474,592 29.6 241,195 19.6 

資産合計  4,430,406 100.0 4,978,330 100.0 547,923 12.4 

 



 

－10－ 

     （単位：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) 増減 

区分 注記 
番号 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

(負債の部)   ％  ％  ％ 

Ⅰ 流動負債        

 １ 買掛金  398,343  518,762  120,418  

 ２ 短期借入金 ※３ 416,999  582,793  165,794  
 ３ 一年以内返済予定 

長期借入金 ※３ 129,040  92,670  △36,370  

 ４ 一年以内償還予定社債  72,000  48,000  △24,000  

 ５ 未払法人税等  136,775  189,258  52,483  

 ６ 賞与引当金  228,103  296,743  68,640  

 ７ その他  202,535  398,888  196,352  

流動負債合計  1,583,796 35.8 2,127,115 42.7 543,318 34.3 

       

Ⅱ 固定負債        

 １ 社債  48,000  ―  △48,000  

 ２ 長期借入金 ※３ 101,260  8,590  △92,670  

 ３ 退職給付引当金  449,348  495,531  46,182  

 ４ 役員退職慰労引当金  244,530  268,150  23,620  

 ５ その他  ―  12,648  12,648  

固定負債合計  843,138 19.0 784,919 15.8 △58,218 △6.9 

負債合計  2,426,935 54.8 2,912,035 58.5 485,100 20.0 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※４ 438,750 9.9 438,750 8.8 ― ― 

Ⅱ 資本剰余金  568,668 12.8 568,668 11.4 ― ― 

Ⅲ 利益剰余金  976,692 22.1 1,138,364 22.9 161,672 16.6 
Ⅳ その他有価証券 
評価差額金  19,360 0.4 48,671 1.0 29,310 151.4 

Ⅴ 自己株式 ※５ ― ― △128,160 △2.6 △128,160 ― 

資本合計  2,003,471 45.2 2,066,294 41.5 62,823 3.1 

負債・資本合計  4,430,406 100.0 4,978,330 100.0 547,923 12.4 
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(2) 連結損益計算書 

     （単位：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) 

増減 

区分 注記 
番号 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 増減率 

   ％  ％  ％ 

Ⅰ 売上高  7,607,214 100.0 8,851,600 100.0 1,244,386 16.4 

Ⅱ 売上原価  6,105,458 80.3 7,220,370 81.6 1,114,911 18.3 

売上総利益  1,501,755 19.7 1,631,230 18.4 129,474 8.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１･２ 1,180,616 15.5 1,221,679 13.8 41,063 3.5 

営業利益  321,138 4.2 409,550 4.6 88,411 27.5 

Ⅳ 営業外収益  41,274 0.6 29,318 0.3 △11,956 △29.0 

 １ 受取利息  2,627  1,435  △1,192  

 ２ 受取配当金  7,712  4,356  △3,355  

 ３ 家賃収入  10,599  10,104  △495  

 ４ 補助金等  7,230  6,369  △860  

 ５ 保険配当金等  9,040  ―  △9,040  

 ６ 雑収入  4,064  7,052  2,988  

Ⅴ 営業外費用  13,717 0.2 14,024 0.1 307 2.2 

 １ 支払利息  9,651  7,802  △1,848  

 ２ 貸倒引当金繰入額  ―  5,508  5,508  

 ３ 雑損失  4,066  714  △3,352  

   経常利益  348,695 4.6 424,843 4.8 76,147 21.8 

Ⅵ 特別利益  124,216 1.6 ― ― △124,216 ― 

 １ 投資有価証券売却益  25,233  ―  △25,233  

 ２ 保険金  91,899  ―  △91,899  

 ３ その他  7,083  ―  △7,083  

Ⅶ 特別損失  77,191 1.0 79,466 0.9 2,274 2.9 

 １ 固定資産売却損 ※３ 8,355  ―  △8,355  

 ２ 減損損失 ※４ ―  59,217  59,217  

 ３ 退職給付会計基準 
   変更時差異償却額 

 
 

