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１．平成１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 6,470 (△2.4) 303 (  22.0) 368 (  16.8)

17年３月期 6,632 (  7.3) 248 (△10.4) 315 (   6.8)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 137 (△22.9) 44 62 44 14 3.8 8.1 5.7

17年３月期 178 (   3.6) 58 54 57 95 5.0 7.0 4.8

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 3,084,872株 17年３月期 3,049,755株

③会計処理の方法の変更 無

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

(2）連結財政状態 （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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 4,668 3,692 79.1 1,178 35

17年３月期 4,451 3,561 80.0 1,162 38

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 3,133,217株 17年３月期 3,063,593株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 399 201 △12 2,478

17年３月期 147 43 △101 1,883

(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 ２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．平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）  

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

中間期 3,182 117 65

通　期 6,792 440 246

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　78円51銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況

(1）事業の内容

　当社グループは、当社および連結子会社２社で構成されております。

　当社グループは、情報サービス産業を主たる事業とし、情報システム、コンピュータ・ネットワークシステムに係

わるコンサルティングからソフトウェア開発、保守、運用管理に至るまで、一貫した情報技術サービスを提供してお

ります。

  当社グループの事業内容は、以下のとおりです。

 

①　ソフトウェア開発業務

　当社グループは、製造業、金融業、流通業等の幅広い業種の顧客の各種業務システムのコンサルティングから

システム設計、開発・保守に至るまでのソフトウェア開発サービス（コンピュータ・ネットワーク構築を含む）

を提供しております。

 

②　システム運用管理業務

　当社グループは、顧客企業が使用する様々なシステムに対し、システムオペレーション、監視業務、ヘルプデ

スク、技術サービス・技術支援等の運用支援サービスを提供しております。

 

③　受託計算／データエントリー業務

　当社グループは、コンピュータを利用した情報処理、各種データの入力・変換、プリント出力およびコンピュー

タ周辺事務作業の各業務を代行しております。

 

④　商品販売業務

　当社グループは、顧客のニーズに応えたサービス提供の一環として、情報サービス業務に関連したハードウェ

ア、ソフトウェアおよびサプライ用品等について仕入れ、販売を行っております。

連結子会社株式会社オプティス(株式会社アイポックが平成１７年１０月１日付をもって社名変更）はソフトウェ

ア開発業務を、連結子会社株式会社データ・処理センターは、受託計算／データエントリー業務を行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）系統図の説明 

        は当社と得意先の直接取引を   は間接取引を表しております。 

得     意     先 

当 社 グ ル ー プ 

同業他社 

各種システムの 
コンサルティング、 
設計・開発・保守 

同業他社 

 

システムオペレーション、  
監視業務、ヘルプデスク、 
技術サービス・技術支援 

同業他社 

情報処理 
各種データ入力・変換  
プリント出力 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ周辺事務作業  

ソフトウェア開発 システム運用管理 受託計算/ﾃﾞｰﾀｴﾝﾄﾘｰ 商品販売 
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(2）関係会社の状況

名称 住所 資本金 主要な事業内容

議決権等の
所有割合又
は被所有割
合

関係内容 摘要

千円

株式会社データ・処理セ

ンター
東京都港区 10,000

電子計算機の入力及び出

力帳票の調整並びに関連

業務

100％ 連結子会社  

株式会社オプティス 東京都港区 90,000
ソフトウェア開発及び人

材派遣業務
99.1％ 連結子会社

(注)１

(注)２

 （注）１．株式会社アイポックは、平成17年10月１日付で株式会社オプティスに社名変更しております。

　　　 ２．株式会社オプティスは、インドにソフトウェア開発の拠点として子会社「Optis Information    

       　  Services India Pvt. Ltd.」を保有しております。

　　　 　　また、インド人ＩＴ技術者に対する日本語の教育機関として「Navis Nihongo Training Centre

　　　　　 Pvt.Ltd.」を保有しております。
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２．経営方針

[１]会社の経営の基本方針

(1)顧客第一の経営で信頼アップを図る

　当社グループは、従来より日々進化する技術に対応し、顧客業務の内容に適したサービスの提供に取

組んでまいりました。今後におきましても、確かな技術力および提案力を備えた上で、顧客により充実

したサービスを提供し、顧客の信頼を維持拡大すべく努力いたします。

 

(2)より強力なプロフェッショナル集団の組成を目指す

　当社グループにおいては、従業員に対する技術教育をなお一層強化することにより、上流工程に対応

出来る人材の育成を進めるとともに、国内外の有能な人材の採用を積極的に行い、より強力なプロフェ

ッショナル集団の組成を目指します。

 

(3)セキュリティ体制を強化する

　当社グループにおいては、従来より個人情報保護システムの認証であるプライバシーマークおよび

情報セキュリティシステムの認証であるＩＳＭＳを保有しております。これらの認証に基づく運用の

強化を図り、個人情報、個人情報以外の顧客機密情報の保護に努めます。

 

(4)株主重視の経営を行う

　当社グループは、適時且つ正確な情報を公平且つ平等に、株主の皆様に開示いたします。

同時に、株主利益の最大化を念頭に株主の皆様への積極的な利益還元ができる経営を遂行いたします。

(5)堅実経営により着実な発展を目指す

　当社グループの財務体質は良好と考えておりますが、今後もこれを維持しながら着実な成長を目指し

ます。

(6)コンプライアンスの遵守

 　 当社グループは、従来よりコンプライアンスの遵守を経営の基本としており、コーポレートガバナン

　スの実践が株主利益の最大化を図ることになり、結果として株主重視の経営につながると考えておりま

　す。

[２]会社の利益配分に関する基本方針

　　当社は株主のための企業という経営スタンスを従来より堅持すると共に、株主の皆様に対する安定的

  な利益還元の実施を経営の重要課題と位置付けております。

　  安定的な利益還元の実現のためには、従来より保持しております堅実な財務体質および利益水準の更

  なる充実が前提となります。

　  当社は、業績の伸張に合わせて、充分な内部留保を確保するとともに、積極的な利益配分を行う所存

  であります。

　  当期の期末配当金につきましては、普通配当金１株当たり３０円を予定しております。

  今後につきましても１株当たり配当金３０円を安定配当として利益配分を行ってまいります。

　

