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平成18年３月期    決算短信（連結） 平成18年5月15日 
会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社     上場取引所      ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ３７９４                本社所在都道府県      山形県 

（ＵＲＬ http://www.ndsoft.jp/ ） 

代  表  者   役  職  名 代表取締役社長 

          氏    名 佐 藤 廣 志 

問い合わせ先     責任者役職名 取締役管理本部長 

          氏    名 富 田   茂    ＴＥＬ（0238）47－3477 

決算取締役会開催日  平成18年５月15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              （記載金額は百万円未満を切捨表示しております。） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
3,611（65.0） 
2,189（ － ） 

百万円   ％ 
901（161.9）

             344（   －） 

百万円   ％ 
882（158.6） 
341（  －） 

 

 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   ％ 
477（157.4） 
185（  －） 

円  銭 
342   28 
588   04 

円  銭 
320 73 

－  

％ 
35.7 
31.6 

％ 
32.6 
20.2 

％ 
24.4 
15.6 

(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 1,328,664株     17年３月期  248,500株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

⑤平成17年８月1日付けで株式１株を５株に分割しております。 

(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 
3,501 
1,904 

百万円 
2,009 
668 

％ 
57.4 
35.1 

円   銭 
1,247      22  
  2,531      61 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期  1,592,420株     17年３月期  248,500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 
835 
258 

百万円 
△267 
△216 

百万円 
583 
△98 

百万円 
1,597 
445 

 
(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 
1,831 
3,855 

百万円 
229 
704 

百万円 
114 

352 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 221円 05銭 

 

企業集団の状況 
上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、 
今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 
 当社の企業集団は、当社（エヌ・デーソフトウェア株式会社）および子会社（株式会社日本ケアコミュ

ニケーションズ）により構成されており、以下のような業務運営を行っております。 

 

(1) ソフトウェア事業 

エヌ・デーソフトウェア株式会社の主たる業務であり、介護保険の支援事業者、サービス事業者（医療

機関・福祉施設）向けのトータルパッケージ業務ソフトウェア（ほのぼのシリーズなど）の開発・販売を

行っております。 

 

(2) 介護サービス事業 

エヌ・デーソフトウェア株式会社・介護事業部は、「ほのぼのケアサービス」の名称で、ソフトウェア

事業のパイロットユーザーとして、介護保険の要介護者支援事業・介護サービス事業を行っております。 

 

(3) ＡＳＰ事業 

株式会社日本ケアコミュニケーションズは、介護保険の支援事業者、サービス事業者（医療機関、福祉・

介護施設等）向けに、インターネットによる介護報酬の電子請求サービスや金融支援サービスを行ってお

ります。ソフトウェア事業との違いは、ユーザーはソフトウェアを購入することなく、株式会社日本ケア

コミュニケーションズが設置したサーバー内のソフトウェアを使用してデータ入力や報酬請求をするこ

とで安価に利用できる点とターゲットとするユーザー層が比較的小規模の事業者である点となります。 

 

以上により、介護保険支援事業者・サービス事業者全てをカバーできるとともに、自社内に直接介護サ

ービス事業部門を持つことで、市場ならびに顧客ニーズを的確に把握し、より現場に適した製品の開発、

情報の提供を可能にしております。 

当社グループの事業内容の概略は以下の事業系統図の通りであります。図の内、エヌ・デーソフトウェ

ア株式会社における仕入先からのソフトウェア・ハードウェアの全体の販売量に占める割合は低いものと

なっており、販売品の大半が当社製品となります。また、ユーザーへ直接販売額については全体に比較し

て、ごく少額となっており、大半は全国２７０社あまりの提携先販売会社を経由してユーザーに納品され

ます。 

 
［事業系統図］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終ユーザー：介護保険 支援事業者・サービス事業者 サービス先（要介護者） 

介護用品   

仕入先 
ソフトウェア 

仕入先 
ハードウェア 

仕入先 

株式会社 
日本ケアコミュニケーションズ 

 
エヌ・デーソフトウェア 株式会社 

 
 

介護事業部 

提携先販売会社 介護サービス 
製品 
指導 
保守 

使用権 
指導 
保守 

製品 
指導 

製品 

介護用品 ソフトウェア製品 
基本ソフト、関連製品 

ハードウェア 

情報交換 
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２．経営方針 
（1）経営の基本方針 

 当社グループは、「システムを通して、福祉社会に貢献しよう」を経営理念とし、更に「高度な技術と

安心のサポートでコンピュータシステムの未来を創造するＮＤＳ」を企業使命と捉えて、顧客密着型のソ

フトウェア開発と全国的な販売代理店体制により、介護・福祉分野において包括的で高品質の製品開発・

販売並びにサービスの提供を行っております。 

また、介護・福祉分野の市場に向き合っていることからも、常に「事業を通して社会貢献の実現を図る」

経営を心がけ、その到達点として「介護・福祉業務ソリューション市場のリーディングカンパニー」を目

指してまいります。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

 当社グループは、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主

に対しても継続的な安定配当を実施していくことを基本方針としております。 

 今後も、株主に対する利益還元を経営の重要課題の１つとして捉え、その上で企業業績に相応した利益

還元策を適宜実施してまいります。 

 また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコス

ト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制の強化に有効投資する所存であります。 

 なお、平成18年５月１日に会社法が施行されましたが、現時点では従来の配当方針に変更ありません。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社グループは、株式市場での当社株式の流動性を高め、多くの幅広い投資家による当社株式の長期安