59,901  ―  △59,901  

 ４ その他  8,934  20,248  11,314  

   税金等調整前 
当期純利益  395,720 5.2 345,377 3.9 △50,343 △12.7 

   法人税、住民税 
及び事業税  170,661 2.2 266,415 3.0 95,754 56.1 

   法人税等調整額  △3,014 0.0 △120,710 △1.4 △117,696 ― 

   当期純利益  228,073 3.0 199,672 2.3 △28,400 △12.5 
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(3) 連結剰余金計算書 

     （単位：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) 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額 金額 金額 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高  568,668 568,668 ― 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  568,668 568,668 ― 

     

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高  794,718 976,692 181,973 

Ⅱ 利益剰余金増加高  228,073 199,672 △28,400 

   当期純利益  228,073 199,672 △28,400 

Ⅲ 利益剰余金減少高  46,100 38,000 △8,100 

 １ 配当金  38,000 38,000 ― 

 ２ 役員賞与  8,100 ― △8,100 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  976,692 1,138,364 161,672 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

     （単位：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) 

区分 
注記 
番号 

金額 金額 

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  395,720 345,377 

 ２ 減価償却費  47,521 68,691 

 ３ 減損損失  ― 53,994 

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少は△)  △7,083 5,508 

 ５ 賞与引当金の増減額(減少は△)  △27,384 68,640 

 ６ 退職給付引当金の増減額(減少は△)  38,889 46,182 

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少は△)  △2,197 23,620 

 ８ 受取利息及び受取配当金  △10,339 △5,791 

 ９ 支払利息  9,651 7,802 

 10 固定資産売却損  8,355 ― 

 11 投資有価証券売却益  △25,233 ― 

 12 保険金  △91,899 ― 

 13 売上債権の増減額(増加は△)  218,720 △177,176 

 14 たな卸資産の増減額(増加は△)  38,886 △177,567 

 15 仕入債務の増減額(減少は△)  △118,810 120,418 

 16 未払消費税等の増減額(減少は△)  △19,785 6,311 

 17 その他流動資産の増減額(増加は△)  2,844 △21,599 

 18 その他流動負債の増減額(減少は△)  7,417 12,352 

 19 その他固定負債の増減額(減少△)  ― 12,648 

 20 役員賞与の支払額  △8,100 ― 

 21 営業保証金の受取額  ― 50,000 

 22 その他  19,224 △11,383 

    小計  476,399 428,029 

 23 利息及び配当金の受取額  10,461 6,426 

 24 利息の支払額  △9,906 △7,628 

 25 保険金の受取額  91,899 ― 

 26 法人税等の支払額  △211,846 △214,499 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  357,007 212,327 
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      （単位：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) 

区分 
注記 
番号 

金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金等の預入れによる支出  △384,200 △421,502 

 ２ 定期預金等の払戻しによる収入  325,600 538,602 

 ３ 短期貸付金の貸付による支出  ― △4,966 

 ４ 短期貸付金の回収による収入  1,544 4,966 

 ５ 有形固定資産の取得による支出  △22,938 △85,301 

 ６ 有形固定資産の売却による収入  11,580 ― 

 ７ 無形固定資産の取得による支出  △48,028 △35,835 

 ８ 投資有価証券の取得による支出  △10,606 △10,423 

 ９ 投資有価証券の売却による収入  173,112 1,264 

 10 長期貸付けによる支出  △1,700 △1,217 

 11 長期貸付金の回収による収入  23,810 14,438 

 12 保険積立金の増加額  △6,518 ― 

 13 保険積立金の減少額  61,342 ― 

 14 その他  △52,793 △36,510 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  70,204 △36,484 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入れによる収入  900,000 1,150,000 

 ２ 短期借入金の返済による支出  △783,004 △984,206 

 ３ 長期借入れによる収入  100,000 ― 

 ４ 長期借入金の返済による支出  △179,350 △129,040 

 ５ 社債の償還による支出  △72,000 △72,000 

 ６ 自己株式の取得による支出  ― △128,160 

 ７ 配当金の支払額  △38,000 △38,000 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △72,354 △201,406 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △17 59 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  354,841 △25,502 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  622,649 977,490 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 977,490 951,987 
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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   １社 
 連結子会社の名称 
  株式会社日本システムリサー
チ 

