
(財)財務会計基準機構会員  

平成18年３月期 決算短信（連結）  
平成18年５月18日

会社名 システムズ・デザイン株式会社 上場取引所 ＪＱ

コード番号 3766 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://sdcj.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 細谷　徳男

問合せ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長

 氏名 関根　秀樹 ＴＥＬ　　（０３）５３００－７８００

決算取締役会開催日 平成18年５月18日

親会社等の名称　ピー・ シー・エー株式会社（コード番号：9629） 親会社等における当社の議決権所有比率：31.9％

米国会計基準採用の有無 無

１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切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 5,133 1.2 288 △13.5 317 △9.3

17年３月期 5,070 △6.6 334 64.2 350 53.8

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 154 △23.0 33.61 － 5.0 7.8 6.2

17年３月期 200 58.4 48.42 － 6.9 9.1 6.9

（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 3,936,511株 17年３月期 3,659,679株
３．会計処理方法の変更 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

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切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 4,038 3,157 78.2 797.05

17年３月期 4,070 3,058 75.1 770.60

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 3,934,000株 17年３月期 3,938,980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 9 △18 △44 2,068

17年３月期 399 △1 135 2,121

(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 ６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） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,734 80 36

通　期 6,011 328 185

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　４７円０７銭

（注）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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の８頁を参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（システムズ・デザイン株式会社）及び子会社６社並びにその他

の関係会社１社により構成されており、事業内容は

(1）情報処理サービス事業

(2）システム開発事業

(3）アッセンブリー事業

の３事業に大別され、子会社６社はすべてこれらの事業のうち(1）情報処理サービス事業に属するデータソリューショ

ン業務にかかわる外注先として機能しております。

　当社グループの事業にかかわる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

区分 事業の内容

情報処理サービス事業

データソリューション オペレーターによるデータ入力業務、並びにＰＣやＯＣＲ（注）を用いたデー

タ形式の変換や電子データ、画像データの入力業務を行っております。

ドキュメントの電子化や、電子データのファイル形式変換・メディア変換・デー

タクリーニング等を行っています。急速に拡大していくインターネット時代に

おいて、ＨＴＭＬやＰＤＦ、各種イメージデータはもとより、共通のデータ変

換形式として注目されるＸＭＬや保存性に優れるＳＧＭＬ等、多彩なデータ

フォーマットに対応しております。

（注）Optical Character Readerの略、手書きされた文字や数字を、光学的に

読み取る装置。

データ＆ライブラリー 大学図書館・研究機関図書館などの大規模な文書管理について、図書データベー

スの構築からデータ入力、管理・運用スタッフの派遣まで、トータルなサービ

スを提供しております。

システムオペレーション 大型汎用機を用いた受託計算業務を行っております。当社が保有するホストコ

ンピューターやサーバ、ＯＭＲ（マークリーダ）やＯＣＲを利用した情報処理

サービス全般にわたる「ホスティングサービス」、顧客所有の機器（環境）を

当社に設置し、そのシステム運用を行う「ハウジングサービス」、当社作成の

パソコンシステムの配布と運用上の操作や問題の解決等を行う「ヘルプデスク

サービス」などを中心に、社内業務（給与、人事、経理、請求業務等）のアウ

トソーシングサービスや、ホームページ作成など個別システムの企画から、開

発、運用までを提供するサービスをはじめ、情報サービス部門のトータルなア

ウトソーシングまで幅広いサービスを行っております。

ＣＴＩ

（コンピューター・テレフォ

ニー・インテグレーション）

電話とＰＣを連携させた受発信システムで、顧客と企業をダイレクトに結び、

コールセンターとして多彩なサービスを提供しております。

システム開発事業 製造、流通、通信、金融、医療、文教など様々な業種の大手・中堅企業様向け

のシステムを開発しております。

システムインテグレーション 情報システムの調査分析・企画からシステム開発、インフラ構築、保守・メン

テナンスまでの一貫したサービスを提供するのがシステムインテグレーション

サービスです。当社は豊富な業務知識をベースに最新ＩＴ技術を駆使して、顧

客の業務に適合した高品質、低コストなシステムを作成しております。

ソリューション ＥＲＰパッケージを顧客向けにカスタマイズしてご提供するパッケージソリュー

ションサービスやｗｅｂ、さらにネットワークなど、幅広いサービスメニュー

で顧客の要望にお応えしております。

アッセンブリー事業 パッケージソフトウェアなどの媒体制作に伴うＣＤ－ＲＯＭの大量プレス、梱

包資材の調達・印刷から実際の梱包作業までを一貫してサポートします。

山梨に専用工場を設け、高品質・短納期でお応えしております。
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［事業系統図］

 

ビー・シー・エー㈱ 得     意     先 

当           社 

情報処理サービス事業
  

システム開発事業 アッセンブリー事業 

㈱イメージ・テン 
㈲イメージ・テン各社 

（５社） 

出資 

その他の関係会社 

製造・配送 
及びＣＴＩ業務の提供 

データソリューション業務 
の入力作業の発注 

連結子会社 出資 連結子会社 

関係会社の状況

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の内容

議決権の
所有割合
又は被所
有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

株式会社イメージ・テン 東京都多摩市 10 情報処理サービス事業 100

当社データソリュー

ション業務の入力作業

の発注先。

役員の兼任１名。

その他５社 ―――― ―― ―― ―― ――――

（その他の関係会社）

（その他の関係会社）

ピー・シー・エー株式会社
東京都千代田区 890

情報処理サービス事業

及びアッセンブリー事

業

被所有

－

[32]