定的保有を促進するために、投資家層の拡大と株主数の増加を図ることを、資本政策の重要課題と認識し

ております。 

 今後の投資単位の引き下げについては、業績・市況等を勘案し、投資単位の引き下げに係る費用並びに

効果等を十分に考慮の上、株主利益の最大化及び当社株式の流通の活性化に配慮し慎重に検討してまいり

ます。 

 

（4）目標とする経営指標 

 当社グループでは、経営の効率性向上による収益性重視の観点から、売上高経常利益率を主たる経営指

標としております。目標値の利益率を達成できるよう、今後も優秀な人材確保と研修体制の強化を図り、

企業としての組織力を伸ばして付加価値生産性を高めていくとともに、より一層の生産性の向上とコスト

低減を図ってまいります。 

 

（5）中長期的な経営戦略 

当社の掲げる中長期的な経営戦略は以下の通りであります。 

 

営業施策 

・制度改正に対応したシェアアップの実践 

・顧客満足型マーケティングの推進 

・商品バリエーションの拡充（自社製品＆アライアンス） 

 

開発施策 

・現行業務ソフトウェアの再構築 （ブロードバンド時代への対応）                 

・適応業務範囲の拡大（介護・福祉周辺業務ソフトの開発） 

・新商品の開発（医療も含めたトータルソリューションの提供）  

 

管理施策 

・コーポレートガバナンスの実現 

・コンプライアンスの推進 

・危機管理の充実 

 

具体的には、業界における価格競争やシェア争いが今後激しくなることを想定して、商品の販売力を維

持するため営業担当部門の適正な人員補強を図るとともに、販売会社との関係強化を推進し、シェアアッ

プの実現を図ります。 

また、常に顧客ニーズを念頭におき、自社製品の拡充を図るばかりでなく、アライアンスにより仕入し

た商品の販売により、顧客満足度の向上に努めてまいります。 
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開発においては、常に今後も続く制度改正に柔軟に対応できる開発体制の構築を図るとともに、既存製

品のブロードバンド対応や介護・福祉周辺業務分野に対する新製品のリリース、小規模事業者に向けたＡ

ＳＰ商品の開発に取り組んで参ります。また、医療業務分野向けに新商品(電子カルテシステム)を開発し、

介護・福祉・医療分野のトータルソリューションプロバイダーへの飛躍を図ります。 

管理部門においては、ＣＳＲ（企業としての社会的責任）の重要性を十分認識し、内部統制の強化を図

ってまいります。また、その基盤となるコンプライアンスが適正に行われるよう管理体制の強化と各業務

プロセスにおける多角的な内部牽制機能の充実を図ってまいります。 

さらに当社を取り巻く実存可能性のあるリスクを的確に把握し、即時対応できる管理体制を構築し、Ｃ

ＳＲが維持継続できるよう危機管理の充実を推進してまいります。 

 

（6）対処すべき課題 

① 販売会社との協調体制の強化 

経済状況は回復基調にあるものの、当社の販売会社の中には福祉関連にのみ特化する体制が取れない会

社、ないし福祉専門の要員の確保ができない会社がでてきております。企業間競争が激化する中、販売会

社と当社の双方が利益確保するための課題は、市場に受け入れられるソフトウェアの開発と販売会社への

アドバイスができる営業体制の確立であると考えております。具体的には、競合他社の営業情報の提供、

特に介護・福祉向けソフトウェア市場から撤退するメーカーのユーザーの取り込みに向けた情報提供を強

化していきます。また、平成１８年４月から実施された介護保険制度改正に伴い、改正対応商品の営業ノ

ウハウ、指導・設定方法などの各種講習会も継続的に実施して参ります。これら施策により、今後に予想

される制度改定、リースアップなどによる需要期に備え、協調体制をより強化する方針でおります。 

 

② 顧客基盤の強化 

当社の顧客である各施設から新たな、また多様な要望が出てきております。ブロードバンドやインター

ネットのさらなる普及に伴い、広域に渡る施設間をネットワークで結ぶ要望が従来から強くありましたが、

市町村合併の動きによりそれがますます強まっています。また、施設の民営化の動きや介護保険料の改正

等による収入減少などに対応し施設経営の指標を求める要望も根強くあります。国の政策の方向性として、

在宅介護に重点を置くことが明示されている状況であり、介護保険制度スタート時の基本的な考え方が再

度徹底される方向となりつつあります。当社としてはこれらのユーザーニーズに応えるため、開発力・サ

ポート力の強化・充実を図り、既存顧客の満足度を追及していきます。また、在宅系サービス提供事業者

の市場調査を行い、当該事業者の新規顧客の獲得に積極的に取り組んでまいります。 

 

③ 開発分野の拡大・多様化 

老人医療・老人福祉・障害者福祉の各制度間の垣根が年々低くなりつつあります。それによりソフトウ

ェアとして開発すべき分野も広範に、また多様になっていくことが想定されます。上記の、ブロードバン

ド時代への適応も含めて開発力の強化と低コスト体制の確立が急務となっております。当社はそれらの課

題の解決策として、本社近傍にシステムセンターを設置し、開発部門の再編成を実施するとともに、中国・

大連に開発依託先を確保いたしました。 

今後日本国内向けソフトウェアの開発依託のみならず、将来の可能性として、中国を含む海外向けの福

祉ソフトウェアの市場性を探りながら、その拡充を推進してまいります。 

 

