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決算取締役会開催日  平成18年５月15日           中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成18年６月26日          定時株主総会開催日  平成18年６月23日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1) 経営成績                                   (百万円未満切捨て) 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
2,705（18.1） 
2,289（12.7） 

百万円   ％ 
853（18.0） 
723（51.1） 

百万円   ％ 
863（19.7） 
721（49.0） 

(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      18年３月期   3,606,082 株 17年３月期   3,235,068 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８月20日付で１株につき10株の株式分割を行っており、平成17年３月期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたもの

として算出しております。 

(2) 配当状況                                   (百万円未満切捨て) 
１株当たり年間配当金 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭 
40  00 
30  00 

円  銭 
0  00 
0  00 

円  銭 
40  00 
30  00 

百万円 
148 
108 

％ 
29.2 
24.3 

％ 
5.6 
4.9 

 (3) 財政状態                                   (百万円未満切捨て) 

 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 
3,502 
2,895 

百万円 
2,641 
2,211 

％ 
75.4 
76.4 

円   銭 
709      97 
614   37 

(注) ①期末発行済株式数   18年３月期    3,720,000株   17年３月期    3,600,000株 

②期末自己株式数    18年３月期          ― 株   17年３月期        ― 株 

(4) キャッシュ･フローの状況                            (百万円未満切捨て) 

 
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 
720 
523 

百万円 
△169 
△117 

百万円 
△64  
497  

百万円 
2,138  
1,651  

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 
１株当たり年間配当金 

 売上高 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 
中間期 
通 期 

百万円 
1,619 
4,000 

百万円 
326 

1,040 

百万円 
174 
572 

円 銭 
0  00 
――― 

円 銭 
――― 
40  00 

円 銭 
0  00 
40  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  152円60銭 

 

 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   ％ 
493 （23.7） 
399（△0.7） 

円  銭 
136  85  
123 36  

円  銭 
131   78 
117  88 

％ 
20.3 
22.7 

％ 
27.0 
30.1 

％ 
31.9 
31.5 

※ 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。業績予想の前提となる仮

定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の４ページから７ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び当社の関係会社（非連結子会社１社）により構成されており、パッケージ

の開発・販売、受託開発、システムの運用管理等を事業として行っております。 

当社の非連結子会社である普楽希普信息系統（大連）有限公司はソフトウェア開発を主な事業として

おり、当社のソフトウェア開発業務の一部を委託しております。 

なお、当該子会社については、企業集団の財政状態および経営成績等に関する、資産・売上高・利益・

利益剰余金等の各基準に与える影響から判断して、合理的な判断を妨げるような重要な影響を及ぼさな

いため連結財務諸表を作成しておりません。 

 
２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、基本理念として「Speciality for customer」を掲げ、①情報システム＆サービスの特定領

域で、プロフェッショナルとして最強のSpecialityをグローバル市場で展開する。②より多くの顧客

の企業力・競争力向上に貢献し、グローバル高度情報化社会の普及発展に参画し、企業の社会的責

任を果たしていく。③組織として高い透明性、ルール性、統治性があり、その活動は、徹底した基

本をベースに、常に独創性があり、自己責任であり、かつ迅速を旨とし、さらに参画者の自己実現

に寄与する。以上のことを基本戦略として、全社で取り組んでおります。 
 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要課題として認識しており、企業価値を高めるなかで、目標

配当性向を30％として、積極的に株主への利益還元に取り組むことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、安定的経営基盤を確保しつつ、スキルの高い人材確保・教育のた

めの投資、新製品開発・新規事業開拓のための研究開発投資及びコンピュータ関連設備等への積極

的な先行投資をおこない、持続的な成長を図ってまいります。 
 
(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性確保及び株主数増加を資本政策上の重要課題の一つと位置付けており

ます。具体的な方策に関しましては、株式市場の動向や株価の推移等を総合的に勘案しながら対応

したいと考えております。 

 
(4) 目標とする経営指標 

当社は、高成長・高収益企業として発展していくため、いろいろな指標の中でも利益面を重視し

ております。中長期的には粗利率51％以上、経常利益率25％以上を目標として、継続的にその目標

を達成することで、企業価値の増加を図ってまいります。 

 
(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、業務用アプリケーションシステムをハイブリッドシステムソリューション（パッケージ＋コン

サルティング＋カスタマイズ・アドオン）の手法で提供することによって、日本の上場企業・中堅
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成長企業の戦略性と独自性に応え、顧客のシステム投資効果を最大限に発揮するビジネスモデルを