(1) 連結子会社の数   １社 
 連結子会社の名称 
  株式会社日本システムリサーチ 
 

 (2) 非連結子会社 
  株式会社エヌシーディ 

なお、株式会社エヌシーディ
リンクは、株式会社エヌシー
ディに社名変更いたしました。 

 （連結の範囲から除いた理由） 
  非連結子会社１社は、小規模であ 
 り、総資産、売上高、当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持
分に見合う額）等は、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、連結範囲から除いてお
ります。 

(2) 非連結子会社 
 株式会社エヌシーディ 

  天津恩馳徳信息系統開発有限公司 
 
 

（連結の範囲から除いた理由） 
非連結子会社２社は、小規模であ
り、総資産、売上高、当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は、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、連結範囲から除いております。 

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
及び関連会社はありません。 
 

(1) 持分法を適用した非連結子会社
及び関連会社はありません。 
 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会
社の名称 
  株式会社エヌシーディ 

なお、株式会社エヌシーディ
リンクは、株式会社エヌシー
ディに社名変更いたしました。 

 （持分法を適用しない理由） 
  持分法非適用会社は、当期純損益 
 （持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等が、持分法の
対象から除いても連結財務諸表に
重要な影響を及ぼしていないため、
持分法の適用から除外しておりま
す。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会
社の名称 
 株式会社エヌシーディ 

  天津恩馳徳信息系統開発有限公司 
 
 

 （持分法を適用しない理由） 
    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 
  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) 

   時価のないもの 
    移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価
方法 
 ①有価証券 
     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たな卸資産 
  商品 
   総平均法による原価法 
  仕掛品 
   個別法による原価法 

 ②たな卸資産 
  商品 
   同左 
  仕掛品 
   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 
  定率法(ただし、平成10年４月１
日以降取得した建物(付属設備を除
く)については、定額法) 
  なお、主な耐用年数は以下のとお
りです。 
  建物及び構築物  10～22年 
  工具器具及び備品 ４～15年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却
の方法 
 ①有形固定資産 
  定率法(ただし、平成10年４月１
日以降取得した建物(付属設備を除
く)については、定額法) 
  なお、主な耐用年数は以下のとお
りです。 
  建物及び構築物  10～22年 
  工具器具及び備品 ４～20年 

  ②無形固定資産 
  パッケージソフトウェア(市場販
売目的のソフトウェア)について
は、経済的耐用年数(３年)に基づく
定額法 
  自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における見込利用可能期
間(５年)に基づく定額法 

 ②無形固定資産 
     同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
 ①貸倒引当金 
  売上債権、貸付金等の貸倒損失に
備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 
 ①貸倒引当金 
     同左 

  ②賞与引当金 
  従業員に対して支給する賞与の
支出に備えるため、支給見込額に基
づき計上しております。 

 ②賞与引当金 
     同左 

  ③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
(299,508千円)は、５年による按分
額を費用処理しており、当連結会計
年度で終了いたしました。 
  数理計算上の差異は、翌連結会計
年度に一括費用処理することとし
ております。 

 ③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。 
  過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（５年）による定額法によ
り費用処理しております。 
  数理計算上の差異は、翌連結会計
年度に一括費用処理することとし
ております。 

  ④役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金の支出に備え
るため、内規に基づく期末要支給額
を計上しております。 

 ④役員退職慰労引当金 
     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) 

 (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) 重要なヘッジ会計の方法 
 ①ヘッジ会計の方法 
  特例処理によっております。 

  ②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 ―― 借入金金利 

  ③ヘッジ方針 
  金利変動リスクを回避する目的
により、対象債務の範囲内でヘッジ
を行っております。 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 
  全て特例処理による金利スワッ
プであり、有効性評価を省略してお
ります。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 
     ――――― 

 (6) 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
理は税抜き方式によっております。 

(6) 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、全面時価評価法によっており
ます。 

       同左 

６ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

 利益処分の取扱い方法は、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。 

       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、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から
なっております。 