④ 需要期への対応 

今期は介護保険開始から５年が経過したことで、各ユーザーの導入ソフトウェアのリースアップが一斉

に始まったことや、平成18年４月の介護保険制度改正に伴う新商品のリリースにより、予想を大きく上回

る需要がありました。また、来期は障害者自立支援法施行に伴う需要増（平成18年４月一部施行、10月完

全施行）が見込まれるほか、例年、第４四半期にかけて売上げが集中いたします。 

当社はこうした繁忙期に向けて、全社一丸で準備を進め、既存ユーザーの満足度アップ、他社ユーザー

の取り込みを強力に推進して参ります。それと同時に、制度改正等の無い年度についても安定した業績拡

大を図ることが出来る体制構築にも努めてまいります。 

 

（7）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、株主をはじめ社外に対する正確な情報発信によ

る経営の透明性、更に企業倫理、コンプライアンスの遵守による健全な企業経営を基本とし、経営の効率

性を高めるうえで、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の最重要課題と位置付け、以下のよう

な具体的な施策を実施しております。 

 

 



 5

 
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 
① 会社機関の基本説明 

商法上の機関として、会社定款に定められた株主総会と、株主総会で選任された取締役により構成され

る取締役会を当社の事業全般に関する最高意思決定機関として位置づけ、また同じく株主総会において選

任された監査役は、取締役の職務執行について監査しております。 

取締役会のほかに、業務執行の内容を決定する機関として経営会議があり、経営上の重要課題について

意思決定を行っています。その下部機構としてＧＬＭ（グループリーダーミーティング）があり、各伝達

事項の確認、諸般の細かな課題について討議、業務方針の決定を行っています。また、営業部を中心とし

て関連部署が管理職・拠点長会議を開催し、営業施策について討議・決定を行っております。 

上記の会議体のメンバーは下記の通りであります。 

 名 称 メ ン バ ー 
取締役会 取締役、（監査役） 
経営会議 取締役、各部部長職、（監査役） 
ＧＬＭ 取締役、各部グループリーダー（部課長･主任）、（監査役） 
管理職・拠点長会議 取締役、各営業拠点長、管理本部・システムサポート部の部長以上、（監査役） 

 
② 内部統制システム（模式図） 
 

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
 
 
 
 
③ 内部統制システムの整備の状況 

内部統制機能を強化するため、平成 14年３月に金井正人氏が常勤監査役に就任し、経営陣の監視や法

令遵守の監視を行っております。また、平成 14年４月１日より社長直属の内部監査室を設置し、内部監

査規程（平成 14年４月１日より運用開始）に基づいて内部監査を実施しております。当社における内部

監査は、当社の業務運営の適正化を図り、健全経営と効率向上に資することを目的としております。 

また、監査役、内部監査室、及び監査法人の三者は緊密な連携を保ち、重ねて調整する必要のある案件、

迅速に対処すべき案件を見極め、合理的な監査に努めております。 

 

④ 会計監査等の状況 

弁護士、税理士などと個別契約を締結の上で連携して必要に応じたアドバイスを受けており、その都度、

経営判断や業務執行に役立てております。 

また、当社の会計監査人である監査法人トーマツは、第三者の立場から財務諸表監査を実施するととも

に、当社監査役並びに内部監査室とも連絡を密にし、情報交換を行っております。 

 

業務を執行した公認会計士の氏名  
指定社員 業務執行社員：福田昭英、尾町雅文                                              

監査業務に係る補助者の構成 

    公認会計士２名、会計士補３名 

 

 

株 主 総 会 

取締役会 

介護事業部 システムサポート部 管理本部 
 

営業部 
 

監 

査 

法 

人 

顧 

問 

弁 

護 

士 

監査役 

経営会議 
 

ＧＬＭ 管理職・拠点長会議 

内部監査室 監査 

報告 
 

内部監査

報告 

経営 
監視 

統制 
監視 

統制 
監視 

統制 
指示 

統制 
指示 

助言 

監査 
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⑤ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 
当社において、社外取締役並びに社外監査役は存在しておりません。 

 

⑥ リスク管理体制の整備の状況 

前述の内部統制システム（監査役・内部監査室）及び経営会議、管理職・拠点長会議が、リスク管理に

相応する業務を適時担当しております。 

また、平成17年４月からの個人情報保護法の前面施行に先立ち、平成16年８月から情報資産管理の徹底

を図る目的で「情報セキュリティーポリシー」を制定、「ＩＳＭＳ規準」等諸規程の整備と社員の研修を

実施し、管理体制の強化を図ってまいりました。その結果、ソフトウェア事業部門の「サポートセンター」

において、ＩＳＭＳ認証を平成17年４月21日付にて取得いたしました。 

なお、既に介護事業部門においては、利用者に対するサービスの品質向上・維持を目的とした「ＩＳＯ９

００１」を平成17年１月20日付にて取得しております。 

今後も業務に関わる全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでまいります。 

 

⑦ 役員報酬等の内容 

取締役の年間報酬総額    57,396千円 

監査役の年間報酬総額        4,760千円 

          合  計      62,156千円 

（注１）上記取締役に支払った役員報酬には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。 

（注２）上記のほか、平成17年６月27日開催の第26期定時株主総会にて承認可決された利益処分に基づく

役員賞与金（取締役39,500千円）を支払っています。 

 

⑧ 監査報酬の内容 

監査契約に基づく監査証明に係わる報酬  9,600千円 

上記以外の報酬              4,000千円 

 

（8）親会社等に関する事項 

  当社は、親会社を有しておりません。 
  

  

３．財政状態及び経営成績の分析 
 

（1）経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の収益改善による設備投資の増大や個人消費の増加により、