[３]目標とする経営指標

　  当社グループは、堅実な財務体質を維持し、毎期安定的な成長を目指すことを目標としております。

　  従いまして、売上高成長率と経常利益率の確保を重要な経営指標と考えており、中長期的には、売上

　高１００億円超、売上高成長率１０％および経常利益率８％を継続して確保することを目標としており

　ます。

　　当連結会計年度につきましては、ここ２、３年低下した収益の改善に取組みました。

　しかし、今後につきましては、「売上高成長率１０％、経常利益率８％」の実現に取組みます。
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[４]中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

　現在、情報サービス業界においては、ＩＴ投資は増加の傾向を辿り始めたものの、顧客からの価格面、

品質面、納期面の要求はますます厳しくなっております。

　このような環境下におきまして、当社グループが先に述べました経営方針を実現するために以下の施策

に取組んでおります。

 (1)事業規模の拡大

 ①戦略の内容

　   事業規模の拡大とは、すなわち「売上」の拡大を意味します。従来から実施しております顧客への

　 提案・営業活動の強化による受注増に合わせて、子会社も含めた案件獲得、アライアンスの活用およ

　 びＭ＆Ａ・業務提携先の開拓などにより、グループ全体として「事業規模の拡大」に努めます。

 

 ②実現のための課題

　 　売上拡大のためには、顧客に対する「営業活動・提案活動」のなお一層の強化が必要です。

　 主要既存顧客に対する情報収集、調査分析を行った上で、顧客毎に当社の役割を認識し、シェア目標を

　 設定します。更に、この目標を実現するための施策を策定し、実行してまいります。

　　 また、上記の主要既存顧客に対する施策をベースに、新規顧客への展開・拡大を図ります。 

　 加えて、当連結会計年度より開始した住商情報システム株式会社とのアライアンスを活用し、既存顧

   客・新規顧客への営業展開強化を進めます。

 

(2)スピード、品質、コスト面での競争力の強化

 ①戦略の内容

　　 業界内において、当社グループが「選ばれるパートナー企業」として競争に勝ち抜くためには、「ス

   ピード、品質、コスト面」での競争力の強化が必要です。

　　 当社グループでは以下の施策に取組んでおります。

 

 ②実現のための課題

  (a)ヒューマンリソースの強化

　　  現在、情報サービス業界では技術者不足に悩まされており、優秀な技術者の育成・確保は競争力の

　　強化につながります。

　　　当社においては、「技術部門と採用部門の連携強化による優秀な人材の採用」「当社版ＩＴスキル

　　スタンダードＱｕｉｔｓｓに基づく上級技術者の育成」、「協力先企業の選別」、「海外ＩＴ人材の

　　活用」等の施策により技術者の育成・確保を進めます。

　　　　    

  (b)品質プロセス標準化の徹底

　　 ソフトウェア開発業務においては、昨年９月に認定されたＣＭＭＩレベル３（注１）に基づく当社

　 版品質マネジメントシステム「Ｓｑｕａｌｌ」を活用し、品質向上に努めます。

　 　システム運用管理業務においては、顧客より評価を得ているプロセス標準ＩＴＩＬ（注２）に準拠

   したサービスを提供し、ＩＴサービスマネジメントを実現していきます。

　　 また、インドのソフトウェア開発の拠点「Optis Information Services India Pvt. Ltd.」は、

　 本年４月に日本版ＩＳＯ９００１の認証をインドＩＴ企業として初めて取得いたしました。

　  （注）１．ＣＭＭＩ：ソフトウェア開発業務のプロセスの世界標準モデル。

　　　　　　  ＣＭＭＩレベル３とは、組織内で、ポリシーや行動基準が確立されており、且つ全ての

　　　　　　  ソフトウェア開発案件が、制度化されている開発プロセスに準拠して実施される体制が

　　　　　　  整備されている状態を意味します。

　　　　  ２．ＩＴＩＬ：システム運用管理業務のプロセスの世界標準モデル。

　　　　　　  当社は、ＢＳ１５０００に準拠したＩＴＩＬを活用し、システム運用管理業務の組織的

　　　　　　  なプロセス管理を進めております。
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   (c)オフショア開発の推進

     ソフトウェア開発業務において、連結子会社オプティスおよび海外協力先企業を活用し、インド、中

　 国を中心としたオフショア開発の推進により、価格面での競争力の強化および開発キャパシティの拡大

　 を進めます。

 

(3)利益率の向上

 ①戦略の内容

　　 当社グループが目標とする「利益」の確保のために、「より付加価値の高いサービスの提供」および

  「請負型ビジネスの展開」を進めます。

 

 ②実現のための課題

　　 先ず、より高い技術分野及びサービス分野への展開を進めるために、顧客動向および業界動向に応じ

   た体系的な技術強化施策を実施します。具体的には「(2)スピード、品質、コスト面での競争力の強化

   」に記載した施策を実行いたします。

　　 併せて、当社の標準化業務プロセスを活用することで、要員配置・工程管理において効率化を実現

　 できる請負型ビジネスの拡大をしてまいります。具体的には、請負開発業務における効率性の高いビ

　 ジネス展開およびセレクティブアウトソーシングを中心とした運用業務の展開を進めます。

 

(4)人事制度の改訂

　 平成１９年３月期に「役割価値と社員個々人の業務成果」を評価する「新人事制度」を導入いたしま

 した。今後は、当制度に基づき、社員一人一人の技術レベルを明確にした上で、「実力主義」による

 人事評価を実施するとともに、ＩＴＳＳに基づいた「ＣＤＰ」（キャリア開発制度）を推進することに

 より、技術力向上へのモチベーションを高めていく計画です。

 

(5)アライアンス強化、Ｍ＆Ａ実施による新規ビジネスの展開

　 当社グループが目標とする業績を達成するためには、従来型の技術・ビジネス・サービスに基づく

 既存顧客への対応だけでは極めて困難であります。

　 最新のＩＴ技術に対応した新規マーケットの開拓および新規ビジネスの展開に取組むために、当連結

 会計年度より開始した住商情報システム株式会社とのアライアンスにより、既存顧客の新たなニーズの

 掘り起こしおよび新規顧客の獲得を進めます。

　 今後も、必要に応じてＭ＆Ａおよび企業提携を行い、新規ビジネス展開の強化を図ります。
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[５]親会社等に関する基本事項