同社の販売するパッ

ケージソフトの製造・

配送及びCTI業務の請負。

役員の兼任２名。

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．ピー・シー・エー株式会社はその他の関係会社に該当します。なお同社は有価証券報告書の提出会社であり

ます。また、議決権の所有割合又は被所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外

数となっております。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、創業以来の「カスタマー・ファースト」の企業理念のもと、情報処理サービス事業、システム開

発事業、アッセンブリー事業、それぞれの事業を網羅した「総合情報サービス企業」として着実に実績をかさねてま

いりました。今後も各事業の発展に最善を尽くし、業務知識と技術スキルの維持向上を図ることにより、お客様が必

要とする情報環境を、スピーディかつ効率的に提供できるよう全社で取り組んでまいる所存でございます。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、安定配当の継続を基本

方針としております。

　内部留保につきましては、業務の一層の効率化を図るための設備投資、優秀な人材の確保・育成等社内体制の充実

など経営基盤の強化に充当し、業容の拡大に取り組み、企業価値の増大を通じ、株主の皆様への利益還元を充実する

ことを基本とする方針であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、株式の流動性の向上及び株主数の増加を重要な経営課題であると認識しております。投資単位の

引下げにかかる施策につきましては、投資家のニーズ、株主構成の変化、株式の流通状況等を勘案し、株主の利益に

配慮して決定してまいりたいと考えております。

(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、

次期5.5％を目標としております。また株主重視の観点から株主資本当期利益率（ＲＯＥ）についても重要な経営指標

と考えております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、持続的な成長を維持していくために、より特徴のある総合情報サービス企業への進化を目指して

おります。このために各事業につき以下の方針で取り組んでまいりました。

１．情報処理サービス事業　　　　「安定拡大路線の追求」

　各業務間相互にビジネスチャンスを提供し、業務拡充による安定的な収益確保を図る。

２．システム開発事業　　　　　　「成長分野への資源集中」

　今後のシステム業界の市場ニーズに的確に対応するため、トータルサポート体制の整備と開発サービスメニュー

の拡充を図り成長領域の開拓を進めていく。

３．アッセンブリー事業　　　　　「総合力による収益確保」

　蓄積された経験・ノウハウを生かして、システム開発事業、情報処理サービス事業との連携により幅広い業種に

対して業務を開拓、拡大する。 

今後もこれらの方針に沿って成長と収益の向上を実現し、当社グループの拡大を推進してまいります。

特にシステム開発事業に関しては当社グループのコアビジネスとして捉え、積極的な投資をして、幅広い顧客層から

の受注拡大を図ってまいります。さらに、Ｍ＆Ａや事業提携についても当社グループの成長および事業拡大につなが

ると判断される場合は積極的な取組みをしてまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　情報サービス産業の分野においては、さらに競争が激化することが予想されます。当社グループといたしましては、

この競争に打ち勝つために、また多様な事業目的を通じて社会的貢献のできる会社として認知され信頼される会社と

なるべきことを目指して、以下の諸施策を実行し、更なる経営基盤の強化を図り、安定した成長を実現してまいる所

存であります。

①　情報管理について

　当社が営む業務の殆どは守秘義務が厳格に求められ、特に情報処理サービス事業においては個人情報を大量に取

り扱っており、取引先からも情報管理についての強化を求められております。また、システム開発事業においても

顧客の機密情報を取り扱う事が稀ではなく、情報処理サービス事業と同様に情報管理の十分な対策を求められてお

ります。
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　当社では、平成16年６月に財団法人日本情報処理開発協会から「プライバシーマーク」の使用許諾を受けており