全般的に緩やかな回復基調で推移しました。 

 一方、当社の属する福祉、医療分野に関するソフトウェアメーカーの業界におきましては、従前と変わ

らず、高齢化の進展と相まって介護サービスの拡充が求められ、更に介護保険制度の抜本改正時期を迎え

て、企業規模・技術力・営業力によって対応が取れずに撤退するメーカーも前期以上にでてきており、市

場は拡大傾向にあるものの、残った企業間でのシェア獲得競争は一段と激しい状況が続くものと思われま

す。 

 このような状況のなか、当連結会計年度の売上高は、3,611百万円(前年同期比65.0%増)、経常利益は、

882百万円(前年同期比158.6%増)、当期純利益は、477百万円(前年同期比157.4%増)と、それぞれ大幅な伸

びとなりました。 

 事業種類別セグメントの業績等の概況は、次のとおりであります。 

＜ソフトウェア事業＞ 

ソフトウェア事業の実績は、売上高は3,400百万円（前年同期比70.9%増）となりました。 

当期は、年度当初から介護保険制度改正に伴うリプレイス市場が活性化し、ユーザーの購買意欲が旺盛で

あったことと、販売会社との綿密な協力体制が取れたこと、更に制度改正に伴う新商品が高い評価を受け

たこと等により、順調な受注に結びつき、売上げも堅調に推移しました。特に第4四半期に入ってからは、

全社一丸となった営業展開を実施した結果、予想を大幅に上回る売上実績を計上するにいたりました。 

＜介護サービス事業＞ 

 介護保険制度改正によるソフトウェア事業部門の新製品開発に対しては、パイロットユーザーの役割を

大いに果たすことができました。 

売上実績も利用者獲得を積極的に行った結果、売上高は105百万円（前年同期比5.6%増）となりました。 

＜ＡＳＰ事業＞ 

 今期上期までは新規獲得はあるものの落ち込みもあり、利用者数が伸び悩んでおりましたが、下期に入

って利用者数が着実に伸びてきたことで、売上高は、105百万円(前年同期比3.5%増)となりました。 
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（2）財政状態 

① 当期の財政状態 

当連結会計年度における総資産は3,501百万円で、前連結会計年度と比較して1,596百万円増加しました。

主な要因は、増資による現金及び預金の増加に加え売上増加により売掛債権及び現金及び預金が増加した

ことによるものです。現金及び現金同等物は、下記連結キャッシュ・フローに記述のとおり、1,151百万

円増加しました。 

また、当連結会計年度末における株主資本は2,009百万円で、前連結会計年度と比較して1,340百万円増

加しました。主な要因は、増資及び当期純利益の増加により利益剰余金が増加したこと等によるものです。

その結果、株主資本比率は57.4％と、前連結会計年度末と比較して22.3ポイント改善しました。 

② 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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、835百万円（前連結会計年度比577百万円増）を得るこ

とが出来ました。主な要因は、売上高の大幅増加等により税金等調整前当期純利益が堅調に伸びたこと、

保守契約に伴う前受収益が増加したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、267百万円（前連結会計年度比51百万円増）支出しま

した。その主な要因は、投資有価証券(投資信託)の取得300百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては583百万円（前連結会計年度比682百万円増）を得ること

ができました。主な要因は、長期借入金の全額返済及び社債の全額償還したものの新規上場に伴う新株発

行により925百万円の収入を得たことによるものです。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べて1,151百万円増加し1,597百万円とな

りました。 

（キャッシュ・フロー指標） 

 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（％） 34.4 35.1 57.4 

時価ベースの株主資本比率（％） － － 287.0 

債務償還年数（年） 0.8 1.2 0.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 75.2 49.8 219.4 

株主資本比率：株主資本／総資産×１００ 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産×１００ 

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。 

（注２） 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー

計算書の支払利息及び社債利息を使用しております。 

 

（3）次期の見通し 

 現時点における平成19年3月期の業績見通しとしましては、介護保険制度の大幅改正にともなう今期反

映分と、障害者自立支援法の施行等、中核をなすソフトウェア事業の売上増を見込んでおり、当社グルー

プ全体で連結売上高は3,855百万円、連結経常利益は704百万円、連結当期純利益は352百万円を予定して

おります。 

 

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 
 当社は平成18年２月８日のジャスダック上場に際し、公募増資により925百万円を調達いたしました。 

なお、資金使途計画及び資金充当実績は概略以下の通りであります。 

 

（1）資金使途計画 

   調達資金は借入金返済や社債償還に当てる以外は、新規商品開発の研究開発費等に充当する計画で

あります。 

（2）資金充当実績 

     今期の充当実績は、長期借入金返済91百万円、社債償還200百万円、研究開発費215百万円で、残金  

については、来期の新規商品の研究開発費等に充当する予定でおります。 
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１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

期  別  前連結会計年度 
（平成17年３月31日 現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日 現在） 

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   634,870   1,711,570   

２．受取手形及び売掛金 ※2  619,137   745,256   

３．たな卸資産   11,216   14,225   

４．前払費用   44,625   20,375   

５．繰延税金資産   36,512   67,295   

６．その他   413   16,838   

貸倒引当金   △1,260   △484   

流動資産合計   1,345,516 70.6  2,575,079 73.5 1,229,563 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※1 197,452   201,883    