       同左 
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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。 
 これにより、税金等調整前当期純利益が53,994千円減
少しております。 
 
（退職給付に係る会計基準） 
 当連結会計年度から「「退職給付に係る会計基準」の
一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）
及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する
適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３
月16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。 

 

 

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） 
 「工具器具及び備品」は、前連結会計年度においては、
有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりまし
たが、当連結会計年度末において資産の総額の100分の
５超となったため、当連結会計年度より区分掲記して
おります。 
  なお、前連結会計年度の「工具器具及び備品」の金
額は74,197千円であります。 
 

（連結損益計算書） 
１ 「保険配当金等」は、前連結会計年度においては、
営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました
が、当連結会計年度において営業外収益の総額の100分
の10超となったため、当連結会計年度より区分掲記し
ております。 
  なお、前連結会計年度の「保険配当金等」の金額は
3,024千円であります。 
 

           
――――― 

 

２ 「固定資産売却損」は、前連結会計年度においては、
特別損失の「固定資産売却除却損」に含めて表示して
おりましたが、当連結会計年度において特別損失の総
額の100分の10超となったため、当連結会計年度より区
分掲記しております。 
  なお、前連結会計年度の「固定資産売却損」は2,467
千円、「固定資産除却損」は6,528千円であります。 
 

          ――――― 
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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) 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
１ 「固定資産売却損」は、前連結会計年度においては、
営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却
除却損」に含めて表示しておりましたが、当連結会計
年度において重要性が増したため、当連結会計年度よ
り区分掲記しております。 
なお、前連結会計年度の「固定資産売却損」は2,467
千円、「固定資産除却損」は6,528千円であります。 
 

２ 「投資有価証券の売却による収入」は、前連結会計
年度においては、投資活動によるキャッシュ・フロー
の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結
会計年度において重要性が増したため、当連結会計年
度より区分掲記しております。 
なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めておりました「投資
有価証券の売却による収入」は1,440千円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
 投資活動によるキャッシュ・フローの「保険積立金の
増加額」（当連結会計年度6,763千円）は、前連結会計年
度においては区分掲記しておりましたが、重要性が無く
なったため、当連結会計年度より投資活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」含めて表示しております。 
 
 
 
        ――――― 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 
 159,733千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
 197,723千円

 
※２ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 
投資有価証券（株式） 10,000千円

 

※２ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり
ます。 
投資有価証券（株式） 10,000千円
投資その他の資産その他 
（出資金） 10,848千円

 
※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 
  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 108,300千円
建物及び構築物 48,493千円
土地 112,287千円
投資有価証券 18,888千円
   計 287,969千円

 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 
  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 108,300千円
建物及び構築物 46,039千円
土地 112,287千円
投資有価証券 36,000千円
   計 302,627千円

 
  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 250,003千円

一年以内返済予定 
長期借入金 63,240千円

長期借入金 49,060千円
   計 362,303千円

 

  (2) 上記に対応する債務 
短期借入金 250,003千円

一年以内返済予定 
長期借入金 40,470千円

長期借入金 8,590千円
   計 299,063千円

 
※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式7,600,000株で

あります。 
※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式7,600,000株

であります。 
※５       ――――― ※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式360,000

株であります。 

 

 

 

(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 販売費及び一般管理費の主なもの 
役員報酬 162,260千円
給与手当 346,466千円
賞与引当金繰入額 42,657千円
退職給付費用 24,834千円
役員退職慰労引当金繰入額 44,796千円
  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
役員報酬 179,020千円
給与手当 354,193千円
賞与引当金繰入額 56,749千円
退職給付費用 38,531千円
役員退職慰労引当金繰入額 43,035千円
  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、9,948千円で
あります。 

 

※２        ――――― 
 

※３ 固定資産売却損の内訳 
 

建物及び構築物 4,276千円
土地 4,078千円

 

※３        ――――― 
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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) 

※４ 減損損失 
当連結会計年度において、当社グループは、以下
の資産グループについて減損損失を計上いたしま
した。 
 

 
 