　　当社には親会社等は存在しないため、該当事項はありません。

 

[６]内部管理体制の整備・運用状況

 

（内部統制に関する基本的な考え方）

　　当社グループは、従来よりコンプライアンスの遵守を経営の基本としており、内部統制の適切な実践

　が株主利益の最大化を図ることになり、結果として株主重視の経営につながると考えております。

 

 （内部管理体制の状況）

　(1)会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他内部管理体制の状況

　①会社の機関の内容

　　  当社は、監査役制度を採用しております。監査役が、経営陣の暴走を含めた不正行為あるいは不法

　　行為の防止を目的として毎月の取締役会の他に重要経営会議に出席し、取締役の業務執行状況を監視、

　　必要に応じて意見具申しております。また、都度社長との意見交換も実施しております。

　　  また、毎月１回開催する取締役会においては、取締役全員が参加し、活発な意見交換が行われてお

　　ります。その他にも「部門長会議」「予算実績会議」等の「経営会議」を開催し、これらの会議には

　　取締役以外にも執行役員が参加し、都度必要な報告や経営陣からの指示が行われております。

 

　②内部統制システム、リスク管理体制およびコンプライアンス体制の整備状況

　　　当社グループにおいては「職務分掌規程」「職務権限規程」などの規程を整備し、各組織および役職

　　者の役割と責任を明確にしております。業務の遂行状況については、都度、管理担当役員および各執行

    役員による確認と定期的な内部監査の実施により監視しております。

　③内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　　（内部監査）

　　　内部監査は社長直轄の内部監査室（１名）が担当しております。期初に策定した内部監査計画に基づ

　　き、１年に１回各部門（子会社を含む）に対し業務監査およびセキュリティ監査を実施しております。

　　　監査結果については、文書にて取締役会および社内各種マネジメント委員会に報告しております。

　　要改善事項がある際は、改善が完了するまで改善取組状況をフォローアップしております。

　　（監査役監査）

　　　常勤監査役（１名)および非常勤監査役（１名）にて実施しており、当社と監査役との間で利害関係

　　はありません。

    　監査役は取締役会に常時出席し、内部統制を推進する上のアドバイスを提示しております。また、

　　内部監査室監査に同行し、法令、内部統制、株主利益に違反するような事実が無いか重点的に監視して

    おります。

　　（会計監査）

　　　証券取引法に基づく会計監査は監査法人トーマツが担当しており、担当の公認会計士と監査役、内部

    監査室間にて意見交換を実施しております。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

　指定社員　業務執行社員　　金本　澄男 監査法人　トーマツ

  指定社員　業務執行社員　　中川　幸三 監査法人　トーマツ

　　（注）１．継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　　　　　２．監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の決定に基づき決定されております。具体的に

             は公認会計士および会計士補を主たる構成員としております。
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(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

 　①クエスト社員行動基準

　　　 社内規程および法令遵守を謳った「クエスト社員行動基準」を全社員に配布し、「遵守する」旨

     の「誓約書」を提出させております。これにより、全社員のコンプライアンスに対する意識強化を

　　 図っております。

　　　 なお、「社員行動基準」は関係会社の役員、従業員に対しても適用範囲としております。

 　 ②内部統制ワーキンググループの設立

　　　社長指示に基づき、管理担当役員を中心に、各担当役員および経営管理・経理・人事総務の管理

　　部門長により「内部統制推進のためのワーキンググループ」を組成し、運用を開始しております。

　　　重要なテーマを洗出し、各部門マネージャーに対して勉強会を通じて啓発を図っております。

　　　２００８年度からの導入が予定されている財務報告の信頼性確保を目的とした日本版ＳＯＸ法に

　　対応するため、管理部門スタッフを中心とした実行部隊を組成し、内部統制システム構築の検討を

    開始しております。

   ③セキュリティ管理体制の強化

　　　 当社におきましては、「個人情報保護」の認証である「プライバシーマーク」を全社にて取得し、

　　 運用に取組んでおります。また「受託サービス」「データ入力」「データセンター運用部門」「社内

     情報システム」管理部門におきましては、「情報保護」全体の認証である「ＩＳＭＳ」を取得し、

　　 運用しております。

　　　 また、当連結会計年度より、「プライバシーマーク」及び「ＩＳＭＳ」の仕掛の統合を図る「統合

     マネジメント」の全社的運用を開始するとともに、平成１７年４月より全面施行された「個人情報

     の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号）」（（以下「個人情報保護法」と略）に対応

     する体制を整備いたしました。

　　　 また子会社株式会社データ・処理センターも個人情報を取り扱っているため、平成１８年４月に

     「プライバシーマーク」を取得しております。

　　　　以上のようにグループを挙げて情報保護に努めております。

[７]その他、会社の経営上の重要な事項

 　特記事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（１）経営成績

    当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格高騰という不安定要因を抱えつつも、国内企業の収

  益改善や円安による輸出企業の収益性向上、設備投資の増加、個人消費の好転、更には株式市場の好調

  な推移と、景気行動は確実に回復の途を進みはじめました。これにより、景気指標の上でも大手製造業

　から非製造業、中小企業まで景気回復の裾野は広がりを見せました。

  　当社グループの属する情報サービス業界におきましても、ここ３、４年の低迷から回復し、金融業を

　中心としてユーザー企業のシステム投資需要は高まっております。このような受注状況の好転が見られ

　る一方で、業界全体としての技術者不足は深刻であり、加えてユーザーからのコスト削減、納期の短縮、

  システムの高度化・複雑化に対する要求は益々強くなっており、厳しい環境は変わっておりません。

　  この様な状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、引続き顧客企業のシステム計画の情報

  収集、ニーズの把握、提案活動の展開に注力いたしました。

　　具体的には、以下の施策を行い、収益強化の基盤つくりに取組みました。

 