減価償却累計額  100,589 96,862  107,125 94,757   

(2) 車両運搬具  25,991   21,782    

減価償却累計額  21,091 4,900  18,891 2,890   

(3) 工具器具及び備品  63,976   65,908    

減価償却累計額  49,299 14,676  52,590 13,317   

(4) 土地 ※1  94,867   96,692   

有形固定資産合計   211,307 11.1  207,659 6.0 △3,648 

２．無形固定資産         

(1) ソフトウエア   52,210   52,368   

(2) その他   2,606   3,505   

無形固定資産合計   54,816 2.9  55,873 1.6 1,057 

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   83,842   387,919   

(2) 保険積立金   54,660   54,660   

(3) 繰延税金資産   117,618   166,915   

(4) 敷金保証金   25,233   36,304   

(5) その他   11,884   16,770   

投資その他の資産合計   293,238 15.4  662,570 18.9 369,332 

固定資産合計   559,362 29.4  926,103 26.5 366,741 

資産合計   1,904,879 100.0  3,501,182 100.0 1,596,303 
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期  別  当連結会計年度 
（平成17年３月31日 現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日 現在） 

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   51,861   41,071   

２．一年以内返済予定 

  長期借入金 
※１  22,108   7,127   

３．未払金   126,109   234,090   

４．未払費用   9,881   19,428   

５．未払法人税等   198,569   370,011   

６．未払消費税等   28,932   57,147   

７．前受収益   249,115   376,048   

８．賞与引当金   48,328   93,027   

９．その他   6,869   10,981   

流動負債合計   741,776 39.0  1,208,934 34.5 467,158 

Ⅱ 固定負債         

１．社債   200,000   -   

２．転換社債   20,000   -   

３．長期借入金 ※1  86,668   9,660   

４．退職給付引当金   5,209   -   

５．役員退職慰労引当金   68,407   75,213   

６．長期前受収益   94,273   178,254   

固定負債合計   474,558 24.9  263,128 7.5 △211,430 

負債合計   1,216,334 63.9  1,472,062 42.0 255,728 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   19,939 1.0  20,017 0.6 78 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※3  278,500 14.6  660,500 18.9 382,000 

Ⅱ 資本剰余金   50,000 2.6  618,000 17.7 568,000 

Ⅲ 利益剰余金   336,878 17.7  725,462 20.7 388,584 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   3,226 0.2  5,656 0.1 2,430 

Ⅴ 自己株式   - -  △516 0.0 △516 

資本合計   668,605 35.1  2,009,102 57.4 1,340,497 

負債、少数株主持分及び資本合計   1,904,879 100.0  3,501,182 100.0 1,596,303 
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②【連結損益計算書】 

期  別  
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   2,189,171 100.0  3,611,260 100.0 1,422,089 

Ⅱ 売上原価 ※2  885,249 40.5  1,477,549 40.9 592,300 

売上総利益   1,303,921 59.5  2,133,711 59.1 829,790 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  959,644 43.8  1,231,963 34.1 272,319 

営業利益   344,277 15.7  901,748 25.0 557,471 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  146   191    

２．受取配当金  659   2,929    

３．受取保険金  1,415   －    

４．補助金収入  6,192   13,746    

５．その他  683 9,098 0.4 752 17,619 0.5 8,521 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  3,246 

 
  1,822 

 
   

２. 社債利息  2,001   1,968    

３. 社債発行費償却  4,300   －    

４．新株発行費償却  －   4,334    

５. 株式公開費用  －   19,672    

６. 売上債権売却損  2,598   6,233    

７．その他  － 12,146 0.5 3,027 37,058 1.1 24,912 

経常利益   341,228 15.6  882,309 24.4 541,081 

Ⅵ 特別利益         

１.保険契約解約益  57,077   －    

２．貸倒引当金戻入益  －   776    

３．前期損益修正益  － 57,077 2.6 5,000 5,776 0.2 △51,301 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産除却損 ※3 3,027 

 
  1,738 

 
   

２．過年度役員退職慰労引当

金繰入額 
 63,022 66,049 3.0 － 1,738 0.1 △64,311 

税金等調整前当期純利益   332,257 15.2  886,347 24.5 554,090 

法人税、住民税及び事業税  223,725   473,104    

過年度法人税等  －   17,108    

法人税等調整額  △78,147 145,578 6.6  △81,727 408,485 11.3 262,907 

少数株主利益   1,051 0.1  78 0.0 △973 

当期純利益   185,627 8.5  477,783 13.2 292,156 
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③【連結剰余金計算書】 

期  別  
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   50,000  50,000 － 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１.増資による新株の発行   
 

558,000 

２．転換社債の転換による新

株発行 
  

－ 
 

－ 
 

10,000 

 
 
 
 
  

568,000 

 

 

 

 

 

 568,000 
 

Ⅲ.資本剰余金期末残高 

 

（利益剰余金の部） 

   

50,000 

 

618,000  568,000 

Ⅰ 利益剰余金期首残高   180,001  336,878 156,877 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

当期純利益  185,627 185,627 477,783 477,783 292,156 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

配当金  24,850  49,700   

役員賞与  3,900 28,750 39,500 89,200 60,450 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   336,878  725,462 388,584 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

期  別  
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  332,257 886,347  

減価償却費  34,806 32,102  
退職給付引当金の増減額(減少:△)  △2,150 △5,209  
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)  68,407 6,805  

賞与引当金の増減額(減少:△)  5,236 44,698  
貸倒引当金の増減額(減少:△)  350 △776  
受取利息及び受取配当金  △805 △3,120  

支払利息及び社債利息  5,248 3,790  
固定資産除却損  3,027 1,738  
売上債権の増減額(増加:△)  △156,145 △126,118  
たな卸資産の増減額(増加:△)  △4,917 △3,009  

仕入債務の増減額(減少:△)  13,629 △10,789  
未払金の増減額(減少:△)  12,572 107,980  
役員賞与の支払額  △3,900 △39,500  

