
平成18年３月期 決算短信（連結）  
平成18年５月19日

会社名 株式会社　日本テクシード 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
コード番号  ２４３１ 本社所在都道府県  愛知県
(URL　http://www.tecseed.co.jp)
代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 森本　一臣
問い合わせ先 責任者役職名 取締役経営管理本部長
 氏名 近藤　登 ＴＥＬ　　（０５２）２４２－９００１
決算取締役会開催日 平成18年５月19日
親会社等の名称　株式会社アーク  (コード番号：７８７３) 親会社等における当社の議決権所有比率　40％
米国会計基準採用の有無 無

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）

当社は、平成18年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成17年３月期については記載しておりません。 

(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 8,400 (－) 658 (－) 668 (－)
17年３月期 － (－) － (－) － (－)

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 375 (－) 150 34 － － 16.0 13.9 7.9
17年３月期 － (－) － － － － － － －

(注）①持分法投資損益 18年３月期 △5百万円 17年３月期 －百万円
　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 2,500,000株 17年３月期 －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 4,808 2,353 49.0 941 58
17年３月期 － － － － －

(注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 2,500,000株 17年３月期 －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 471 △839 △174 1,309
17年３月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） 1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 4,790 150 70
通　期 10,300 650 350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　140円00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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社（株式会社日本テクシード）、連結子会社１社、関連会社１社および親会社（株式会社アーク）

で構成されており、Ｒ＆Ｄアウトソーシング（Research & Development Outsourcing＝研究開発支援）事業を東海地区、

関東地区および関西地区において展開しております。

　なお、当社グループにおいてＲ＆Ｄアウトソーシングとは、機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発等の専門的

技術を提供し、顧客企業の研究開発を支援する業務の総称として位置づけております。　

[事業系統図] 

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針 

　当社は、会社の経営理念にある「良質な技術サービスを通してお客様の満足と社会の発展に貢献します」の意に

基づいて、機械設計開発、電気・電子設計開発、ソフトウェア開発を主要テクノロジーとして、顧客企業の研究開

発活動の最適化を実現させるべく、顧客企業のニーズを先取りしたＲ＆Ｄアウトソーシング事業を提供しております。

　当社グループ戦略としましては、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を強化または相互補完する企業との提携を進める

ことにより、質的にも量的にも高まっている顧客ニーズに的確に対応したＲ＆Ｄアウトソーシングサービスを提供

できる企業グループとして事業を拡大していく方針です。

　また、アークグループの一員として、グループの経営資源を有効に活用し、グループシナジーを発揮して顧客企

業の開発工程をトータルにサポートすることにより、顧客企業のモノづくりを通じて社会に貢献してまいります。

　上記に加えて、今後は株主価値、顧客価値、社員価値の向上をはかりますと同時に、企業市民としての自覚を一

層高め、社会的価値の最大化を目指し、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責任）を果たし

てまいります。

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

［基本方針］

　当社グループは、時代の変化に対応し競争力の強化に努め、企業価値を高めてまいりたいと考えております。

そのために、安定的な経営基盤を確立し、将来の事業拡大のための財務体質の強化と内部留保金の充実をはかる

とともに、安定的かつ適切な利益還元を意識しつつ、毎期の業績を配当水準に反映させていく所存であります。

　当期（平成18年３月期）は、前期からの収益の増加を加味し、前期の上場記念配当５円を普通配当に組み加え、

合計20円の配当案を平成18年６月23日開催の第27期定時株主総会に付議する予定であります。

　内部留保金につきましては、財務体質の一層の強化と将来のコアコンピタンスの強化、情報システム等の設備

投資に活用していくこと、ならびに本業の価値向上のための他企業との提携等の投資に活用することによって、

株主の皆様の期待にお応えしてまいる所存であります。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

　投資単位の引下げにつきましては、個人投資家層の拡大および株式の流動性を高める有効な施策の一つであると

認識しており、業績の推移や市場の状況等を総合的に勘案し、検討していく所存であります。

（４）目標とする経営指標

　当社グループは、株式会社アークを親会社として、アークグループを形成しております。

　アークグループは、グループ各社共通の経営目標指標として、平成22年３月期における売上高経常利益率10％を

掲げております。

　当社グループとしても、上記目標を達成していく所存であります。
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（５）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、アークグループにおける設計開発の技術者集団として、株主満足度の向上、顧客満足度の向上、

社員満足度の向上を経営方針として、持続的な経営規模の拡大と事業内容の発展を目指しております。今後も、顧

客企業の研究開発工程における課題を解決するＲ＆Ｄアウトソーシング事業を推進してまいります。

［株主満足度］

　当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の最重要課題として位置づけ、高い技術開発力を有する技術者集団