　　　①基盤となる既存顧客の深耕および新規顧客への営業提案の強化

　　　②部門間での営業情報共有による要員稼働率アップへの取組み

　　　③不採算顧客・不採算案件の整理による利益体質・財務体質の強化

　　　④連結子会社株式会社オプティスならびに海外パートナー会社を活用したオフショア開発のスタート

　　　⑤子会社オプティスの体制整備

　　　⑥ＣＭＭＩ・ＩＴＩＬ・ＩＳＭＳ・プライバシーマークのマネジメントシステムの推進

　　上記戦略を実施し、受注獲得に懸命に取り組みました結果、ソフトウェア開発業務における新規取引

　が増加したものの、運用業務の不採算顧客・案件からの撤退の影響により、売上ベースでは減収となり

　ました。経常利益は不採算案件の絞込みによる粗利改善および投資有価証券の売却の効果により前年同

　期比増を確保しましたが、当期純利益は、固定資産の減損処理に伴う特別損失発生の影響を受け減益と

　の結果になりました。

  　以上より、当連結会計年度における当社グループの売上高は６４億７０百万円（前年同期比２．４％

  減）、経常利益は３億６８百万円（前年同期比１６.８％増）、当期純利益は１億３７百万円（前年同期

　比２２.９％減）となりました。

　

　  なお、業務別売上高については、以下のとおりであります。

　  ソフトウェア開発業務については、既存顧客からの安定的な受注に加えて新規取引の拡大があったこ

　と、更には子会社オプティスでの受注獲得の効果により、売上高は３５億８６百万円（前年同期比９.８

　％増）となりました。

　  システム運用管理業務については、既存顧客への深耕と併せてＩＴＩＬを基にした提案活動等のアピ

  ールを進め、新規顧客との取引増加があったものの、不採算顧客からの撤退を進めたこと、一部顧客と

  の契約形態が「委託契約」から「派遣契約」に変更されたために協力先を起用できず、売上獲得が計画

　どおり進まなかったことなどの影響を受け、売上高２５億２３百万円（前年同期比６.６％減）となりま

  した。

　　受託計算／データエントリー業務については、不採算案件からの撤退などによる事業縮小のため売上

　高は３億５５百万円（前年同期比１１．４％減）となりました。

　　また、商品販売業務については、案件絞込みの結果、売上高は６百万円（前年同期比９７.６％減）と

  なりました。

　　単体ベースでは、売上高は６１億８７百万円（前年同期比２．９％減）、経常利益は４億１８百万円（

　前年同期比２８．６％増）、当期純利益は固定資産減損処理に加えて、関係会社株式評価損１億１３百万

　円の特別損失計上により、１億１百万円（前年同期比４７．７％減）となりました。
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（２）財政状態

　  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、固定資産減損計上の影響　

  により、税金等調整前当期純利益が前年同期よりも減少したものの、投資有価証券の売却および自己株

  式処分による収入増があったため、前連結会計年度末に比べ、５億９４百万円増加し、２４億７８百万

　円（前年連結会計年度末比３１.６％増）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）

　  営業活動の結果得た資金は３億９９百万円（前年同期比１７１.５％増）となりました。これは、税

  金等調整前当期純利益が２億９７百万円と前年同期よりも減少したものの、支出を伴わない減損損失が

  あったこと、および売上債権が減少したことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　  投資活動の結果得た資金は２億１百万円（前年同期比３５８.９％増）となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入が１億４９百万円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　  財務活動の結果使用した資金は１２百万円（前年同期比８７.８％減）となりました。

　これは、配当金支払額が前年同期よりも１４百万円増加したものの、自己株式の処分による収入が８１

　百万円あったことによるものです。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 77.8 80.0 79.1

時価ベースの自己資本比率（％） 66.8 92.1 87.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

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

 ※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。
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（３）事業等のリスク

 　　現時点で、当社グループの事業展開上その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる

　 主な事項を以下に、記載しております

 

　　①品質管理について

　　　　当社グループの主要な事業は、「ソフトウェア開発」および「システム運用管理」業務であり

　　　ます。それぞれ、受注時に書面を取交わし、顧客の要求、仕様を明確にした上で、業務を実行し、

　　　業務完了時には必ず顧客担当者に納品内容および作業内容の確認をお願いしております。

　　　　しかし、客先確認時あるいは確認後に、納品物にバグ（瑕疵）が発見されたり、作業内容が顧客

　　　要求（仕様）と相違しているケースがあります。当社グループに原因がある場合には、顧客と締結

　　　した瑕疵担保条項に基づき、補修作業を行います。この場合、当初予定した以上に費用が増加する

　　　場合もあります。

　　　　当社グループにおきましては、開発業務の世界標準であるＣＭＭＩ、運用業務の世界標準である

　　　ＩＴＩＬの仕組みに基づく品質管理体制を高めることにより対応を進めております。

　　　　しかしながら、今後も当社原因で納品物にバグが生じたり、作業内容が顧客要求と相違がある場

　　　合、補修作業に伴う費用の増加により当社業績に悪影響を与える可能性があります。

    

　　②セキュリティについて

 　　　 平成１７年４月より、「個人情報保護法」が全面的に施行されております。

　      当社の業務において個人情報の取扱いがあるため、平成１３年９月に「プライバシーマーク」の

　　 認証を取得し、全社的に個人情報の保護に努めております。平成１７年９月には、同認証の更新審

     査に合格し、情報保護管理の強化を図っております。更に、平成１８年４月に連結子会社株式会社

     データ・処理センターにおいても「プライバシーマーク」の認証を取得しております。

　      加えて、個人情報以外の顧客および当社の機密保護につきましては、平成１５年３月に「受託サ

     ービス／データエントリー部門」「社内システム部門」にてＩＳＭＳの認証を取得し、平成１８年

     ３月の更新審査にも合格しております。また平成１７年６月に「データセンター運用部門」が、新た

　　 に認証を取得しております。

　     当連結会計年度より、情報保護のマネジメントを更に定着させるために、毎月委員会形式で、部

     門長がセキュリティ運用状況を報告し、レビューする「統合マネジメント」の仕組みを展開してお

     ります。

　     当社グループは今後も引続き、情報保護の強化に取組んでまいります。しかしながら、万一情報

     漏洩が発生した場合には、顧客からクレームを受け、取引停止、あるいは損害賠償を受ける可能性

     が無いとは言い切れません。

       このような場合には、当社の事業展開に悪影響を与える可能性があります。

   