展開し、より多くの顧客の企業力・競争力向上に貢献するグローバルオンリーワン企業を目指し、

たゆまぬ成長を続けてまいります。 

現在の収益の柱である「ProPlus固定資産システム」は、固定資産管理パッケージシステム業界で

１位の導入実績を誇っており、他システムにない優れた製品機能と当社のノウハウに対し顧客の高

い評価をいただいております。これに加えて、各企業の固定資産管理業務は、近年のグローバリゼ

ーションの高まりによる転換期を迎える中でより一層のシステム活用の戦略性が求められており、

引き続き市場開拓の余地は大きいと考えております。 

また、当社は平成17年４月、新たに「ProPlus販売管理システム Sales Suite」をリリースしました。

販売活動は企業活動の主軸であり、これに関する各企業のシステムへの投資意欲はきわめて旺盛で

あります。当社がProPlus固定資産システムで確立した“ハイブリッドシステムソリューション・モ

デル”を基軸として、長年に渡り受託開発分野で培ってきた豊富な業務ノウハウを併せた高機能シ

ステムとなっており、導入企業の販売戦略に応えることで、大きくシェア獲得を目指して展開して

まいります。 
これらの製品については、顧客ニーズを汲み取り製品のバージョンアップに反映させることで高

度専門性による差別化を図り、上場大企業・中堅成長企業をターゲットとした更なる市場浸透と

「ProPlus」のブランドバリューの最大化を図ってまいります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

ソフトウェア業界、特に業務用アプリケーション分野においては、顧客企業の情報システムに対

するニーズの高度化、複雑化、広域化が一段と強くなってきており、これに対応することの出来る

高付加価値なシステムソリューションを提供することが、勝ち残るための必須条件となっておりま

す。 
当社がパッケージシステムを中心に展開している会計分野においては、減損会計制度が平成17年

４月１日以後開始する事業年度より強制適用となったほか、リース取引に係る会計基準の改正が検

討されており、さらに内部統制制度の法制化（日本版ＳＯＸ法）によって求められる内部統制の強

化など、継続した制度の見直しが行われており、システム化に対する需要はますます高まるものと

見られております。 

このような状況のなかで、当社は競合他社に先がけて平成15年12月にリリースした「ProPlus減損

会計システム」をはじめ、会計分野のパッケージシステムをメインとして、より顧客企業のニーズ

に応えていきます。また、これまで受託開発分野で培ってきた業務ノウハウをもとに、平成17年４

月に新たにリリースした「ProPlus販売管理システム Sales Suite」を、固定資産管理システムに次ぐ

第２の柱となるべく販売を進めてまいります。 

これらを含め、新製品（パッケージシステム）の開発や既存製品のバージョンアップは、パッケ

ージ開発の専任組織で行い、さらにプロジェクト管理、原価管理の精度を高め、高機能、高品質、

高生産性の実現に向けて精力的に取り組んでまいります。 

 
(7) 親会社等に関する事項 

当社は、親会社等を有しておりません。 
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(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

体制の整備状況 

当社は内部監査部門として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、年間計画に基づいて

全社の業務執行状況を精査し、内部監査体制の継続的な改善を実施しております。 

管理部門の配置状況に関しましては、管理本部経営企画グループを中心に、決裁書等社内承認

制度の運用、予算実績の管理等を行うとともに、管理本部において業務全般に関わる内部管理及

び統制を実施しております。 

社内規程につきましては、関係法令の改正への対応及び内部統制の改善を進めていくなかで、

規程の整備を随時行っております。 

②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

当社は月１回開催している取締役会や、経営幹部による四半期ごとの経営会議において、重要

事項の決定や経営状況の把握を行っており、監査役の厳正な監督のもと、迅速かつ適正な審議を

行っております。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

当期におけるわが国経済は、企業部門の収益改善が進み、雇用情勢も持ち直しの動きが見られる

など、景気は緩やかな回復基調にあります。しかしながら、原油価格の高騰などの企業収益抑制要

因に加え、日銀の量的緩和の解除による金融引締めの動きが見られるなど、予断を許さない状況が

続いております。 

情報サービス産業におきましては、企業収益拡大に伴い、設備投資を積極化する動きが見られる

ものの、競争激化による価格の引下げ圧力は一段と強まっており、厳しい環境が依然として続いて

おります。 

このような状況の中で当社は、パッケージ＋コンサルティング＋カスタマイズ・アドオンという

“ハイブリッドシステムソリューション・モデル”をより一層強化し、顧客の期待値を超えるサー

ビスを提供するよう努めてまいりました。特に、平成17年４月１日以後開始する事業年度より強制

適用となった減損会計制度を機に、各企業で固定資産システム全体を見直す動きが増加し、同業他

社にはないきめ細かな機能を持つ「ProPlus固定資産システム」を中心とする固定資産管理ソリュー

ションの積極的な営業活動を展開することで売上拡大を進めてまいりました。 

以上の結果、当期の売上高は27億５百万円（前期比18.1％増）、営業利益は８億53百万円（同18.0％

増）、経常利益は８億63百万円（同19.7％増）、当期純利益は４億93百万円（同23.7％増）となりま

した。 

 