用途 自転車駐車場設備 遊休 

種類 リース資産 土地 

場所 埼玉県鶴ヶ島市他 静岡県函南町 

減損損失 49,352千円 9,865千円 

回収可能価額 使用価値 正味売却価額 

※４       ――――― 

（グルーピングの方法） 
事業部門別を基本とし、パーキングシステム部門
においては各駐輪場施設単位に、将来の使用が見込
まれていない遊休資産については、個々の物件単位
でグルーピングをしております。 

 
（経緯） 
上記資産グループについては、収支のマイナスが
継続して見込まれることや、市場価格が著しく下落
していることから、帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額59,217千円を減損損失として特別
損失に計上しております。 

 
（回収可能価額の算定方法等） 
使用価値の算出に用いた割引率は５％でありま
す。 
正味売却価額は不動産鑑定評価額を基に算定し
ております。 

 
 

 

 

(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 1,308,890千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △331,400千円

現金及び現金同等物 977,490千円
 

※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 1,166,287千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △214,300千円

現金及び現金同等物 951,987千円
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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) 

 
システム 
開発事業 
(千円) 

サポート＆
サービス事業
(千円) 

パーキング 
システム事業
(千円) 

その他事業 
(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 4,549,937 1,248,122 1,618,485 190,668 7,607,214 ― 7,607,214 

 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― 

計 4,549,937 1,248,122 1,618,485 190,668 7,607,214 ― 7,607,214 

 営業費用 3,896,260 1,085,221 1,456,437 220,328 6,658,248 627,826 7,286,075 

 営業利益又は営業損失(△) 653,677 162,900 162,047 △29,660 948,965 (627,826) 321,138 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出        

 資産 1,172,694 192,645 778,533 131,756 2,275,630 2,154,776 4,430,406 

 減価償却費 12,487 2,786 19,089 2,968 37,330 10,190 47,521 

 資本的支出 44,546 1,107 22,948 1,044 69,646 2,608 72,255 
(注) １ 事業区分は、サービスの種類、性質及び市場の類似性を考慮し、区分しております。 

２ 各事業区分の主なサービス 
  (1) システム開発事業・・・・・・・コンサルティング、システムインテグレーションサービス 
  (2) サポート＆サービス事業・・・・テクニカルサポートサービス、ヘルプデスクサービス 
  (3) パーキングシステム事業・・・・自転車駐車場管理システムの販売及び運営、自転車駐車場運営に

関するコンサルティング 
  (4) その他事業・・・・・・・・・・二次元コード関連販売、ソフトウェアパッケージの販売、 

その他のサービス 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(627,826千円)の主なものは、親会社
本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,154,776千円)の主なものは、親会社での余資運
用資金（現金及び預金）、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。 

 
    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) 

 
システム 
開発事業 
(千円) 

サポート＆
サービス事業
(千円) 

パーキング 
システム事業
(千円) 

その他事業 
(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 5,301,258 1,262,490 2,176,226 111,624 8,851,600 ― 8,851,600 

 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― 

計 5,301,258 1,262,490 2,176,226 111,624 8,851,600 ― 8,851,600 

 営業費用 4,640,408 1,106,470 1,909,119 144,552 7,800,550 641,499 8,442,050 

 営業利益又は営業損失(△) 660,850 156,020 267,107 △32,928 1,051,049 (641,499) 409,550 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出        

 資産 1,407,788 192,021 1,159,960 51,079 2,810,849 2,167,480 4,978,330 

 減価償却費 19,845 6,667 32,752 354 59,620 9,071 68,691 

 資本的支出 27,516 3,703 198,648 1,252 231,120 2,886 234,007 
(注) １ 事業区分は、サービスの種類、性質及び市場の類似性を考慮し、区分しております。 

２ 各事業区分の主なサービス 
  (1) システム開発事業・・・・・・・コンサルティング、システムインテグレーションサービス 
  (2) サポート＆サービス事業・・・・テクニカルサポートサービス、ヘルプデスクサービス 
  (3) パーキングシステム事業・・・・自転車駐車場管理システムの販売及び運営、自転車駐車場運営に