ますが、平成17年４月には個人情報保護法が全面施行され、企業の社会的責任はますます高まってきております。

　当社グループでは、現行の運用規定に則り適正な情報管理を行うと共に、今後の受注状況や社会変化に柔軟に対

応し、情報の漏洩や毀損・改竄等の事故を未然に防止するとともに、万が一不測の事態により事故等が発生した場

合には迅速な対処を行い、当社グループの信用失墜を招くような事態にはならないよう、細心の注意を以って望む

所存であります。

②　システム開発事業の技術力強化について

　システム開発事業においては国内景気の回復に伴い、受注の増加が見込まれます。しかしながら、お客様のニー

ズは多様化・複雑化しており、また厳しい価格競争を求められております。このような状況の中で優位を保つため

には差別化されたより高い技術力が不可欠であります。そのため、より高度な専門技術・管理技術の向上に向けた

人材育成に努め、教育体制を整備し、技術力の強化を図ってまいります。

③　優秀な人材の確保について

　当社は業容拡大のためにシステム開発事業をコアビジネスとして重要視しており、そのためには技術者の人材確

保と強化・育成が課題であると認識しております。特に、開発案件の鍵を握るプロジェクトマネージャーや開発の

上流工程における提案力のある技術者の確保が不可欠であり、今後ともこれらの人材確保を主眼とした積極的な採

用活動を行う所存であります。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場され
ている証券取引所等

ピー・シー・エー株式会社

上場会社が他の会社の関連

会社である場合における当

該他の会社

－

(32)
株式会社東京証券取引所　市場二部

　（注）　親会社等の議決権所有割合の（　）内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

②　親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

　ピー・シー・エー株式会社はその他の関係会社に該当します。当社は同社のパッケージソフトの製造・配送及び

ＣＴＩ業務の請負を行っており、同社は当社の主要販売先であります。取引条件等については、他の取引先と同様、

公正に決定しており、この取引関係については今後とも継続してまいる方針であります。なお、人的関係につきま

しては、当社の取締役１名、監査役１名が同社の代表取締役、監査役を兼任しております。賃借関係につきまして

は、当社の山梨竜王センター及び山梨営業所は、同社の山梨テクノセンターの土地、建物の一部を賃借しております。

③　親会社等との取引に関する事項

　親会社等との取引に関する事項については、29ページに記載の「関連当事者との取引」に関する注記を参照して

下さい。 

尚、従来記載しておりました「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」「内

部管理体制の整備・運用状況」は、今後開示を予定しているコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご参照願い

ます。 

－ 5 －



３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当連結会計年度の業績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、海外での政情不安や原油価格高騰の長期化など経済環境は一部不透明感が

あるものの、企業収益の改善、設備投資の増加、個人消費の持ち直しを背景に景気は緩やかな回復基調で推移してお

ります。当グループの属する情報サービス分野においても、企業の情報技術に対する投資姿勢は回復傾向で推移いた

しました。しかし依然として市場環境は厳しい状況がつづいており、低価格化、高品質化、効率化に向けた取組みが

一層重要になってきております。

　このような状況のもとで、当社グループは、永年の取引先との間の業務を継続して受注することを核として、継続

案件の維持、拡大を図るとともに新規案件および新規顧客の獲得に注力してまいりました。

　この結果、当連結会計年度における売上高は5,133,565千円（前年同期比1.2％増）と増加となりましたが、営業利

益は288,980千円（同13.5％減）、経常利益は317,801千円（同9.3％減）、当期純利益は154,481千円（同23.0％減）

となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　情報処理サービス事業

　情報処理サービス事業においては、生産管理体制の強化及び業務効率を向上させることにより、積極的な営業活

動を行いましたが、データソリューション業務における価格競争激化に伴う受注減、受注単価の下落等の影響は大

きなものがありました。

　この結果、当連結会計年度における売上高は、2,025,560千円（前年同期比6.6％減）、営業利益19,283千円（同

74.4％減）となりました。

②　システム開発事業

　システム開発事業につきましては、価格競争をはじめ依然として厳しい状況が続いている中、システム開発への

設備投資の回復が見られたこととともに、いたずらに売上拡大を志向することを避け、前期からの生産性重視の受

注政策を徹底いたしました。

　この結果、当連結会計年度における売上高は2,388,607千円（前年同期比7.8％増）、営業利益101,782千円（同

21.7％増）となりました。

③　アッセンブリー事業

　アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注は順調に推移いたしましたが、受注単価の見直しによ

る影響がありました。

　この結果、当連結会計年度における売上高は719,397千円（前年同期比4.9％増）、営業利益167,914千円（同

4.1％減）となりました。

(2）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益

が269,971千円（前年同期比22.2％減）となり、これに加えて投資事業組合の払い戻しによる収入が27,852千円（同

28.8％増）及び法人税等の支払額231,428千円（同295.1％増）があった事等から、当連結会計年度末には2,068,380千

円となりました。その結果資金残高は、前連結会計年度末に比べ52,990千円減少となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は9,566千円であり、前連結会計年度に比べ390,259千円減少しました。これは主に税

金等調整前当期純利益が269,971千円、法人税等の支払231,428千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は18,049千円であり、前連結会計年度に比べ16,910千円増加しました。これは主に、

投資事業組合の払い戻しによる収入27,852千円、有形固定資産の取得による支出42,296千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は44,507千円であり、前連結会計年度に比べ179,714千円増加しました。これは主に配

当金の支払額39,389千円によるものであります。
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第38期

平成16年３月期
第39期

平成17年３月期
第40期

平成18年３月期

自己資本比率（％） 75.1 75.1 78.2

時価ベースの自己資本比率（％） － 69.4 79.9

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） － － －

　（注）１．平成17年３月期に株式を公開いたしましたので、時価ベースの自己資本比率（％）は平成17年３月期より記

載しております。

２．各指標の算定方法は以下のとおりであります。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

３．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては算定の基礎となる項目の発生がないため、

記載を省略しております。

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

(3）事業等のリスク

①　事業環境等について

　当社グループの属する情報サービス業界は、この数年来、多数の事業者が価格競争を行い大変厳しい経営環境が

続いております。また、情報処理サービス事業及びシステム開発事業においては、技術の進展が著しいという特徴

を有している他、情報処理サービス事業のうち、データソリューション業務においては、データのペーパーレス化

が進んでおります。

　当社グループは、市場動向の調査、必要な設備投資や技術者の教育、コスト削減等により他社との差別化を図っ

ており、また不採算案件・低採算案件の排除により利益率の改善を図っておりますが、競合の激化や価格競争の激

化、急速な技術革新、顧客ニーズの変化など当社グループを取り巻く事業環境が変化した場合、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、システム開発事業においてはプロジェクト毎に進捗管理を行っており、納期遅れ等が発生しないように留