(2) 財政状態 

当期末の流動資産の残高は、31億30百万円と前期末に比べ５億17百万円増加しました。これは主

に、売上高の増加により現金及び預金が増加したことが主な要因です。 

固定資産の残高は、自社製作による販売用ソフトウェア等の無形固定資産が増加したことにより、

３億71百万円と前期末に比べ89百万円増加しました。 

流動負債の残高は、６億75百万円と前期末に比べ１億88百万円増加しました。主な要因は、未払

法人税等及び前受金が増加したことによるものであります。 

固定負債の残高は、１億85百万円と前期末に比べ10百万円減少しましたが、大きく変動した科目

はありません。 

資本の残高は、26億41百万円と前期末に比べ４億29百万円増加しました。これはストックオプシ

ョンの行使により資本金と資本準備金が増加したことに加え、当期純利益の増加により利益剰余金

が増加したことが主な要因です。 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、４億86百万円増加し、21

億38百万円となりました。これは投資活動による支出が１億69百万円、財務活動による支出が64百

万円あったものの、営業活動による収入が７億20百万円となったことによるものです。 

当期における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動によるキャッシュ･フローは、税引前当期純利益が８億70百万円と大きく増加したのに加

え、減価償却費や前受金が増加したことにより、７億20百万円（同37.6％増）となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動によるキャッシュ･フローは、販売用ソフトウェアのバージョンアップ等に関する無形固

定資産の取得による支出や、子会社２社の設立資金の支出等により、１億69百万円（同43.8％増）

となりました。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、ストックオプションの行使に伴う株式発行収入があった

ものの、配当金の支払いによる支出が１億６百万円あったことにより、64百万円の支出となりまし

た。 

 

(3) 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、競争が激化する中にあって、企業業績に大きな影響を与える原油

価格や為替相場の動向などの先行きが不透明であり、引き続き厳しい経営環境で推移するものと考

えております。 

このような環境において、当社は「ProPlus」シリーズを中心として的確かつきめ細かい対応力で、

ユーザーニーズにマッチしたソリューション提供を行い、他社との差別化を進め、業容拡大と企業

価値の増大を図ってまいります。特に「ProPlus固定資産システム」をはじめとする会計分野のパッ

ケージシステムに加え、「ProPlus販売管理システム Sales Suite」の拡販に注力してまいります。 

次期の業績は、売上高40億円（前期比47.9％増）、経常利益10億40百万円（前期比20.5％増）、当

期純利益５億72百万円（前期比15.9％増）と増収増益を見込んでおります。 

 
(4) 事業等のリスク 

①会計制度の変更、税制等の改正等について 

 わが国では、会計基準を国際的な会計基準に対応させていくため、いわゆる“会計ビッグバン”

が進められてきました。連結重視の会計、金融商品の時価会計の導入等が段階的に行われ、さら

に、平成 17年４月１日以降を開始とする事業年度からは、固定資産の減損会計が適用（上場会社

及び商法特例法上の大会社につき強制適用）されております。 
 このような会計制度の変更や税制改正等は、ユーザー企業のシステム更新を促す要因となるこ

とから、ビジネスチャンスとなりうる反面、既存のパッケージ製品の陳腐化を招く可能性があり

ます。当社では、監査法人やコンサルティングファームとの連携強化及びＳＥの会計知識・業務

知識のレベルアップを通じて、会計制度の変更や税制改正等に一層柔軟に対応できる開発体制、

製品供給体制を構築していく方針でありますが、会計、税制等の変更に適時適切に対応しきれな

かった場合、顧客ニーズに適合した製品の開発、供給が不十分であった場合、あるいは販売競争

の激化が一層進展した場合、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。 
 

②対象ユーザーのシステム投資動向について 

 当社は業務アプリケーションシステムの開発・販売を中心に行っていることから、当社の経営

成績は、対象ユーザーのシステム投資動向の影響を受ける可能性があります。 
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③経営成績の偏重等について 