関するコンサルティング 
  (4) その他事業・・・・・・・・・・二次元コード関連販売、ソフトウェアパッケージの販売、 

その他のサービス 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(641,499千円)の主なものは、親会社
本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,167,480千円)の主なものは、親会社での余資運
用資金（現金及び預金）、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)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)において、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)において、海外売上高はいずれも連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(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 借主側 
(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 

 
 

 その他 
(工具器具及び備品等) 

取得価額相当額 1,218,043千円
減価償却累計額相当額 273,409千円
期末残高相当額 944,633千円
  

１ 借主側 
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

 工具器具 
及び備品 車両運搬具 合計 

取得価額 
相当額 1,070,115千円 1,789千円 1,071,905千円

減価償却累 
計額相当額 388,200千円 1,610千円 389,811千円

減損損失累 
計額相当額 49,352千円 ―千円 49,352千円

期末残高 
相当額 632,563千円 178千円 632,742千円

 
(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 195,311千円
１年超 768,233千円
 合計 963,545千円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減
損勘定期末残高 
未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 175,779千円
１年超 523,604千円
 合計 699,384千円

 
リース資産減損勘定期末残高 

44,129千円 
 

(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 178,019千円
減価償却費相当額 160,770千円
支払利息相当額 26,761千円

  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
支払リース料 218,492千円
リース資産減損勘定の取崩額 5,223千円
減価償却費相当額 191,621千円
支払利息相当額 28,051千円
減損損失 49,352千円

 
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 

 
 利息相当額の算定方法 
   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の
差額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
 減価償却費相当額の算定方法 
     同左 
 
 
 利息相当額の算定方法 
     同左 
 

２ 転リース 
(1) 未経過支払リース料期末残高相当額 

１年以内 88,607千円
１年超 286,616千円
 合計 375,223千円

  

２ 転リース 
(1) 未経過支払リース料期末残高相当額 

１年以内 260,805千円
１年超 1,037,487千円
 合計 1,298,293千円

 

(2) 未経過受取リース料期末残高相当額 
１年以内 88,607千円
１年超 286,616千円
 合計 375,223千円

 

(2) 未経過受取リース料期末残高相当額 
１年以内 260,805千円
１年超 1,037,487千円
 合計 1,298,293千円
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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) 

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。 該当事項はありません。 

 

 

(税効果会計関係) 
 

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 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 
  役員退職慰労引当金 99,651千円 
  退職給付引当金損金算入限度 
  超過額 

172,024千円 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 15,334千円 
  賞与引当金損金算入限度超過額 93,059千円 
  有価証券評価損否認額 801千円 
  その他 26,200千円 
   繰延税金資産小計 407,071千円 
  
  評価性引当額 △16,135千円 
   繰延税金資産合計 390,936千円 
  
 繰延税金負債  
  プログラム等準備金 △20,248千円 
  その他有価証券評価差額金 △13,423千円 
   繰延税金負債合計 △33,672千円 
  
 繰延税金資産の純額 357,264千円 
  

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 
  役員退職慰労引当金 109,325千円 
  退職給付引当金損金算入限度 
  超過額 

182,834千円 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 17,576千円 
  賞与引当金損金算入限度超過額 121,004千円 
  有価証券評価損否認額 2,472千円 
  減損損失 22,593千円 
  その他 64,424千円 
   繰延税金資産小計 520,230千円 
  評価性引当額 △15,095千円 
   繰延税金資産合計 505,134千円 
  
 繰延税金負債  
  プログラム等準備金 △13,736千円 
  その他有価証券評価差額金 △33,742千円 
   繰延税金負債合計 △47,479千円 
  
 繰延税金資産の純額 457,655千円 
  

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 
 
     同左 
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(有価証券関係) 

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 
 

区分 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 45,529 86,115 40,586 

 小計 45,529 86,115 40,586 

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 
（2）その他 

21,964 
9,943 

14,300 
9,806 

△7,664 
△137 

 小計 31,908 24,106 △7,801 

合計 77,437 110,222 32,784 
    

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
       なお、当連結会計年度においては減損処理を行っておりません。 
       また、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ、50％以上下落し