　　③当社グループの事業体制について

        当社グループの事業は、様々なＩＴ関連技術に密接に関連しておりますが、これらの技術分野は

      技術の進展が著しいという特徴を有しております。

　      当社グループにおいては、顧客企業およびアライアンス先の企業より絶えず、最新技術情報を収

      集のうえ、当社業務プロセスへのフィードバックを図り、最新の技術動向に対応しております。

    　　また、当社グループのみでは対応しきれない技術につきましては、協力先企業の起用および他企

      業とのアライアンスの活用により対応を図っております。

　　　　今後も技術教育の充実を図ることにより、ＩＴ関連技術などの進展に対応していく方針でありま

      すが、当社が想定していないような新技術・新サービスの普及などにより事業環境が急激に変化し

      た場合、必ずしも迅速に対応できないおそれがあります。

        このような場合には、競争力を失い当社グループの経営成績および今後の事業展開に悪影響を与

　　　える可能性があります。
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    ④技術者不足について

 　　　 上記③で述べておりますように、情報サービス業界は技術革新が著しく、顧客企業の要求もます

　　　ます高度化しております。顧客要求に応えるためには「優秀な技術者」の用意が必須です。しかし、

　　　昨今業界全体で技術者不足が大きな問題となっております。

　　　　当社においては「技術者の育成」「優れたシニアのマネージャーの中途採用、保有ノウハウの展

　　　開」「子会社オプティスを活用したオフショア開発の展開」「海外企業を含めた協力先の活用」等

　　　の施策の実行により技術者不足に対応しております。

　　　　しかし、今後顧客の要求するレベルに応じた技術者を用意できず、収益の機会を逃す恐れがあり

　　　ます。このような場合には、当社グループの経営成績に悪影響を与える可能性があります。

 

（４）通期の見通し

　  当連結会計年度以降における日本経済は、原油価格の高水準での推移、ドル安、あるいは金利引上

　げ等の先行き不透明感はあるものの、本格的な回復の基調にあり、企業においても業績の好調さによ

  り、今後、ますますの設備投資の拡大が見込まれます。

　  情報サービス業界においても、企業収益の好調に伴い投資意欲が高まっており、「経営効率化」の

　ための情報化投資は堅調に推移すると予想されます。一方で、顧客企業の「投資案件の選別・小型化」

　「低コスト」「高度化」への要求は益々強くなり、厳しい環境は変わっておりません。

　  このような経済情勢のもと、当社グループでは、収益拡大のため「中長期の戦略、課題」に掲げた

　課題に取組んでまいります。

　　具体的には、以下の施策に取組んでまいります。

　　　①顧客情報分析に基づくアカウント・マネジメントの推進、顧客毎に販売戦略・販売目標を設定

　　　　のうえ施策の実行。

　　　②住商情報システム株式会社との業務提携を活用した新規マーケットの開拓。

　　　③開発部門の統合による請負開発体制の整備および「開発から保守」までの一貫したサービス提供。

　　　④品質マネジメント・オフショア開発の活用によるコスト削減・利益率向上。

　　　⑤当連結会計年度に引続き、顧客・案件毎の利益審査の強化。

 

　　以上の施策を実行することにより、次連結会計年度（平成１９年３月期）の通期業績としては、売

  上高６７億９２百万円（前期比４.９％増）、経常利益４億４０百万円（前期比１９.５％増）、当期

  純利益２億４６百万円（前期比７９.６％増）を予定しております。

　　なお、平成１９年３月期の配当金につきましては、従来どおり１株当たり普通配当金３０円とさせ

　ていただく予定でございます。

　

　（注）業績予想につきましては、本資料作成日時点で入手可能な情報に基づいて当社で判断したもので

　　　　あり、実際の業績がこれらの予想数値と異なる場合がありますので、ご承知おきください。
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（用語説明）

オフショア開発：システムインテグレータが、システム開発・運用管理などを海外の事業者や海外子会社に委託する

こと。オフショア開発の主な委託先としてはインドや中国の企業が挙げられます。オフショア開発

の最大のメリットは安価な労働力を大量に得られることであり、昨今日本での高い人件費を嫌って

オフショア開発を推進する企業が増えております。

プライバシーマーク：個人情報の取扱いが適切と認定された事業者に付与される認証。

認定は、事業者が実施している個人情報の漏洩防止対策等の保護措置について、財団法人日本

情報処理開発協会またはその指定した機関が審査して行います。

ＩＳＭＳ：「情報セキュリティマネジメントシステム」

　　　　　（「Information Security Management System」）。

組織の個別問題毎の技術対策の他に、組織のマネジメントとして、自らのリスク評価により必要なセキュ

リティレベルを決め、プランを持ち、資源配分して情報保護システムを運用すること。財団法人日本情報

処理開発協会指定の登録審査機関の審査を経て認証を受けます。

ＣＭＭＩ：「ソフトウェアプロセス成熟度モデル」（「Capability Maturity Model Integrated」）。

米国カーネギ―メロン大学により体系化されたソフトウェア開発能力向上のプロセス改善を行う際の指標。

ソフトウェアプロセス改善のあるべき姿を５段階に分類して示し、その組織の成熟度を評価するモデル。

「レベル３」を達成していれば組織的に開発プロセスが標準化され、実行及び改善が出来るレベルにある

と評価されます。現在、ＩＳＯ９００１よりも高度な国際標準として注目を集めております。

ＩＴＩＬ：「Information Technology Infrastructure Library」、

　英国商務局（OGC ： Office of Government Commerce）が、ＩＴサービス管理、運用管理

  を実行する上での業務プロセスと手法を体系的に標準化したガイドライン。ＩＴＩＬは運用管　　

  理、ＩＴサービス管理の世界標準とされており、発信元の英国をはじめとしてオーストラリア

  や米国等世界各地で導入が進んでおります。

 ＩＴＳＳ：経済産業省が定めた、個人のＩＴ関連能力を職種や専門分野ごとに明確化・体系化した指標。

 ＩＴサービスの分野を、11分野に大別し、それぞれの専門分野ごとに達成度指標、指標ごとに

 必要とされるスキル、熟達度を７段階で定義しております。ＩＴＳＳを用いることで、個人の

 ＩＴ関連能力がＩＴエンジニアの成長段階のどの位置にあるか客観的に判断できるため、ＩＴ

 企業の「戦力」の正確な把握や、研修プログラム開発の際の目安となります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金及び預金   1,894,698   2,490,874  