 会計等の業務関連の新システムの導入に関しては、新年度からの稼動を望むユーザーが多く、

特に国内の多くの企業の決算月が３月に集中していることから、当社の経営成績は特に３月の売

上及び利益の水準が他の月と比べて高くなる傾向があります。また、カスタマイズを行なったパ

ッケージソフト及び受託開発案件について、ユーザーの検収が３月に集中しているため、検収の

遅れが発生した場合には、売上及び利益が翌期の計上となる可能性があります。 
 

④システムの不具合等について 

 当社が提供しているパッケージシステムは、対象ユーザーの利用状況、資産規模等によって個

別のカスタマイズが必要となる場合があります。特に対象となるユーザー企業の規模が大きけれ

ば大きいほど、開発・導入にかかる期間が長期化する傾向があります。当社では、これら長期に

わたるプロジェクトについては、開発工程等の成果物ごとに契約を行い、部分的な検収を通じて

売上計上を行うこととしております。しかしながらシステム面での不具合、バグ等を完全に除去

することは困難であるため、不具合を治癒するための追加的なコストが発生した場合、あるいは

顧客側の既存システムにも影響を与えるようなシステムトラブル等が生じた場合、当社の経営成

績は影響を受ける可能性があります。 
  
⑤協業及び販売体制について 

(a)販売体制について 

当社が直接ユーザーから受注する直接販売とシステムインテグレーターやコンサルティング

ファーム等（日本アイ・ビー・エム㈱、日本電気㈱、富士通㈱、㈱ＣＳＫシステムズ、㈱大塚商

会、㈱ＩＣＳパートナーズ、等）と協同で受注する間接販売があります。直接販売、間接販売と

もにユーザーと直接、特定プログラム使用許諾契約を締結し、プログラム著作権は当社が留保す

る形態となっております。 
 

(b)日本オラクル㈱とのパートナー契約について 

 当社では、平成11年11月より日本オラクル㈱との間でパートナー契約を締結しております。 
 日本オラクル㈱では、会計、販売管理、人事管理等を一元的に管理する業務用パッケージソ

フトウェア（Oracle E-Business Suite、以下「ＥＢＳ」という）を取扱っておりますが、固定

資産管理等の特定分野のシステムプログラムについては、当社のようなシステムベンダーが提

供するソフトウェアが活用されております。当該契約によって、当社が開発した固定資産管理

等の特定のソフトウェアは同社の取扱っているＥＢＳの一機能として組み込むことが可能とな

り、近年の大手企業への大口システム導入案件の獲得等に寄与しております。 
 
 上記(a)及び(b)に記載したシステムインテグレーター、コンサルティングファーム等並びに日

本オラクル㈱とは現状、良好な取引関係を維持しておりますが、何らかの理由で協業・取引関

係の維持が困難となった場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 
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⑥中国への進出について 

 当社は、海外展開を今後の事業規模拡大戦略の一つとして位置付け、まず中国をターゲットに

海外展開を進め、平成 17 年４月に現地法人を設立いたしました。中国は、ＷＴＯ加盟により企業

の国際化が進展し、日本と同様に国際会計基準へのシステムニーズが見込まれることから、当社

システムの販売市場が存在し、それが拡大していくものと考えております。 
 しかしながら中国の法令制度や取引慣行あるいはインフラの整備状況等により、当社の進出に

支障をきたす可能性があります。また、当社にとって、海外での事業展開は今回が初めてである

ため、事前調査の予想を超える事象が発生した場合には、当該投資の回収が見込どおりに進まず、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑦人材の確保、育成について 

 当社が事業拡大を進めていくためには、スキルの高い優秀なスタッフを確保することが重要な

要素であると考えております。しかしながらソフトウェア業界での人材獲得競争は激しく、業務

上必要とされる知識及び経験を備えた人材を確保できないリスクがあります。 

 当社では、優秀な人材の採用については最重要の課題として取り組んでおりますが、優秀な人

材を十分かつ適時に確保できなかった場合及び社内の有能な人材が流出してしまった場合には、

今後の事業展開に制約を受けることとなり、経営成績に影響を与える可能性があります。 
 

⑧ストックオプションについて 

 当社はストックオプションを当社取締役および従業員等に対して、これまで２回にわたり付与

しており、第１回目のストックオプションにつきましては、平成 18 年 3 月 1 日より行使期間に

入っております。また今後も優秀な人材確保のために同様のインセンティブ政策を実施する可能

性があります。かかる新株予約権は、取締役および従業員等の業績向上に対する意欲や士気をよ

り一層高めるものであり、必ずしも既存の株主の利益と相反するものではありませんが、新株予

約権の権利行使が行われた場合には、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。ま

た、新株予約権の行使により取得した株式が市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生

じ、適正な株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 
 

(5) 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17年３月１日ジャスダック証券取引所への上場に際し、公募増資により６億１百万