意しておりますが、不具合の発生等により品質や納期に問題が発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。

②　ピー・シー・エー株式会社との関係について

　当社の取締役会長である川島正夫は、ピー・シー・エー株式会社（東京証券取引所第二部上場）の代表取締役会

長を兼任しております。また同氏は、当社の発行済株式総数の31.85％（平成18年３月31日現在）を、ピー・シー・

エー株式会社の発行済株式総数の38.09％（平成18年３月31日現在）を所有しております。

　当社は、ピー・シー・エー株式会社からパッケージソフトの製造・配送及びＣＴＩ業務の請負を行っております。

また、当社の山梨竜王センター及び山梨営業所は、ピー・シー・エー株式会社の山梨テクノセンターの土地、建物

の一部を賃借しております。

　なお、当社グループの総売上高に占めるピー・シー・エー株式会社に対する売上高の割合は、平成16年３月期に

おいて19.5％、平成17年３月期において21.1％、平成18年３月期において22.2％と推移しており、ピー・シー・エー

株式会社の営業方針等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③　情報管理について

　当社グループは、情報処理サービス事業において大量の個人情報を取り扱っており、またシステム開発事業にお

いても顧客の機密情報を取り扱う場合があります。

　当社では、個人情報保護規程等の各種規程の整備と運用、情報セキュリティ方針の策定と実行、社員教育の実施

等により、個人情報や顧客の機密情報の取り扱いについて十分留意しており、子会社各社においても同様の施策を

実施しております。また、当社は平成16年６月に社団法人情報処理サービス産業協会の審査に合格し、財団法人日

本情報処理開発協会から「プライバシーマーク」の使用許諾を受けております。
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　当社グループにおいては、現在まで個人情報や顧客の機密情報の流出による問題は発生しておりませんが、今後、

不測の事態により、個人情報や顧客の機密情報が外部へ漏洩したり毀損した場合、当社グループの信用失墜による

売上の減少や、損害賠償による費用発生等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

④　優秀な人材の確保について

　当社グループでは、システム開発事業においてサービスの品質、開発力の両面から、優秀な技術者の確保が必要

なものと認識しております。また、情報処理サービス事業においては、良質な労働力の確保が必要であります。

　当社グループでは、現時点では流動的な労働市場、当社の人事制度・教育制度により、必要な人材が確保されて

いると考えておりますが、知名度不足による優秀な人材の募集難は否めない状況であります。今後、労働力市場の

逼迫等により当社グループが必要とする優秀な人材や良質な労働力を適時に確保できない場合、又は当社グループ

の従業員が大量に退職した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　経営成績の季節的な変動について

　システム開発事業において多くの顧客が決算期を迎える３月までに成果品の引渡しが行われること等から、当社

グループの売上高は上半期と比較して下半期の割合が高くなる傾向があります。また、販売費及び一般管理費は毎

月ほぼ均等額発生することから、当社グループの経常利益及び当期純利益は、上半期と比較して下半期の割合が高

くなる傾向があります。

(4）次期の見通し

　情報サービス分野においては価格競争をはじめ依然として厳しい状況にあるものの、開発・サービスの需要は堅調

に推移するものと予想されます。このような状況下、経営の基本方針に基づいて事業運営を遂行し、着実な事業拡大

と収益向上に取り組んでまいります。

　当社グループの平成19年３月期通期の連結業績につきましては、以下のとおり見込んでおります。

 
連結売上高
（千円）

連結営業利益
（千円）

連結経常利益
（千円）

連結当期純利益
（千円）

平成18年３月期 5,133,565 288,980 317,801 154,481

平成19年３月期 6,011,488 357,322 328,949 185,165

増減率（％） +17.1 +23.6 +3.5 +19.9

　上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、様々なリスクや不確定な要素などの要因

により、実際の業績は記載の見通しとは異なる可能性があります。
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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17年３月９日のジャスダック上場に際し、平成17年３月８日を払込期日とする公募増資により167百万円を

調達いたしました。なお、資金使途計画および資金充当実績は概略以下のとおりであります。

(1）資金使途計画

　調達資金は経営基盤の強化と安定した成長を実現するために、設備資金及び開発要員の増員・教育関連費用に充当

する計画であります。

(2）資金充当実績

　平成17年３月８日を払込期日とする公募増資の資金使途は概ね計画どおり、次のように実施いたしました。

使途目的 金額 実施年月 備考

開発要員の増員・教育関連費用 25百万円
平成17年４月～
平成18年３月

開発要員の増員のための募集費等

設備資金 34百万円 平成18年２月 事務所移転費用

設備資金 47百万円 平成18年２月 建物付属設備取得費用

設備資金 19百万円 平成18年２月 工具器具備品取得費用

合計 127百万円

－ 9 －



５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,121,371   2,068,380   

２．受取手形及び売掛金   902,283   947,623   

３．たな卸資産   150,895   54,257   

４．繰延税金資産   67,283   59,700   

５．その他   18,635   13,361   

貸倒引当金   △270   △284   

流動資産合計   3,260,198 80.1  3,143,039 77.8 △117,158

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  286,258   303,038    

減価償却累計額  134,502 151,755  124,989 178,049   

(2）機械装置及び運搬具  180,044   180,174    

減価償却累計額  148,901 31,142  155,394 24,779   

(3）土地   123,371   123,371   

(4）その他  109,573   128,049    

減価償却累計額  91,769 17,803  97,245 30,804   

有形固定資産合計   324,073 8.0  357,003 8.8 32,930

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   22,599   13,903   

(2）その他   8,247   8,096   

無形固定資産合計   30,846 0.7  22,000 0.6 △8,846
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   102,573   102,417   