売掛金   1,034,520   925,241  

たな卸資産   30,049   17,260  

繰延税金資産   102,512   125,546  

その他   119,949   28,469  

貸倒引当金   △6,023   △489  

流動資産合計   3,175,706 71.3  3,586,903 76.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

建物  294,383   192,756   

減価償却累計額  145,663 148,719  92,980 99,775  

土地   290,327   186,275  

その他  126,940   116,003   

減価償却累計額  90,162 36,777  89,063 26,940  

有形固定資産合計   475,824 10.7  312,991 6.7

２　無形固定資産   38,582 0.9  32,567 0.7

３　投資その他の資産        

投資有価証券 ※１  533,020   537,984  

繰延税金資産   2,474   2,749  

その他   269,769   237,516  

貸倒引当金   △43,965   △42,556  

投資その他の資産合計   761,298 17.1  735,693 15.8

固定資産合計   1,275,705 28.7  1,081,252 23.2

資産合計   4,451,412 100.0  4,668,155 100.0
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

買掛金   197,928   178,932  

未払法人税等   72,719   151,448  

賞与引当金   192,935   222,348  

その他
 
 

 196,259   209,048  

流動負債合計   659,843 14.8  761,777 16.3

Ⅱ　固定負債        

繰延税金負債   40,399   12,031  

退職給付引当金   64,776   65,605  

役員退職慰労引当金   119,674   133,624  

その他   3,782   2,738  

固定負債合計   228,631 5.2  213,998 4.6

負債合計   888,475 20.0  975,776 20.9

 （少数株主持分）        
　　少数株主持分   1,863 0.0  342 0.0

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  460,000 10.4  460,000 9.9

Ⅱ　資本剰余金   461,000 10.4  473,216 10.1

Ⅲ　利益剰余金   2,569,901 57.7  2,615,757 56.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  183,733 4.1  188,318 4.0

 Ⅴ　自己株式 ※３  △113,561 △2.6  △45,256 △0.9

資本合計   3,561,073 80.0  3,692,036 79.1

負債・少数株主持分
及び資本合計

  4,451,412 100.0  4,668,155 100.0
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(2）連結損益計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,632,140 100.0  6,470,847 100.0

Ⅱ　売上原価   5,632,240 84.9  5,406,602 83.6

売上総利益   999,900 15.1  1,064,245 16.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

給与賞与  213,135   223,846   

役員報酬  149,289   172,099   

賞与引当金繰入額  11,095   12,637   

退職給付費用  11,088   11,925   

役員退職慰労引当金
繰入額

 13,700   14,767   

賃借料  82,375   79,819   

貸倒引当金繰入額  43,079   －   

その他  227,557 751,320 11.4 245,897 760,993 11.7

営業利益   248,580 3.7  303,252 4.7

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  67   124   

投資有価証券売却益 ※４ 69,878   47,713   

保険代理店損益  2,281   2,258   

その他  12,529 84,756 1.3 18,325 68,423 1.1

        

Ⅴ　営業外費用        

投資有価証券評価損  12,500   982   

固定資産除却損  593   1,289   

為替差損  2,855   －   

その他  1,961 17,910 0.2 973 3,245 0.1

経常利益   315,426 4.8  368,430 5.7
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

　固定資産売却益 ※１ 13,387   8,699   

 投資有価証券売却益 ※４ － 13,387 0.2 67,554 76,254 1.2

Ⅶ　特別損失        

　　　　固定資産売却損 ※２ －   9,044   

減損損失 ※３ －   113,961   

　　 関係会社株式評価損  －   23,884   

　　  前期損益修正損  119 119 0.0 － 146,890 2.3

税金等調整前当期純利益   328,694 5.0  297,793 4.6

法人税、住民税及び
事業税

 146,749   216,558   

法人税等調整額  4,127 150,876 2.3 △54,821 161,737 2.5

少数株主損失   716 0.0  1,575 0.0

当期純利益   178,533 2.7  137,632 2.1
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   461,586  461,000

Ⅱ　資本剰余金増加高      

自己株式処分差益  － － 12,216 12,216

 Ⅲ　資本剰余金減少高      

自己株式処分差損  586 586 － －

Ⅳ　資本剰余金期末残高   461,000  473,216

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,469,084  2,569,901

Ⅱ　利益剰余金増加高      

当期純利益  178,533 178,533 137,632 137,632

Ⅲ　利益剰余金減少高      

配当金  77,115  91,775  

自己株式処分差損  600 77,716 － 91,775

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,569,901  2,615,757
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税金等調整前当期純利益  328,694 297,793

減価償却費  47,188 29,687

引当金の増減額
（減少：△）

 △12,091 37,248

受取利息及び受取配当金  △1,894 △884

投資有価証券売却益  △69,878 △115,268

固定資産売却益  △13,387 △8,699

固定資産売却損  － 9,044

減損損失  － 113,961

関係会社株式評価損  － 23,884

売上債権の増減額
（増加：△）

 175,007 108,690

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △10,678 10,491

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △1,234 △18,334

破産更生債権等の増減額
（増加：△）

 △42,556 －

その他  △47,610 57,140

小計  351,558 544,756

利息及び配当金の受取額  1,892 884

法人税等の支払額  △206,120 △145,696

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 147,330 399,944
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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  △1,202 △1,202

定期預金の払戻による収入  10,000 －

有形固定資産の取得による
支出

 △18,873 △3,768

有形固定資産の売却による
収入

 44,217 40,544

投資有価証券の取得による
支出

 △59,996 △39,000

投資有価証券の売却による
収入

 91,874 149,758

保険金の積立による支出  － △76,000

保険の返戻による収入  20,474 99,716

新規連結子会社の取得による支出  △29,460 －

その他  △13,089 31,618

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 43,944 201,666

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

自己株式の取得による支出  △42,785 △1,608

自己株式の処分による収入  14,993 81,844

配当金の支払額  △76,778 △91,409

少数株主からの払込による
収入

 2,580 －

少数株主からの株式買取による支
出

 － △1,290

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △101,990 △12,463

Ⅵ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △2,332 5,825

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 86,951 594,973

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,796,409 1,883,361

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 1,883,361 2,478,334
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　２社

㈱データ・処理センター

㈱アイポック

連結子会社の数　　　　　　２社

㈱データ・処理センター

㈱オプティス

　㈱アイポックは、平成17年10月１日に

社名を変更し、㈱オプティスとなってお

ります。

 非連結子会社　　　　　　　１社

Optis Information Services India

Pvt.Ltd.