た場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して、必要と
認められた額について減損処理を行っております。 

 

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) 

173,112 25,233 1,499 

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

 
17,250 

合計 17,250 

 

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 
 

 
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） 

その他 ― ― 9,806 ― 
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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 
 

区分 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 
（2）その他 

45,895 
9,943 

135,361 
10,167 

89,465 
223 

 小計 55,839 145,528 89,689 

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 
（2）その他 

21,964 
9,826 

14,900 
9,438 

△7,064 
△388 

 小計 31,790 24,338 △7,452 

合計 87,630 169,867 82,236 
 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
       なお、当連結会計年度においては減損処理を行っておりません。 
       また、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ、50％以上下落し

た場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して、必要と
認められた額について減損処理を行っております。 

 

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) 

1,264 993    ― 

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

 

13,144 

合計 13,144 

 

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 
 

 
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） 

その他 ― ― 10,167 ― 

 

 

 

(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) 

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) 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しておりま 
す。 

デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はあり 
ません。 
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(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社グループは、確定給付型の制度として、適格退
職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 
  なお、総合設立型の厚生年金基金に加入しておりま
すが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に
計算できないため、退職給付債務の計算には含めてお
りません。 
  また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払
う場合があります。 
 

１ 採用している退職給付制度の概要 
     同左 
 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 
① 退職給付債務 △726,932千円 
② 年金資産残高 295,473千円 
③ 未積立退職給付債務(①＋②) △431,458千円 
④ 未認識数理計算上の差異 452千円 
⑤ 連結貸借対照表計上額純額 
(③+④) △431,006千円 

⑥ 前払年金費用 18,341千円 
⑦ 退職給付引当金(⑤－⑥) △449,348千円 

 (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、
簡便法を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 
① 退職給付債務 △778,634千円 
② 年金資産残高 391,881千円 
③ 未積立退職給付債務(①＋②) △386,752千円 
④ 未認識過去勤務債務 △17,921千円 
⑤ 未認識数理計算上の差異 △43,787千円 
⑥ 連結貸借対照表計上額純額 
(③+④+⑤) △448,461千円 

⑦ 前払年金費用 47,069千円 
⑧ 退職給付引当金(⑥－⑦) △495,531千円 

 (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、
簡便法を採用しております。 

 
３ 退職給付費用に関する事項 

(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
① 勤務費用 84,669千円 
② 利息費用 12,576千円 
③ 期待運用収益 △1,891千円 
④ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 59,901千円 

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △56,405千円 
⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 98,851千円 

(注)   １ 上記退職給付費用以外に、割増退職金4,077
千円を支払っております。 

    ２ 上記退職給付費用以外に、総合設立型の厚生
年金基金への拠出額55,202千円を支払って
おります。(従業員拠出額は控除しておりま
す。) 

    ３ 簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、①勤務費用に計上しております。 

      

３ 退職給付費用に関する事項 
(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
① 勤務費用 80,814千円 
② 利息費用 13,846千円 
③ 期待運用収益 △2,216千円 
④ 過去勤務債務の費用処理額 △943千円 
⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 452千円 
⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 91,953千円 

  
(注)  １ 上記退職給付費用以外に、割増退職金14,163

千円を支払っております。 
    ２ 上記退職給付費用以外に、総合設立型の厚

生年金基金への拠出額70,022千円を支払っ
ております。(従業員拠出額は控除しており
ます。) 

    ３ 簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、①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 

① 退職給付見込額の 
  期間配分方法  期間定額基準 

② 割引率  2.0％ 
③ 期待運用収益率  0.75％ 
④ 数理計算上の差異 
  の処理年数  

１年(発生した翌連
結会計年度に一括費
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 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
① 退職給付見込額の 
  期間配分方法  期間定額基準 

② 割引率  2.0％ 
③ 期待運用収益率  0.75％ 
④ 過去勤務債務の額 
の処理年数 

 

５年(発生時の従業
員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数
による定額法により
費用処理しておりま
す。) 