(2）長期貸付金   11,582   14,059   

(3）繰延税金資産   85,619   74,807   

(4）その他   256,229   325,457   

貸倒引当金   △500   －   

投資その他の資産合計   455,505 11.2  516,741 12.8 61,236

固定資産合計   810,424 19.9  895,746 22.2 85,321

資産合計   4,070,623 100.0  4,038,785 100.0 △31,837

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   45,912   47,396   

２．未払金   364,341   374,782   

３．未払法人税等   143,564   28,351   

４．賞与引当金   109,625   105,428   

５．その他   99,800   109,351   

流動負債合計   763,244 18.8  665,310 16.5 △97,933

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   147,866   137,038   

２．役員退職慰労引当金   39,080   33,340   

３．連結調整勘定   13,728   －   

固定負債合計   200,674 4.9  170,378 4.2 △30,296

負債合計   963,918 23.7  835,688 20.7 △128,230

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   47,784 1.2  45,330 1.1 △2,453
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  333,906 8.2  333,906 8.3 －

Ⅱ　資本剰余金   293,182 7.2  293,182 7.2 －

Ⅲ　利益剰余金   2,424,062 59.5  2,515,594 62.3 91,532

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  8,629 0.2  19,561 0.5 10,932

Ⅴ　自己株式 ※２  △861 △0.0  △4,479 △0.1 △3,617

資本合計   3,058,920 75.1  3,157,766 78.2 98,846

負債、少数株主持分及び
資本合計

  4,070,623 100.0  4,038,785 100.0 △31,837
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(2）連結損益計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   5,070,368 100.0  5,133,565 100.0 63,196

Ⅱ　売上原価   4,105,907 81.0  4,177,419 81.4 71,512

売上総利益   964,461 19.0  956,145 18.6 △8,315

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  630,354 12.4  667,164 13.0 36,810

営業利益   334,106 6.6  288,980 5.6 △45,126

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  562   351    

２．受取配当金  337   503    

３．家賃収入  8,590   8,047    

４．消費税等受入額  2,996   101    

５．連結調整勘定償却額  13,521   13,728    

６．投資事業組合収益  12,166   9,006    

７．雑収入  4,098 42,273 0.8 3,771 35,509 0.7 △6,763

Ⅴ　営業外費用         

１．賃貸資産原価  4,880   4,688    

２．新株発行費  9,309   －    

３．保険解約損  －   1,886    

４．株式公開関連費用  11,901   －    

５．雑損失  － 26,091 0.5 114 6,689 0.1 △19,401

経常利益   350,288 6.9  317,801 6.2 △32,487

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  － －  131 131 0.0 131
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※２ 2,337   1,412    

２．固定資産除却損 ※３ －   11,047    

３．事務所移転費用 ※４ 1,116 3,453 0.1 35,501 47,961 0.9 44,507

税金等調整前当期純利
益

  346,835 6.8  269,971 5.3 △76,863

法人税、住民税及び事
業税

 173,694   105,548    

法人税等調整額  △24,735 148,959 2.9 10,894 116,443 2.3 △32,515

少数株主損失   △2,867 △0.1  △953 0.0 1,913

当期純利益   200,743 4.0  154,481 3.0 △46,261
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   189,682  293,182 103,500

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．増資よる新株式の発行  103,500 103,500 － － －

Ⅲ　資本剰余金期末残高   293,182  293,182 －

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,254,724  2,424,062 169,338

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  200,743 200,743 154,481 154,481 △46,261

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  13,650  39,389   

２．取締役賞与  17,755 31,405 23,560 62,949 31,544

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,424,062  2,515,594 91,532
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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）

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

 346,835 269,971 △76,863

減価償却費  38,957 34,846 △4,110

連結調整勘定償却額  △13,521 △13,728 △207

有形固定資産除却損  － 11,047 11,047

投資有価証券売却益  － △131 △131

固定資産売却損  2,337 1,412 △924

賞与引当金の増減額
（△減少額）

 9,542 △4,196 △13,739

退職給付引当金の増減
額（△減少額）

 14,421 △10,827 △25,249

役員退職慰労引当金の
増減額（△減少額）

 8,230 △5,740 △13,970

貸倒引当金の減少額  △30 3 33

受取利息及び受取配当
金

 △900 △854 45

投資事業組合収益  △12,166 △9,006 3,160

売上債権の増減額
（△増加額）

 100,749 △45,339 △146,089

保証金の増加額  － △63,332 △63,332

未払金の減少額  △27,177 △18,214 8,963

未払消費税等の増減額
（△減少額）

 2,322 △9,839 △12,161

たな卸資産の減少額  1,083 96,638 95,555

仕入債務の増加額  2,721 1,483 △1,237

取締役賞与の支払額  △17,755 △23,560 △5,805

その他  1,853 29,515 27,662

小計  457,502 240,146 △217,356

利息及び配当金の受取
額

 896 848 △47

法人税等の支払額  △58,573 △231,428 △172,855

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 399,826 9,566 △390,259
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