（非連結子会社について、連結の

　範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさない

ためであります。

非連結子会社　　　　　　　２社

Optis Information Services India 

Pvt.Ltd.

 

Navis Nihongo Training Centre Pvt.

Ltd.

（非連結子会社について、連結の

　範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさないためであ

ります。

２．持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない非連結子会社

   Optis Information Services India

　 Pvt.Ltd.

  （持分法を適用しない理由）

　　持分法を適用していない非連結子会

　　社は、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さな

　　いためであります。

 持分法を適用していない非連結子会社２社

   Optis Information Services India 

   Pvt.Ltd.

 

   Navis NihongoTraining Centre Pvt.

　 Ltd.  

 （持分法を適用しない理由）

　　持分法を適用していない非連結子会社

　　は、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さないため

　　であります。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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よる時価法

（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）

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

　　 移動平均法による原価法

　 　なお、投資事業有限責任組合へ

   の出資については、組合契約に規

　 定される決算報告日に応じて入手

　 可能な最近の決算書を基礎とし、

　 持分相当額を純額で取り込む方法

　 によることとしております。

時価のないもの

　 　移動平均法による原価法

　　  なお、投資事業有限責任組合へ　

　　の出資については、組合契約に規

　　定される決算報告日に応じて入手

　　可能な最近の決算報告書を基礎と

　　し、持分相当額を純額で取り込む

　　方法によっております。　 

 たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

たな卸資産

仕掛品

同左

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

  定率法（但し、平成10年４月１日以

降取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　15～47年

有形固定資産

同左

(3)重要な引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

  従業員に対する賞与の支給に備える　　

ため、将来の支給見込額のうち当期負

担額を計上しております。

賞与引当金

同左

 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当

末期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。

　数理計算上の差異は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法に

より翌期から費用処理しております。

退職給付引当金

同左

 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

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。

同左

 (5)その他連結財務諸表

 作成のための重要な

 事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

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につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６. 連結調整勘定の償却に関

する事項

　 金額的に重要性のないものについて　　

 は、発生時に全額処理しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に

確定した利益処分に基づいて作成しており

ます。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 －

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　  当連結会計年度より「固定資産の減損に係る

　会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準　

　の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14

  年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会　　

　計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

　号 平成15年10月31日））を適用しております。こ

　れにより、営業利益及び経常利益は1,293千円増

　加し、税金等調整前当期純利益は50,946千円減少

　しております。

　　なお、減損損失累計額については、改正後の連

　結財務諸表等規則に基づき、各資産の金額から直

　接控除しております。

 

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）

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」（前連結

会計年度5,432千円）は金額的重要性が増加したため、当

連結会計年度より区分掲記しております。

－
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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　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　 　　20,000千円

※１　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　 　　17,715千円

※２　会社が発行する株式の総数

普通株式　　　　　9,560,000株

※２　会社が発行する株式の総数

普通株式　　　　　9,560,000株

※３  連結会社が保有する自己株式の数

普通株式　　　　　　115,407株

※３  連結会社が保有する自己株式の数

普通株式　　　　　　 45,783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　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳

建　物 12,202千円

土　地 1,184千円

　計 13,387千円

土　地     8,699千円

 ※２　　　　　　　　　 －  ※２　固定資産売却損の内訳

建　物     9,044千円

 ※３　　　　　　　　　 －  ※３　減損損失　  

　　  当連結会計年度において、当社グループは以下

　　の資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

遊休資産等 土地及び建物   宮城県

      減損損失を認識した遊休資産及び福利厚生資産

　　 については、それぞれ個別の物件毎にグルーピン

　　 グを実施し、減損損失の判定を行っております。

　　　 その結果、地価の下落等により上記資産の帳簿

　　 価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

     損損失（113,961千円）として特別損失に計上し

     ております。

       その内訳は、土地84,251千円、建物29,710千

　　 円であります。

　　　 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却

　　 価額により測定しており、適切と考えられる不

     動産業者から入手した情報に基づいて算出した

　　 回収見込額により評価しております。

 ※４　　　　　　　　　　－  ※４　投資有価証券売却益は、転売目的によるものを

　　　 営業外収益、転売目的以外によるものを特別利

　　　 益で表示しております。
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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

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 1,894,698千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △11,336千円

現金及び現金同等物 1,883,361千円

現金及び預金 2,490,874千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △12,539千円

現金及び現金同等物 2,478,334千円

２　株式の取得により新たに連結子会社となった会

  社の資産及び負債の主な内訳

　　株式の取得により新たに株式会社アイポックを

  連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

  内訳並びに株式の取得価額と株式取得のための支

  出（純額）との関係は次のとおりであります。

 ２　　　　　　　　　　　－

　　　　　　　　

流動資産 68,108千円

固定資産 8,272千円

連結調整勘定 2,517千円

流動負債 △13,098千円

株式の取得価額 65,799千円

現金及び現金同等物 △36,339千円

差引：株式取得のための支出 29,460千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
「その他」
（器具及び備品）

390,065 155,137 234,928

無形固定資産
（ソフトウェア）

3,148 2,558 590

合計 393,214 157,695 235,519

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
「その他」
（器具及び備品）

393,430 233,845 159,585

合計 393,430 233,845 159,585

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 79,070千円

１年超 162,333千円

合計 241,403千円

１年内     81,565千円

１年超     83,952千円

合計    165,517千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 91,124千円

減価償却費相当額 85,533千円

支払利息相当額 7,208千円

支払リース料     84,466千円

減価償却費相当額    79,298千円

支払利息相当額      5,215千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 136,235 446,020 309,785