円を調達いたしました。 

資金使途計画及び資金充当実績は、以下のとおりであります。 

①資金使途計画 

 調達資金６億１百万円から新株発行費用等を差し引いた手取額のうち、設備資金に70百万円、

新パッケージシステムの開発費用及び中国現地法人設立関係費用等の運転資金に残額を充当する

予定であります。 
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②資金充当実績 

 当期末までの実績は以下のとおりです。 

使途 金額 実施時期 

子会社の設立 

（普楽希普信息系統（大連）有限公司を設立） 

4,827 千円 

30,018 千円 

平成 17年４月 

平成 18年３月 

ソフトウェアの取得 95,986 千円 平成 18年３月 

研究開発費用等の支出 288,088 千円 
平成 17年４月～ 

平成 18年３月 

子会社の設立 

（株式会社ライジングプロを設立） 
30,000 千円 平成 18年３月 

合   計 448,919 千円  
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４．財務諸表等 
（1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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   1,991,463   2,478,389  

２．売掛金   525,853   547,302  

３. 商品   76   －  

４．仕掛品   48,952   35,156  

５．貯蔵品   446   466  

６．前払費用   16,842   13,477  

７．繰延税金資産   29,049   53,859  

８．その他   336   2,179  

 

流動資産合計   2,613,020 90.2  3,130,831 89.4 517,810 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物付属設備  2,166   2,166   

減価償却累計額  1,148 1,017  1,473 692  

２．工具器具備品  42,631   34,836   

減価償却累計額  28,804 13,827  23,219 11,616  

 

有形固定資産合計   14,845 0.5  12,309 0.4 △2,535 

(2）無形固定資産        

１．電話加入権   1,547   1,547  

２．ソフトウェア   89,965   106,099  

 

無形固定資産合計   91,512 3.2  107,646 3.1 16,133 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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） 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   19,580   22,770  

２．関係会社株式 ※１  －   30,000  

３．関係会社出資金   －   34,845  

４．従業員長期貸付金   250   781  

５．保証金   42,222   42,247  

６．保険積立金   50,363   61,082  

７．長期前払費用   397   －  

８．繰延税金資産   62,711   59,496  

９．その他   538   618  

 

投資その他の資産合計   176,064 6.1  251,842 7.2 75,777 

固定資産合計   282,422 9.8  371,798 10.6 89,375 

資産合計   2,895,443 100.0  3,502,629 100.0 607,186 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   106,188   130,651  

２．未払金   45,316   81,976  

３．未払費用   17,901   21,422  

４．未払法人税等   159,301   240,125  

５．未払消費税等   31,565   23,369  

６．預り金   11,837   4,060  

７．前受金   44,843   93,225  

８．賞与引当金   38,625   43,334  

９．役員賞与引当金   31,900   35,900  

10. その他流動負債   －   1,931  

 

流動負債合計   487,478 16.8  675,997 19.3 188,518 

Ⅱ 固定負債        

１．長期未払金   28,582   21,934  

２．退職給付引当金   55,747   51,695  

３．役員退職慰労引当金   111,921   111,921  

 

固定負債合計   196,250 6.8  185,550 5.3 △10,700 

負債合計   683,729 23.6  861,547 24.6 177,818 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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） 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※２  398,000 13.7  419,000 12.0 21,000 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  363,600   384,600    

 資本剰余金合計   363,600 12.6  384,600 11.0 21,000 

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金   34,050   34,050   

２．任意積立金         

(1)プログラム等準備金  7,371   7,371    

(2)別途積立金  5,000 12,371  5,000 12,371   

３．当期未処分利益  1,401,728  1,787,203   

利益剰余金合計  
 
1,448,150 50.0 

 
1,833,625 52.3 385,475 

Ⅳ その他有価証券評価差 
額金 

※３  1,964 0.1  3,856 0.1 1,891 

資本合計   2,211,714 76.4  2,641,082 75.4 429,367 

負債・資本合計   2,895,443 100.0  3,502,629 100.0 607,186 
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（2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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         

１．ソフトウェア売上高  1,810,146   2,166,383    

２．保守及び運用管理等 
売上高 

 479,836 2,289,983 100.0 538,732 2,705,115 100.0 415,132 

Ⅱ 売上原価         

１．ソフトウェア売上原価  690,985   853,227    

２．保守及び運用管理等 
売上原価 

 288,286 979,271 42.8 251,236 1,104,463 40.8 125,192 

売上総利益   1,310,711 57.2  1,600,651 59.2 289,940 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  8,875   27,687    