投資有価証券の取得に
よる支出

 △1,800 △600 1,200

投資有価証券の売却に
よる収入

 294 151 △143

有形固定資産の取得に
よる支出

 △24,235 △42,296 △18,061

有形固定資産の売却に
よる収入

 651 190 △461

無形固定資産の取得に
よる支出

 △1,957 △634 1,323

貸付金の回収による収
入

 7,526 11,305 3,779

貸付による支出  △3,235 △14,005 △10,770

投資事業組合の払い戻
しによる収入

 21,617 27,852 6,234

その他  － △11 △11

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,138 △18,049 △16,910

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

配当金の支払額  △13,650 △39,389 △25,739

少数株主への配当金の
支払額

 △6,672 △1,500 5,172

株式の発行による収入  158,090 － △158,090

その他  △2,561 △3,617 △1,056

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 135,206 △44,507 △179,714

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 533,894 △52,990 △586,884

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,587,477 2,121,371 533,894

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 2,121,371 2,068,380 △52,990
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数

７社

　その社名は次のとおりであります。

㈱イメージ・テン

㈲イメージ・テン（立川）

㈲イメージ・テン（所沢）

㈲イメージ・テン（八王子）

㈲イメージ・テン（相模原）

㈲イメージ・テン（座間）

㈲イメージ・テン（亀戸）

(1）連結子会社の数

６社

　その社名は次のとおりであります。

㈱イメージ・テン

㈲イメージ・テン（立川）

㈲イメージ・テン（八王子）

㈲イメージ・テン（相模原）

㈲イメージ・テン（座間）

㈲イメージ・テン（亀戸）

 

㈲イメージ・テン（所沢）については

当連結会計年度において清算手続きが完

了したことにより、連結の範囲から除い

ておりますが、当連結会計年度の損益計

算書のみ連結しております。

 (2）非連結子会社

　連結の範囲から除外した子会社はあり

ません。

(2）非連結子会社

同左

２．持分法の適用に関する事項 (1）非連結子会社の数

　非連結子会社はありません。

(1）非連結子会社の数

同左

 (2）持分法適用関連会社の数

　関連会社はありません。

(2）持分法適用関連会社の数

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、㈲イメージ・テン

（立川）、㈲イメージ・テン（所沢）、㈲

イメージ・テン（八王子）、㈲イメージ・

テン（相模原）、㈲イメージ・テン（座

間）、㈲イメージ・テン（亀戸）の決算日

はそれぞれ５月31日、11月30日、９月30日、

２月28日、８月31日、１月31日であります。

　連結子会社のうち、㈲イメージ・テン

（立川）、㈲イメージ・テン（八王子）、

㈲イメージ・テン（相模原）、㈲イメー

ジ・テン（座間）、㈲イメージ・テン（亀

戸）の決算日はそれぞれ５月31日、９月30

日、２月28日、８月31日、１月31日であり

ます。

 　連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。

　連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。
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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

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価

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しており

ます。）

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……移動平均法によ

る原価法

時価のないもの……同左

 ②　たな卸資産

商品………総平均法による原価法

原材料……総平均法による原価法

仕掛品……個別法による原価法

貯蔵品……最終仕入原価法

②　たな卸資産

商品………同左

原材料……同左

仕掛品……同左

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

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）は定額法に

よっております。

　なお主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

①　有形固定資産

同左

 建物及び構築物　　　　　15－60年

機械装置及び運搬具　　　５－８年

その他　　　　　　　　　４－６年

 

 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エアについ

ては社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

 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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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　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、貸倒懸念債権及び破産更生債権

については個別債権の回収可能性を考慮

した、回収不能見込額を計上しておりま

す。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に対応す

る金額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産残高（簡便法）に基づき計上し

ております。

③　退職給付引当金

同左

 ④　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。

④　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

①　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

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

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、連結会社の利益処

分について、連結財務諸表規則第８条本文

の方式（いわゆる確定方式）によっており

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およ

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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会計方針の変更  

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。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （連結貸借対照表） 　　　　　　──────

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

けで改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有

価証券として表示する方法に変更しました。

　なお、当連結会計年度の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の額は、54,308千円であります。

　また、前連結会計年度における投資その他の資産「その

他」に含まれる当該出資の額は、62,419千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　当社の発行済株式総数は、普通株式3,940,000株で

あります。

※１　当社の発行済株式総数は、普通株式3,940,000株で

あります。

※２　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,020株

であります。

※２　当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,000株

であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 128,530千円

従業員給料手当 184,538千円

賞与引当金繰入額 22,962千円

退職給付費用 15,136千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,230千円

役員報酬        131,520千円

従業員給料手当        184,603千円

賞与引当金繰入額       19,264千円

退職給付費用       5,533千円

役員退職慰労引当金繰入額      9,344千円

※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具売却損 2,337千円 機械装置及び運搬具売却損      1,412千円