前受収益の増減額(減少:△)  32,025 126,933  
長期前受収益の増減額(減少:△)  55,551 83,981  
保険契約解約益  △57,077 －  
その他  7,911 49,161  

小計  346,028 1,155,016 808,988 
利息及び配当金の受取額  805 3,120  
利息の支払額  △5,273 △3,525  

法人税等の支払額  △83,075 △318,736  

営業活動によるキャッシュ・フロー  258,484 835,875 577,391 

     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
   定期預金の払戻による収入  － 69,719  

定期預金の預入による支出  △178,790 －  

投資有価証券の取得による支出  △21,000 △300,000  
有形固定資産の取得による支出  △6,826 △7,716  

 △4,215 △18,828  無形固定資産の取得による支出 
その他  △5,995 △11,071  

投資活動によるキャッシュ・フロー         △216,828        △267,896 △51,068 

     

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     
短期借入金の純減少額  △70,000 －  
長期借入による収入  50,000 －  
長期借入金の返済による支出  △54,114 △91,988  

社債の償還による支出  － △200,000  
株式の発行による収入  － 925,665  
自己株式の取得による支出  
配当金の支払額  

－ 
△24,850 

△516 
△49,700 

 
 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △98,964 583,460 682,424 

      
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(減少額:△)  △57,308 1,151,439 1,208,747 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  503,019 445,709 △57,310 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  445,709 1,597,148 1,151,439 
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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 

 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 

   

すべての子会社を連結しております。 
連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称  株式会社日本ケアコ

ミュニケーションズ 

 

    同左 
 
 
 

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 

     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 
②たな卸資産 
 商品及び貯蔵品 

最終仕入原価法 
 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
①有価証券 

     その他有価証券 
      時価のあるもの 
     同左 

      
 

時価のないもの 
      同左 
②たな卸資産 

   商品及び貯蔵品 
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日以降に
取得した建物（建物附属設備は除
く。）については、定額法。 
なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 
建物及び構築物 15～50年 
車両運搬具   ４～６年 
工具器具備品  ３～15年 

②無形固定資産 
定額法 

自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５
年間）に基づく定額法 

③長期前払費用 
定額法 
 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
②無形固定資産 

同左 
 
 
 
③長期前払費用 
同左 

 
 (3)繰延資産の処理方法 

社債発行費 
商法施行規則に規定する最長期間
（３年間）で毎期均等償却しており
ます。 
 

－ 
 

(3)繰延資産の処理方法 
     

－ 
 
 

新株発行費 
   支出時に全額費用処理しておりま

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） 

４.会計処理基準に関する事項 
 

(4) 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。 

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、支給見込額に基づ
いて計上しております。 

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。 

 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。 

(会計方針の変更) 
役員退職慰労金は、従来、支出時の費
用として処理することとしておりまし
たが、当連結会計年度より「役員退職慰
労金規程」に基づく期末要支給額を役員
退職慰労引当金として計上することと
しました。 
この変更は、当連結会計年度に「役員
退職慰労金規程」の整備を行ったことに
より、また、近年の役員退職慰労金の引
当金計上が会計慣行として定着しつつ
あることを踏まえ、当社等においても将
来の支出時における一時的負担の増大
を避け、期間損益の適正化及び財務内容
の健全化を図るため、役員退職慰労金を
役員の在任期間に亘って合理的に費用
配分したことによります。 
この変更により、当連結会計年度の発
生額 5,385千円は販売費及び一般管理
費へ、過年度分相当額63,022千円は特
別損失に計上しております。 
この結果、従来と同一の方法を採用し
た場合と比べ、営業利益及び経常利益は
5,385千円、税金等調整前当純利益は
68,407千円減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、
軽微であります。 

(4) 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 
    同左 
 
 
③退職給付引当金 

    同左 
 
 
  
 ④役員退職慰労引当金 

 
    同左 
 
 

－ 
 

  
(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 
 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

     同左 

 

 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要
な事項 
消費税等の会計処理 

      税抜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 
   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 
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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） 

６.利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

 

利益処分又は損失処理の取扱い方法 
 連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理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、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、価格の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する短期投資

からなっております。 
 

    同左 

 
 
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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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（担保資産） 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

   建物           87,358千円 

   土地           94,867千円 

    計           182,226千円 

  担保付債務は、次のとおりであります。 

   １年以内返済予定 

    長期借入金      15,080千円 

   長期借入金        69,880千円 

    計            84,960千円 

 

※２ 売上債権流動化に伴う遡及義務は、11,863千円で 

あります。 

 

※３ 発行済株式総数 

   普通株式  248,500株 

 

※１（担保資産） 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

   建物           82,192千円 

   土地           94,867千円 

    計           177,059千円 

  上記物件についての担保付債務は、ありません。 

    

    

 

 

 

※２ 売上債権流動化に伴う遡及義務は、18,291千円で 

あります。 

 

※３ 発行済株式総数 

   普通株式  1,592,420株 

 

 

（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 

    旅費交通費       93,776 千円  

給料手当       306,146 千円 

    役員報酬        49,397 千円 

賞与          57,280 千円 

賞与引当金繰入額    23,110 千円 

    退職給付費用       3,427 千円 

    役員退職慰労引当金繰入額5,385千円 

    貸倒引当金繰入額         350 千円 

    法定福利費             57,375 千円 

    支払手数料             60,090 千円 

    減価償却費       10,874 千円 

 

 