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 136,235 446,020 309,785

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)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 136,235 446,020 309,785

　（注）　その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可

能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の

判定を行い減損処理の要否を決定しております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

91,874 69,878 －

３．時価評価されていない主な「有価証券」

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 17,000

　投資事業有限責任組合 50,000

関係会社株式（時価のあるものを除く） 20,000
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当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 124,785 442,301 317,515

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 124,785 442,301 317,515

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)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 124,785 442,301 317,515

　（注）　その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可

能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の

判定を行い減損処理の要否を決定しております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

132,118 115,268 －

３．時価評価されていない主な「有価証券」

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 29,000 

　投資事業有限責任組合 48,968

関係会社株式（時価のあるものを除く） 17,715 
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社及び連結子会社はデリバティブ取引を利用していないため該当ありません。

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）

　当社及び連結子会社はデリバティブ取引を利用していないため該当ありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、退職一時金制度及び厚生年

金基金制度（総合設立型）を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

イ．退職給付債務（千円） △542,512 △582,487

ロ．年金資産（千円） 357,669 510,401

ハ．未積立退職給付債務（千円）（イ＋ロ） △184,843 △72,086

ニ．未認識数理計算上の差異（千円） 120,067 6,481

ホ．退職給付引当金（千円）

   （ハ＋ニ）
△64,776 △65,605

前連結会計年度
 

当連結会計年度

　（注）１．連結子会社は、退職給付の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

 　（注）１．　　　　　 同左

２．総合設立型厚生年金基金制度の年金資産残高

のうち、掛金拠出額割合に基づく当連結会計

年度末の年金資産残高は1,280,341千円であ

り、上記年金資産に含まれておりません。

 ２．総合設立型厚生年金基金制度の年金資産残高

のうち、掛金拠出額割合に基づく当連結会計

年度末の年金資産残高は 1,636,655千円であ

り、上記年金資産に含まれておりません。
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３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

イ．勤務費用（千円） 54,243 54,408

ロ．利息費用（千円） 10,109 10,686

ハ．期待運用収益（千円） △8,959 △10,730

ニ．数理計算上の差異の費用処理額（千円） 19,751 17,568

ホ．総合設立型厚生年金基金制度の掛金処理額

（千円）
70,222 86,022

ヘ．退職給付費用（千円）（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 145,367 157,955

前連結会計年度
 

当連結会計年度

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ．勤務費用」に計上しております。

 　（注）　　　　　　　 同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 前連結会計年度 当連結会計年度

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ．割引率（％） 2.0 同左

ハ．期待運用収益率（％） 3.0 同左

ニ．数理計算上の差異の処理年数（年） 10

（発生年度の翌期から定額法

により費用処理しておりま

す。）

同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産   

賞与引当金 78,462千円

役員退職慰労引当金 48,695千円

税務上の繰越欠損金 23,544千円

その他 70,199千円

繰延税金資産小計 220,902千円

評価性引当額 △28,631千円

繰延税金資産計 192,270千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △126,051千円

その他 △1,631千円

繰延税金負債計 △127,682千円

繰延税金資産の純額 64,588千円

繰延税金資産   

賞与引当金 90,430千円

減損損失 21,256千円

退職給付引当金 25,949千円

役員退職慰労引当金 54,372千円

税務上の繰越欠損金 60,027千円

その他 59,498千円

繰延税金資産小計 311,532千円

評価性引当額 △65,113千円

繰延税金資産計 246,419千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △129,196千円

その他 △958千円

繰延税金負債計 △130,155千円

繰延税金資産の純額 116,264千円

当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産―繰延税金資産 102,512千円

固定資産―繰延税金資産 2,474千円

固定負債―繰延税金負債 △40,399千円

流動資産―繰延税金資産 125,546千円

固定資産―繰延税金資産 2,749千円

固定負債―繰延税金負債 △12,031千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0  

評価性引当額 8.7  

その他 △4.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9  

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5  

評価性引当額 12.3  

その他 △0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.3  

- 32 -



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　当連結グループは情報サービス業であり当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日至平

成18年３月31日）

　本邦以外の国また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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　　　　　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。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,162円38銭

１株当たり当期純利益 58円54銭

１株当たり純資産額   1,178円35銭

１株当たり当期純利益   44円62銭

　潜在株式調整後１株当たり

　当期純利益金額
57円95銭

　潜在株式調整後１株当たり

　当期純利益金額
  44円14銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 178,533 137,632

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 178,533 137,632

期中平均株式数（千株） 3,049 3,084

   

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（千株） 30 33

（うち新株引受権付社債の新株引受権

　（千株））
(30) (33)

　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

－ －
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、各プロジェクトごとに作業完了した業務につき、毎月顧客からいただく

検収書あるいは当社グループからの完了報告書に基づき売上計上しております。このため、販売実績のほとんどが生

産実績であることから、生産実績の記載を省略いたします。

（２）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は単一セグメントであるため、当連結会計年度の受注状況を業務別に示すと

次のとおりであります。

 （単位：千円）

業務

当連結会計年度
（ 自　平成17年４月１日
  至　平成18年３月31日 ）

受注高 前期比（％） 受注残高 前期比（％）

ソフトウェア開発 4,366,309 42.7 1,403,165 125.2

　（注）　上記の金額に消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

　当社グループ（当社及び連結子会社）は単一セグメントであるため、当連結会計年度の販売実績を業務別に示すと、

次のとおりであります。

 （単位：千円）

業務
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）

前年同期比（％）

ソフトウェア開発 3,586,173 9.8

システム運用管理 2,523,025 △6.6

受託計算／データエントリー 355,292 △11.4

商品販売 6,356 △97.6

合計 6,470,847 △2.4

　（注）１．最近２連結会計期間の主な販売先別の販売実績は、次のとおりであります。

 （単位：千円）

販売先

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額
総販売実績に
対する割合

金額
総販売実績に
対する割合

％ ％

ソニーグローバルソリューションズ株

式会社
889,629 13.4 1,037,532 16.0

東芝インフォメーションシステムズ株

式会社
696,161 10.4 977,131 15.1

２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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