　　　　　　　　　　────── ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物除却損      11,007千円

工具器具備品除却損 39

 合計      11,047千円

※４．事務所移転費用は、連結子会社㈱イメージ・テンの

事務所の移転に伴う費用であります。

※４．事務所移転費用は、連結子会社㈱イメージ・テンの

事務所の移転に伴う費用1,262千円を含んでおります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 2,121,371

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 2,121,371

 （千円）

現金及び預金勘定 2,068,380

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 2,068,380
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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）

その他
（工具器具備品）

100,349 51,680 48,669

ソフトウエア 11,344 3,592 7,751

合計 111,694 55,272 56,421

 
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）

その他
（工具器具備品）

193,032 81,426 111,605

ソフトウエア 20,569 6,783 13,785

合計 213,601 88,210 125,391

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 22,572千円

１年超 35,181千円

合計 57,753千円

１年内      42,875千円

１年超       83,826千円

合計       126,701千円

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 23,491千円

減価償却費相当額 22,338千円

支払利息相当額 1,366千円

支払リース料       34,013千円

減価償却費相当額       32,546千円

支払利息相当額      1,431千円

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

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 34,286 48,265 13,978 28,258 61,470 33,212

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 34,286 48,265 13,978 28,258 61,470 33,212

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 － － － 6,615 6,052 △562

(2）債券    － － －

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 6,615 6,052 △562

合計 34,286 48,265 13,978 34,873 67,522 32,649

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

売却額 （千円） 297 151

売却益の合計額 （千円） － 131

売却損の合計額 （千円） 2 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）
0 0

投資事業組合への出資 54,308 34,894

合計 54,308 34,894
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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）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日）

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

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、退職一時金制度並びに適格退職年金と厚生年金基金を併用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
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）

   （千円）   （千円）

退職給付債務  △208,944   △215,781  

年金資産  61,078   78,743  

退職給付引当金  △147,866   △137,038  

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

３．退職給付費用の内訳

 
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）

 （千円） （千円）

勤務費用 63,163 63,295

　（注）　なお、当社及び連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社及び連結子会社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

５．当社は全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しております。

 
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）

 （千円） （千円）

同基金の年金資産残高のうち当社の加入人

数割に基づく年金資産残高
648,442 919,263
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

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

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認 12,888

未払事業所税 1,809

未払費用（賞与引当分） 5,331

賞与引当金損金算入限度超過額 44,606

未払退職金 487

貸倒引当金 110

一括償却資産 2,049

繰延税金資産合計 67,283

繰延税金資産の純額 67,283

  

  

繰延税金資産（固定）  

一括償却資産 576

投資有価証券評価損否認 11,764

退職給付引当金超過額 57,568

役員退職慰労引当金 15,901

貸倒引当金損金算入限度超過額 203

ゴルフ会員権評価損否認 528

ソフトウエア償却否認 2,148

投資事業組合損失 2,848

全面時価評価による土地評価差額 10,489

繰延税金資産小計 102,029

評価性引当額 △10,489

繰延税金資産合計 91,540

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △5,920

繰延税金負債合計 △5,920

繰延税金資産の純額 85,619

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認 3,521

未払事業所税 1,811

未払費用 9,495

賞与引当金損金算入限度超過額 42,898

その他 1,971

繰延税金資産合計 59,700

繰延税金資産の純額 59,700

  

繰延税金資産（固定）  

一括償却資産 1,626

投資有価証券評価損否認 11,764

退職給付引当金超過額 55,760

役員退職慰労引当金 13,566

ソフトウエア償却否認 1,242

投資事業組合損失 4,267

全面時価評価による土地評価差額 10,489

繰延税金資産小計 98,717

評価性引当額 △10,489

繰延税金資産合計 88,228

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △13,420

繰延税金負債合計 △13,420

繰延税金資産の純額 74,807

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

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

 （％）

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 1.2

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目

△0.0

住民税均等割 0.8

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0

 （％）

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 1.7

住民税均等割 1.1

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1
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⑥　セグメント情報

ａ．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）

 
情報処理
サービス事
業（千円）

システム開
発事業
（千円）

アッセンブ
リー事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,169,361 2,215,020 685,985 5,070,368 － 5,070,368

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,169,361 2,215,020 685,985 5,070,368 － 5,070,368

営業費用 2,093,988 2,131,373 510,899 4,736,261 － 4,736,261

営業利益 75,373 83,647 175,086 334,106 － 334,106

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 506,528 710,337 187,583 1,404,450 2,666,172 4,070,623

減価償却費 22,684 8,225 5,211 36,121 2,835 38,957

資本的支出 23,026 3,167 － 26,193 － 26,193

　（注）１．事業は製品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は下記のとおりであります。

事業区分 主要製品

情報処理サービス事業
データソリューション、データ＆ライブラリー、システムオペレーション、Ｃ

ＴＩ

システム開発事業
ソフトウエア開発受託、システムコンサルテーション、システム導入・運用サ

ポート

アッセンブリー事業 パッケージソフトの製造配送

３．資産の内、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,666,172千円であり、主なものは当社での余剰運

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。

４．全ての営業費用は各セグメントに配賦されているため、配賦不能営業費用はありません。
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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）

 
情報処理
サービス事
業（千円）

システム開
発事業
（千円）

アッセンブ
リー事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,025,560 2,388,607 719,397 5,133,565 － 5,133,565