２．給与手当  97,319   102,413    

３．役員報酬  58,662   55,465    

４．賞与  58,836   33,276    

５．賞与引当金繰入額  5,566   7,467    

６. 役員賞与引当金繰入額  31,900   35,900   
 

７．法定福利費  20,735   23,814    

８．支払保険料  41,498   42,434    

９．支払手数料  40,552   29,910    

10．人材募集費  16,100   31,013    

11．賃借料  20,066   19,648    

12．旅費交通費  9,949   8,615    

13．減価償却費  2,607   3,625    

14．研究開発費 ※１ 128,409   288,088    

15．租税公課  16,031   13,488    

16．その他  30,326 587,437 25.7 24,145 746,994 27.6 159,557 

営業利益   723,274 31.6  853,656 31.6 130,382 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  153   394   

２．受取配当金  352   176   

３．受取手数料  1,138   723   

４. 匿名組合投資収益 ※２ 4,243   6,648   

 

５．その他  137 6,025 0.3 1,800 9,742 0.4 3,717 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  154   94   

 

２．新株発行費  7,953 8,107 0.3 － 94 0.0 △8,013 

経常利益   721,191 31.5  863,305 31.9 142,113 

Ⅵ 特別利益        

１．保険解約返戻金  1,688   4,540   
 

２．共済掛金返戻益  － 1,688 0.1 3,200 7,740 0.3 6,052 

Ⅶ 特別損失         

１． 固定資産廃棄損 ※３ 373 373 0.0 61 61 0.0 △312 

税引前当期純利益   722,506 31.6  870,984 32.2 148,478 

法人税、住民税及び 
事業税 

 320,481   400,401    

法人税等調整額  2,940 323,422 14.2 △22,892 377,509 14.0 54,086 

当期純利益   399,084 17.4  493,475 18.2 94,391 

前期繰越利益   1,002,643   1,293,728  291,084 

当期未処分利益   1,401,728   1,787,203  385,475 
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（3）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

   

税引前当期純利益  722,506 870,984 

減価償却費  45,318 87,000 

賞与引当金の増加額  4,662 4,709 

役員賞与引当金の増加額  9,900 4,000 

役員退職慰労引当金の減
少額 

 △7,056 － 

退職給付引当金の増減額  7,439 △4,052 

受取利息及び受取配当金  △505 △570 

支払利息  154 △94 

保険解約返戻金  △1,688 △7,740 

匿名組合投資収益  △4,243 △6,648 

固定資産廃棄損  373 61 

新株発行費  7,953 － 

売上債権の増加額  △38,307 △21,449 

たな卸資産の減少額  19,586 13,852 

仕入債務の増加額  50,553 24,463 

前払費用の増減額  △3,938 3,365 

その他流動資産の増減額  295 △1,784 

未払金の増加額  22,246 36,660 

未払費用の増加額  931 3,520 

その他流動負債の減少額  － △2,754 

未払消費税等の増減額  15,692 △8,196 

 



－  － 15

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 

前受金の増加額  5,200 48,381 

預り金の増減額  1,069 △7,776 

長期前払費用の増減額  △397 397 

その他  △76 128 

小計  857,669 1,036,458 178,789 

利息及び配当金の受取額  505 511 

利息の支払額  △154 94 

法人税等の支払額  △334,164 △316,178 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 523,855 720,887 197,032 

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 

 △70,048 △54 

子会社への出資による支
出 

 － △64,845 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △6,954 △4,881 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △30,213 △95,986 

長期貸付金の回収による
収入 

 410 618 

長期貸付金の貸付による
支出 

 △320 △1,150 

敷金保証金の増加による
支出 

 △140 △25 

保険の解約による収入  3,098 10,709 

保険積立金の積立による
支出 

 △13,606 △13,687 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △117,774 △169,302 △51,528 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

配当金の支払額  △96,000 △106,713 

株式の発行による収入  593,646 42,000 

 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 497,646 △64,713 △562,359 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

 903,727 486,871 △416,856 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 747,642 1,651,370 903,727 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 1,651,370 2,138,242 486,871 
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（5）利益処分案 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,401,728  1,787,203 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  108,000 108,000 148,800 148,800 

Ⅲ 次期繰越利益   1,293,728  1,638,403 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式及び関係会社株式 