※２ 一般管理費及び当期製造原価に含まれる研究開発

費は、158,259千円であります。 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

    車両運搬具         525千円 

        工具器具備品      1,726千円 

    ソフトウェア       775千円 

       計        3,027千円  

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

    旅費交通費      107,964 千円 

給料手当       375,406 千円 

    役員報酬        62,156 千円 

賞与          93,020 千円 

賞与引当金繰入額    45,234 千円 

    退職給付費用       2,664 千円 

    役員退職慰労引当金繰入額6,805千円 

    貸倒引当金繰入額          － 千円 

    法定福利費             70,105 千円 

    支払手数料             78,768 千円 

    減価償却費        9,529 千円 

    消耗品費               69,329 千円 

 

※２ 一般管理費及び当期製造原価に含まれる研究開発

費は、215,686千円であります。 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

    建   物        531千円 

車両運搬具         642千円 

        工具器具備品       564千円 

     計          1,738千円  
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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            634,870千円 

    預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △189,161千円 

    現金及び現金同等物     445,709千円 

 

※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          1,711,570千円 

    預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △114,421千円 

    現金及び現金同等物    1,597,148千円 

（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） 
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 

（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 

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

期末残高

相当額 

 

工具器具及び

備品 

千円 

20,873 

千円 

9,920 

千円 

10,953 

ソフトウェア 55,244 42,451 12,792 

合計 76,177 52,371 23,746 

((2) 未経過リース料期末残高相当額 

    １年以内        11,681千円 

    １年超         12,496千円 

      合計        24,178千円 

(3) 支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額 

    支払リース料      17,080千円 

    減価償却費相当額    15,619千円 

    支払利息相当額        959千円 

(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。 

(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。 

 

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 

（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 

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

期末残高

相当額 

 

工具器具及び

備品 

千円 

47,218 

千円 

15,532 

千円 

31,686 

ソフトウェア 22,759 13,120 9,638 

合計 69,977 28,652 41,325 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

    １年以内        15,365千円 

    １年超         26,795千円 

      合計        42,160千円 

(3) 支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額 

    支払リース料      18,339千円 

    減価償却費相当額    16,900千円 

    支払利息相当額      1,248千円 

(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。 

(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。 
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（有価証券関係） 
前連結会計年度 
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日 現在)  

種   類 取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

差 額 
（千円） 

(1) 株式    7,742    13,893   6,150 

(2) 債券     －    －    － 
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
(3) その他  20,000 20,224   224 

 小 計   27,742 34,117 6,374 

(1) 株式 41,435       40,475 △960 

(2) 債券   －      －   － 
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
(3) その他  －      －   － 

 
小 計    41,435 40,475 △960 

合     計      69,177 74,592 5,414 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 その他有価証券（平成17年３月31日 現在） 

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 

 

9,250 

合     計 9,250 

 
当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日 現在) 
種   類 取得原価 

（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差 額 
（千円） 

(1) 株式    29,628    47,604  17,976 

(2) 債券     －    －    － 
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
(3) その他  20,000 20,966   966 

 小 計   49,628 68,570 18,942 

(1) 株式 27,300       26,740 △560 

(2) 債券   －      －   － 
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
(3) その他 300,000      291,109   △8,890 

 小 計   327,300 317,849 △9,450 

合     計      376,928 386,419 9,491 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 その他有価証券（平成18年３月31日 現在） 

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 

 

1,500 

合     計 1,500 
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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） 
 該当事項はありません。 
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） 
 該当事項はありません。 
 
 
（退職給付関係） 
 

(1) 採用している退職給付制度の概要 
   適格年金 ：平成６年４月１日から退職金制度の一部について適格年金制度を採用しております。 

   退職一時金：退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております 
 
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 現在）
当連結会計年度 

（平成18年３月31日 現在） 

(1) 退職給付債務（千円） 79,060 81,202 

(2) 年金資産（千円） 73,850 83,052 

(3) 前払年金費用（千円） －        1,849 

(4) 退職給付引当金(1)-(2)+(3) （千円） 5,209        － 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日 現在）
当連結会計年度 

（平成18年３月31日 現在） 

退職給付費用   

(1) 勤務費用（千円） 9,161 5,918 

 
４ 当社は、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。 
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（税効果会計関係） 
 

(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） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日 現在）

（千円）

 
 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

（千円） 
(1) 流動資産    
賞与引当金損金算入限度超過額 19,524  37,582 

未払事業税 14,499  25,050 

未払金 2,125  4,461 

その他 362  200 

  計 36,512  67,295 

(2) 固定資産    

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,104  － 

ソフトウエア償却限度超過額 90,064  141,110 

役員退職慰労引当金 27,636  30,386 

 評価性引当額          △0  － 

  計 119,805  171,497 

繰延税金資産合計 156,318  238,792 

（繰延税金負債）                        

その他有価証券評価差額金 2,187  3,834 

前払年金費用 －  747 

繰延税金負債合計 2,187  4,581 

繰延税金資産の純額 154,131  234,210 

繰延税金資産は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。   
 前連結会計年度 

（平成17年３月31日 現在）
（千円）

 
 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

（千円） 
流動資産－繰延税金資産 36,512  67,295 

固定資産－繰延税金資産 117,618  166,915 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日 現在） 

 
 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日 現在） 

法定実効税率 40.4％  40.4％ 
（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.9％  0.7％ 

住民税均等割等 0.9％  1.0％ 

留保金課税       1.5％        2.0％ 
評価性引当額 △0.4％          － ％ 

過年度法人税等          － ％        1.9％ 
その他 0.5％  0.1％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.8％  46.1％ 
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
 最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は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）                        （千円） 