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,025,560 2,388,607 719,397 5,133,565 － 5,133,565

営業費用 2,006,277 2,286,824 551,483 4,844,584 － 4,844,584

営業利益 19,283 101,782 167,914 288,980 － 288,980

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 548,695 711,030 202,089 1,461,815 2,576,970 4,038,785

減価償却費 22,080 5,267 4,861 32,208 2,638 34,846

資本的支出 40,347 19,847 11,387 71,581 － 71,581

　（注）１．事業は製品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は下記のとおりであります。

事業区分 主要製品

情報処理サービス事業
データソリューション、データ＆ライブラリー、システムオペレーション、Ｃ

ＴＩ

システム開発事業
ソフトウエア開発受託、システムコンサルテーション、システム導入・運用サ

ポート

アッセンブリー事業 パッケージソフトの製造配送

３．資産の内、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,576,970千円であり、主なものは当社での余剰運

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。

４．全ての営業費用は各セグメントに配賦されているため、配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び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。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び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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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）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の関
係

その他の

関係会社

ピー・

シー・

エー株式

会社

東京都

千代田区
890,400

パッケー

ジソフト

開発販売

(被所有)

直接　－

役員

２名

パッケージ

ソフトの製

造配送及び

CTI業務の

請負

製造配送及

びCTI業務

の請負

1,068,750 売掛金 135,835

        
製品の仕入

他
29,650 未払金 8,477

        地代家賃 7,080 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)上記の製造配送及びCTI業務の請負については、市場価格を参考に相互協議の上決定しております。

(2)上記の製品の仕入他については、市場価格を参考に相互協議の上決定しております。

(3)上記の地代家賃については、近隣の相場を参考にして決定しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の関
係

その他の

関係会社

ピー・

シー・

エー株式

会社

東京都

千代田区
890,400

パッケー

ジソフト

開発販売

(被所有)

直接　－

役員

２名

パッケージ

ソフトの製

造配送及び

CTI業務の

請負

製造配送及

びCTI業務

の請負

1,140,171 売掛金 165,407

        
製品の仕入

他
36,543 未払金 5,258

        地代家賃 7,080 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)上記の製造配送及びCTI業務の請負については、市場価格を参考に相互協議の上決定しております。

(2)上記の製品の仕入他については、市場価格を参考に相互協議の上決定しております。

(3)上記の地代家賃については、近隣の相場を参考にして決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 770.60円

１株当たり当期純利益金額 48.42円

１株当たり純資産額       797.05円

１株当たり当期純利益金額      33.61円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 200,743 154,481

普通株主に帰属しない金額（千円） 23,560 22,180

（うち利益処分による取締役賞与金） (23,560) (22,180)

普通株式に係る当期純利益（千円） 177,183 132,301

期中平均株式数（千株） 3,659 3,936

（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18年３月31日開催の取締役会決議にもとづ

き、株式会社アイデスの株式を取得して子会社としまし

た。

１.株式取得の目的

当社の主力業務であるソフト開発受託業務に関して、

長年に亘り両社が蓄積してきた技術、ノウハウ、及び豊

富な人材の活用により、多様化する顧客ニーズへの対応

力を強化し、更なる事業領域の拡大と企業価値の向上を

図るため株式を取得し子会社化いたしました。

２.対象会社の概要

　商号：株式会社アイデス

　代表者：嶋村　明彦

　所在地：大阪府大阪市中央区備後町1-4-9

　事業の内容：ｗｅｂ系、オープン系を中心とした広

範囲なシステムの受託開発・ホスティ

ングサービス、自社開発ソフト及びメ

ンテナンス等

　売上高：652百万円（平成17年8月期　実績）

　資本の額：60百万円

３.株式取得の概要

株式取得日：平成18年４月４日

取得株式数：98,300株

取得価格：総額133百万円（1株につき1,359円）

取得後の持分比率：81.9％

支払資金の調達及び支払方法：自己資金
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業の種類別セグメン
トの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

情報処理サービス事業 1,808,572 46.2 1,726,795 44.4 △81,777 △4.5

システム開発事業 1,845,458 47.2 1,878,496 48.2 33,038 1.8

アッセンブリー事業 259,100 6.6 287,893 7.4 28,792 11.1

合計 3,913,132 100.0 3,893,185 100.0 △19,946 △0.5

　（注）１．各セグメントの生産高については、製造原価によっております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

事業の種類別セグメント
の名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

受注高
（千円）

受注残残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残残高
（千円）

システム開発事業 2,107,916 231,864 2,511,259 379,544 403,343 147,680

合計 2,107,916 231,864 2,511,259 379,544 403,343 147,680

　（注）１．システム開発事業以外については、継続業務が大半であり、業務も多岐にわたり、受注高を把握する事が困

難なため、システム開発事業についてのみ記載しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメント
の名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

情報処理サービス事業 2,169,361 42.8 2,025,560 39.5 △143,801 △6.6

システム開発事業 2,215,020 43.7 2,388,607 46.5 173,586 7.8

アッセンブリー事業 685,985 13.5 719,397 14.0 33,411 4.9

合計 5,070,368 100.0 5,133,565 100.0 63,196 1.2

　（注）１．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ピー・シー・エー㈱ 1,068,750 21.1 1,140,171 22.2

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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