―――――― 

(2)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）を採用しております。 

(1)子会社株式及び関係会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2)その他有価証券 

同左 

(1)商品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(2)仕掛品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(3)貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法を採用

しております。 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 

(1)商品 

―――――― 

 

(2)仕掛品 

同左 

 

(3)貯蔵品 

同左 

(1)有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

(1)有形固定資産 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法、市場販売目

的のソフトウェアについては見込販売

期間（３年以内）における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能な残存販

売期間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい額を計上する方法を採

用しております。 

(2)無形固定資産 

同左 

 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に費用処理しております。 

―――――― 

(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勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1)貸倒引当金 

同左 

５．引当金の計上基準 

(2)賞与引当金 

 従業員への賞与の支給に充てるた

め、当事業年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3)役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しております。 

(3)役員賞与引当金 

同左 

 

(4)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務（期

末自己都合要支給額の100％相当額）

を計上しております。 

(4)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

(5)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、役員退職慰労金規程による期末要

支給額を計上しております。 

なお、当社は平成15年４月より役員

退職慰労金の内規を廃止したため、新

たな役員退職慰労引当金の繰入はおこ

なっておりません。 

(5)役員退職慰労引当金 

同左 

 

６．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か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 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．       ―――――― 

 

 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数     普通株式  12,800,000株 

   発行済株式総数   普通株式   3,600,000株 

※３．配当制限 

   貸借対照表に計上されているその他有価証券評価

差額金1,964千円については、商法施行規則第124

条第３号の規定により、配当に充当することが制

限されております。 

※１．関係会社株式30百万円は、株式会社ライジングプ

ロ（平成18年４月３日設立）に対する新株式払込

金であります。 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数     普通株式  12,800,000株 

   発行済株式総数   普通株式   3,720,000株 

※３．配当制限 

   貸借対照表に計上されているその他有価証券評価

差額金3,856千円については、商法施行規則第124

条第３号の規定により、配当に充当することが制

限されております。 

 

 当期中の発行済株式数の増加 

 発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円) 

平成16年８月20日 株式分割(１：10) 2,880,000 － － 前事業年度 

平成17年２月28日 有償一般募集 400,000 1,600 238,000,000 

平成18年３月１日 新株予約権の行使 7,000 350 1,225,000 

平成18年３月２日 新株予約権の行使 14,000 350 2,450,000 

平成18年３月６日 新株予約権の行使 12,000 350 2,100,000 

平成18年３月８日 新株予約権の行使 17,000 350 2,975,000 

平成18年３月10日 新株予約権の行使 24,000 350 4,200,000 

平成18年３月16日 新株予約権の行使 7,000 350 1,225,000 

平成18年３月22日 新株予約権の行使 13,000 350 2,275,000 

平成18年３月27日 新株予約権の行使 15,000 350 2,625,000 

平成18年３月30日 新株予約権の行使 7,000 350 1,225,000 

当事業年度 

平成18年３月31日 新株予約権の行使 4,000 350 700,000 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費  128,409千円 

※２．レバレッジドリースに係る投資収益であります。 

※３．固定資産廃棄損は工具器具備品373千円でありま

す。 

※１．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費  288,088千円 

※２．レバレッジドリースに係る投資収益であります。 

※３．固定資産廃棄損は工具器具備品61千円でありま

す。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,991,463

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △340,092

現金及び現金同等物 1,651,370
  

 
（平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 2,478,389

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △340,147

現金及び現金同等物 2,138,242
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（リース取引関係） 

   前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

    当社はリース取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

   当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

    当社はリース取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 16,268 19,580 3,311 16,268 22,770 6,501 

(2)債券       

① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

② 社債 ― ― ― ― ― ― 

③ その他 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

小計 16,268 19,580 3,311 16,268 22,770 6,501 

(1）株式 ― ― ― ― ― ― 

(2）債券       

① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

② 社債 ― ― ― ― ― ― 

③ その他 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小計 ― ― ― ― ― ― 

合計 16,268 19,580 3,311 16,268 22,770 6,501 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

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退職一時金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

（１）退職給付債務 △55,747千円 △51,695千円 

（２）退職給付引当金 △55,747 △51,695 

   

   

   