⑤ 数理計算上の差異 
  の処理年数  

１年(発生した翌連
結会計年度に一括費
用処理することとし
ております。)  

５ 厚生年金基金(総合設立型) 
年金資産 1,050,412千円
(掛金拠出割合により計算しております) 

 

５ 厚生年金基金(総合設立型) 
年金資産 1,512,302千円
(掛金拠出割合により計算しております) 
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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 263円61銭

１株当たり当期純利益 30円00銭

潜在株式調整後 
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
益については、潜在株式がないため、
記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 284円68銭

１株当たり当期純利益 26円38銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

26円29銭
 

 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の
当期純利益 228,073千円 

  
普通株式に係る 
当期純利益 

228,073千円 

  
普通株式の期中平均
株式数 

7,600千株 

 

 

 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の
当期純利益 199,672千円 

  
普通株主に 
帰属しない金額 

5,200千円 

  (うち利益処分による 
役員賞与) 5,200千円 

  
普通株式に係る 
当期純利益 

194,472千円 

  
普通株式の期中平均
株式数 

7,371千株 
 

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

当期純利益調整額 ―千円 
  
普通株式増加数 25千株 
  
（うち新株予約権 25千株）
  
なお、希薄化効果を有しない潜在株
式はありません。 

 

当社は、平成16年11月19日付で普通株式１株に対し普

通株式２株の割合で株式分割を行いました。前期首に当

該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当

たり情報）の各数値は以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 241円35銭

１株当たり当期純利益 19円98銭

潜在株式調整後 
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
利益については、潜在株式がない
ため、記載しておりません。 

 

 

 

 
 

(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) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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（生産、受注及び販売の状況） 
 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を、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。 

 
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 
事業の種類別セグメントの名称 

生産高(千円) 生産高(千円) 金額（千円） 前年同期比(％) 

システム開発事業 3,587,069 4,557,494 970,424 27.1 

サポート＆サービス事業 1,035,698 1,057,767 22,069 2.1 

パーキングシステム事業 1,247,229 1,679,303 432,074 34.6 

その他事業 157,139 103,371 △53,768 △34.2 

合計 6,027,137 7,397,937 1,370,800 22.7 

(注) １ セグメント間取引はありません。 
２ 金額は、製造原価で表示しております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績（受注高） 

当連結会計年度における受注実績（受注高）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。 

 
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 
事業の種類別セグメントの名称 

受注高(千円) 受注高(千円) 金額（千円） 前年同期比(％) 

システム開発事業 4,205,580 6,922,497 2,716,916 64.6 

サポート＆サービス事業 1,303,097 1,320,701 17,603 1.4 

パーキングシステム事業 2,103,568 1,758,822 △344,745 △16.4 

その他事業 50,668 111,624 60,956 120.3 

合計 7,662,915 10,113,646 2,450,730 32.0 

(注) １ セグメント間取引はありません。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注実績（受注残高） 

当連結会計年度における受注実績（受注残高）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。 

 
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 
事業の種類別セグメントの名称 

受注残高(千円) 受注残高(千円) 金額（千円） 前年同期比(％) 

システム開発事業 2,380,009 4,001,248 1,621,239 68.1 

サポート＆サービス事業 975,577 1,033,788 58,211 6.0 

パーキングシステム事業 1,052,888 635,484 △417,404 △39.6 

その他事業 ― ― ― ― 

合計 4,408,474 5,670,520 1,262,046 28.6 

(注) １ セグメント間取引はありません。 
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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(4) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を、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。 

 
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 
事業の種類別セグメントの名称 

販売高(千円) 販売高(千円) 金額（千円） 前年同期比(％) 

システム開発事業 4,549,937 5,301,258 751,321 16.5 

サポート＆サービス事業 1,248,122 1,262,490 14,367 1.2 

パーキングシステム事業 1,618,485 2,176,226 557,741 34.5 

その他事業 190,668 111,624 △79,043 △41.5 

合計 7,607,214 8,851,600 1,244,386 16.4 

(注) １ セグメント間取引はありません。 
 

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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