 ソフトウエア 
事業 

介護サービス
事業 ＡＳＰ事業 計 消去 

又は全社 連結 

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 1,988,758  99,789 100,623 2,189,171       － 2,189,171 

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高    456    －  1,000   1,456     △1,456  － 

計  1,989,215  99,789 101,623 2,190,628 △1,456 2,189,171 

営業費用 1,541,957  99,614 97,535 1,739,107 105,787 1,844,894 

営業利益 447,257   175 4,088 451,521   △107,244 344,277 

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出       

  資産 883,690 19,629 91,162 994,482 910,397 1,904,879 

  減価償却費 16,647 993 17,164 34,806 － 34,806 

資本的支出 8,445 － 2,531 10,977 － 10,977 

（注）１．製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
   ２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主 要 製 品 

ソフトウェア事業 介護保険支援事業者向けパッケージ業務ソフトウェア、医療機関向けパ
ッケージ業務ソフトウェア、福祉施設向けパッケージ業務ソフトウェア 

介護サービス事業 介護保険の要介護者支援、介護保険の介護サービス 

ＡＳＰ事業 介護保険の支援事業者・サービス事業者向けのインターネットを利用し
たＡＳＰシステムの利用 

   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の金額は107,244千円であり､本社の管

理部門に係わる費用です。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、912,656千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 
 
 
２ 所在地別セグメント情報 
  当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当

事項はありません。 
 
３ 海外売上高 
  当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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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）                        （千円） 
 ソフトウエア 

事業 
介護サービス
事業 ＡＳＰ事業 計 消去 

又は全社 連結 

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 3,400,594  105,432 105,233 3,611,260       － 3,611,260 

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高    30    －    －    30      △30  － 

計  3,400,624  105,432 105,233 3,611,290      △30 3,611,260 

営業費用 2,358,173  105,394 104,079 2,567,647 141,865 2,709,512 

営業利益 1,042,450   38 1,154 1,043,643   △141,865 901,748 

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出       

  資産 1,018,767 19,374 84,405 1,122,547 2,378,635 3,501,182 

  減価償却費 15,165 617 15,992 31,775 － 31,775 

資本的支出 24,682 － 1,463 26,145 － 26,145 

（注）１．製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
   ２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主 要 製 品 

ソフトウェア事業 介護保険支援事業者向けパッケージ業務ソフトウェア、医療機関向けパ
ッケージ業務ソフトウェア、福祉施設向けパッケージ業務ソフトウェア 

介護サービス事業 介護保険の要介護者支援、介護保険の介護サービス 

ＡＳＰ事業 介護保険の支援事業者・サービス事業者向けのインターネットを利用し
たＡＳＰシステムの利用 

   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の金額は141,895千円であり､本社の管

理部門に係わる費用です。 
４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,378,635千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 
 
２ 所在地別セグメント情報 
  当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当

事項はありません。 
 
３ 海外売上高 
  当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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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） 
 
該当事項はありません。 

 

 

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） 
が結会計年度末の時点では取引関係はありません。なお、本件に係る保証料の支払いはありません。 
 

該当事項はありません。 

 

 

（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      2,531円61銭 
１株当たり当期純利益      588円04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、潜在株式は存在するものの、当社株式は非
上場であり、期中平均株価が把握できないため記載
しておりません。 

１株当たり純資産額       1,247円22銭 
１株当たり当期純利益       342円28銭 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益    320円73銭  
当社は、平成17年８月１日付で株式１株につき５
株の分割を行っております。 
 なお、当該株式分割が前期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、それぞれ以下のとおりとなります。  
１株当たり純資産額       506円 32銭 
１株当たり当期純利益      117円 60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は以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 185,627 477,783 

普通株主に帰属しない金額（千円） 39,500 23,000 

 (うち利益処分による役員賞与金) (39,500) (23,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 146,127 454,783 

普通株式の期中平均株式数（株） 248,500 1,328,664 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） 
 （うち新株予約権） － 

89,320 

        (89,320) 

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 

第１回無担保転換社債 
（残高額面総額 20,000千円）
並びに新株予約権１種類
(新株予約権の数 21,640
個)。 
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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） 

 当社は、平成17年６月27日開催の取締役会において

株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をして

おります。 

 当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

該当事項はありません。 

(1）平成17年８月１日付をもって平成17年７月29

日最終の株主名簿に記載された株主の所有株

式数を１株につき５株の割合をもって分割す

る。 

 

(2）分割により増加する株式数  

普通株式 994,000株  

(3) 配当起算日 平成17年４月１日  

 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）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

 

  

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

405円78銭 506円32銭 

１株当たり当期純利益金

額      72円11銭 

１株当たり当期純利益金

額      117円60銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額につい

ては、新株予約権等の残

高がありますが、当社株

式は非上場のため、期中

平均株価を把握できませ

んので、記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額につい

ては、新株予約権等の残

高がありますが、当社株

式は非上場のため、期中

平均株価を把握できませ

んので、記載しておりま

せん。 
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【連結附属明細表】 
【借入金等明細表】 

区      分 前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金        －        －     － － 

一年以内に返済予定の長期借入金 22,108        7,127        1.40 － 
長期借入金 
（一年以内に返済予定のものを除く）       86,668       9,660        1.40 

平成15年8月31日 
～平成20年7月31日 

その他の有利子負債      －      －     － － 

合  計      108,776       16,788 
     

－ 
－ 

（注） 
１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

   ２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予

定額の総額 
１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

7,228 千円 2,431千円   －   － 

 

(2)【その他】 
 

 該当事項はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