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用 11,372千円 △538千円 

（１）勤務費用 11,372 △538 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 
 

（単位：千円）

繰延税金資産 

未払事業税 10,371 

賞与引当金損金算入限度超過額 15,716 

役員退職慰労引当金否認 45,540 

退職給付引当金損金算入限度超過額 22,683 

減価償却費損金算入限度超過額 1,364 

その他 2,488 

繰延税金資産合計 98,166 

繰延税金負債  

プログラム等準備金 △5,057 

その他 △1,348 

繰延税金負債合計 △6,405 

繰延税金資産の純額 91,761 
  

 
（単位：千円）

繰延税金資産 

未払事業税 17,862 

賞与引当金損金算入限度超過額 17,634 

役員退職慰労引当金否認 45,540 

退職給付引当金損金算入限度超過額 21,036 

減価償却費損金算入限度超過額 15,497 

その他 3,487 

繰延税金資産合計 121,058 

繰延税金負債  

プログラム等準備金 △5,057 

その他 △2,646 

繰延税金負債合計 △7,703 

繰延税金資産の純額 113,355 
  

  

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 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  
 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）  

留保金課税 2.1  

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 

2.0  

その他 0.0  

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

44.8  

  

 
法定実効税率 40.7％ 

（調整）  

留保金課税 1.8  

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 

0.3  

その他 0.5  

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

43.3  

  
  

 

 

（持分法損益等） 

   前事業年度（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。 

 

   当事業年度（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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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

    当社は関連当事者との取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金

又は 

出資金

(US$) 

事業の

内容又

は職業 

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%) 

役員の 

兼任等 

事 業 上

の関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

ソフト

ウェア

開発の

委託 

59,055 買掛金 24,242 

子会社 

普楽希普

信息系統

(大連)有

限公司 

中国 

大連市 
300千 

ソ フ ト

ウ ェ ア

開発 

(所有) 

直接

100.0 

兼任４名 

ソ フ ト

ウ ェ ア

開 発 の

委託 
― ― 立替金 1,462 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般的取引条件と同様に決定しております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 614.37円 

１株当たり当期純利益金額 123.36円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

117.88円 

  

 
１株当たり純資産額 709.97円 

１株当たり当期純利益金額 136.85円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

131.78円 

  
 当社は、平成16年８月20日付で株式１株につき10株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 408.55円 

１株当たり当期純利益金額 125.64円 
 

  

 （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。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 399,084 493,475 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 399,084 493,475 

期中平均株式数（千株） 3,235 3,606 

   

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 － － 

普通株式増加数（千株） 150 138 

（うち新株予約権（千株）） (150) (138) 

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めな

かった潜在株式の概要 

―――――― ―――――― 

 

 



  - 28 - 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（新株予約権（ストックオプション）の付与） 

  平成17年６月24日開催の定時株主総会において、当 

社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し 

て、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく 

新株予約権（ストックオプション）を発行することを 

決議いたしました。 

 

（子会社の設立） 

平成18年４月８日の取締役会において、当社パッケー

ジシステム「ProPlus」の西日本における開発拠点を確

立し、顧客へのサービスレベルの向上することを目的と

して子会社設立の決議をいたしました。子会社の概要は

以下のとおりであります。 

 

(1)商号 株式会社プロシップフロンティア 

(2)本店 大阪府大阪市浪速区幸町二丁目７番６号 

(3)事業目的 ソフトウエアの開発・販売 

(4)代表者 車田和義（当社取締役） 

(5)資本金 30,000千円（100％出資） 
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５．受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(2) 受注実績 

当事業年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 品目別 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

パッケージ 1,951,271 129.7 547,965 139.4 

保守 289,852 118.7 135,358 158.2 

受託 370,409 114.5 400 － 

運用管理等 297,410 104.1 58 4.4 

合計 2,908,943 123.4 683,781 142.5 

 （注）１．金額は販売価額によっております。 
２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおり

ます。 
４．運用管理等には商品受注を含んでおります。 

 

(3) 販売実績 

 当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

パッケージ （千円） 1,796,374 122.1 

保守 （千円） 240,054 123.6 

受託 （千円） 370,009 109.2 

運用管理等 （千円） 298,677 104.6 

合計（千円） 2,705,115 118.1 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．運用管理等には商品売上を含んでおります。 

３．最近２事業年度の主要な販売先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。 

 前事業年度 当事業年度 

 
相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

 三菱電機情報ネットワーク㈱ 255,461 11.2 291,869 10.8 
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６．役員の異動 
(1) 代表者の異動（平成18年４月１日付） 

代表取締役会長 鈴木 勝喜（前 代表取締役社長）  
代表取締役社長 川久保 真由美（前 取締役システム開発本部本部長） 
 

(2) その他役員の異動（平成18年６月23日付予定） 

①新任取締役候補 
取締役 富岡 騰（現 システム開発本部副本部長） 

②新任監査役候補 
常勤監査役 佐藤 亘男 

③退任予定監査役 
常勤監査役 田中 宗武 