として、顧客企業とともに成長していくことを目標としております。

　当社は、経営理念に基づき顧客企業へのＲ＆Ｄアウトソーシング事業を提供し、優れた業績の達成をはかること

により、さらなる競争力を強化していく所存であります。

［顧客満足度］

　エンジニアのジンザイ「力」（注）の向上に努めますとともに、ＩＳＯ9001に準拠した経営品質のさらなる向上

や、プライバシーマーク取得等に努めることによって、企業全体としての信頼度向上をはかり、顧客企業の満足度

を高め、同業他社と差別化するＲ＆Ｄアウトソーシング事業の受注拡大をはかり、技術基盤を強化することにより、

安定的かつ発展的に経営規模の拡大化、経営基盤の強化をはかってまいります。

［社員満足度］

　当社グループは、人材の育成に積極的に取組み、社員のジンザイ競争力を高めるとともに、自己申告書、目標管

理等の制度を通して適切な人材配置をはかり、さらには成果型賃金制度等、人事制度を有効に機能させて、社員の

満足度および活力度を維持向上させ、成長するジンザイづくりをはかります。このようにして、プロジェクトや企

業に貢献する良質なエンジニア、企業人を育成して地域社会へ立派な社会人を輩出していくことは、企業の社会的

責任の基本であると考えております。

（注）当社においてジンザイ「力」とは、エンジニアの技術やスキル等の専門的能力に加え、ヒューマンスキルも

含めた総合的能力として定義づけております。

（６）会社の対処すべき課題

　当社の主要顧客であります、自動車関連製造業の顧客企業を中心として、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業のさらな

る拡大発展を目標に、より高い技術開発力を目指す技術者集団であり続けると同時に、顧客企業の満足度を高め、

共に成長していくことを目指し、次の課題に取組んでまいります。

①エンジニアの確保と育成

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を展開する当社において、人材は最も重要な経営資源であります。また、団塊世代

が定年を迎えることによる２００７年以降の人材不足、企業業績の回復にともなう製造業をはじめとする新卒・中

途の採用増加による人材獲得競争激化および日本の少子化傾向等、今後も人材獲得は厳しい状況が続くものと考え

られます。

 　当社は、子会社化した株式会社ジャスネットを通じて、韓国人エンジニアの採用に取り組むとともに今期より開

設する「エンジニアチャレンジシップ」による、育成型体験スクールからのエンジニアの育成、発掘に努めてまい

ります。

　エンジニアの育成においては、専門能力向上のため、教育研修カリキュラムの充実、成長意欲を高める人事制度、

サーバントマネジメント制度（注）の強化をはかってまいります。

（注）サーバントマネジメント制度とは、経験や知識のある先輩エンジニアが若手を支えていくことにより、エン

ジニアの成長をサポートし、士気向上をはかっていく当社独自の労務管理制度であります。

②顧客基盤の強化

　当社グループは、開発プロジェクトの一部を一括請負・受注できる体制づくりを目指し、派遣契約から請負契約

へＲ＆Ｄアウトソーシング事業を推進することによって、同業他社との差別化をはかります。さらに、同業他社に

はないアークグループ・シナジー（顧客製造業の開発から製造までのものづくり工程フルラインサービスによる相

乗効果）を活用していくことによって独自性を発揮し、顧客基盤の強化に努めてまいります。

③ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組

　当社は、Ｍ＆Ａにより株式会社ジャスネットを子会社とし、また、平成18年４月に株式会社テクシードワンズを

設立する等、企業グループとしての経営体制に移行しました。それにともない、内部統制制度やリスク管理体制等

を再整備し、適時開示等のＩＲ活動により企業グループとしての企業活動の透明性を確保する等、今後も上場企業

としてＣＳＲへの取組を充実させ、ステークホルダーとの関係をこれまで以上に大切にし、具体的かつ実効性のあ

る行動に取り組むことに努めてまいります。
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（７）親会社等に関する事項

 ａ．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

 株式会社アーク 親会社 ４０％ 
株式会社東京証券取引所 

 株式会社ジャスダック証券取引所 

 ｂ．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

　当社の親会社である株式会社アークは、平成18年３月31日現在、当社の議決権比率の40％を保有しております。

　同社は、試作品・金型の大手企業であり、企画・開発・設計から試作・金型製作・成型までをトータルに手がけ

る「フルラインサービス」が特徴であります。

　当社は、同社の製品開発に関する開発・設計プロセスを行っております。このコラボレーションにより、今後と

もＪＡＳＤＡＱ上場企業としての独立性を保ちつつ、同業他社との差別化をはかるとともに、顧客企業へのＲ＆Ｄ

アウトソーシング事業を一層充実させていく方針であります。

 ｃ．親会社等との取引に関する事項

　４．連結財務諸表等の注記「関連当事者との取引」に記載しております。 
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３．経営成績及び財政状態

　当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は省略しております。

(1）経営成績

［概況］

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰等による景気停滞の懸念はあったものの、

企業業績の回復にともなう設備投資や個人消費の増加がけん引役となり、緩やかな回復基調で推移しました。

　また、当社の主要顧客である自動車および自動車部品関連企業においては、新車のモデルチェンジ、安全技術や

環境技術等の開発プロジェクトが増大し、当社への開発支援要請や設計開発技術者ニーズが活発に推移しました。

　このような環境の中で、当社は自動車関連製造業を中心に顧客企業の技術者ニーズに対応すべく、積極的に新卒

採用および中途採用を行い、エンジニアの規模を1,028名（平成17年３月末）から1,160名（平成18年３月末）へと

132名の拡大をはかるとともに、戦略的ローテーションを行い単価アップに努めました。

　これらの結果、当連結会計年度における売上高は8,400,178千円、売上原価はエンジニアの増員にともなう労務費

等の増加により6,663,157千円、販売費及び一般管理費は管理機能および営業強化のための増員にともなう労務費等

の増加、新卒社員の増加にともなう４月から６月の労務費の増加および株式事務手数料等の増加等により1,078,506

千円、営業利益は658,513千円、経常利益は668,760千円、当期純利益は375,839千円となりました。

［売上種別］

①自動車関連

　自動車関連製造業における開発案件の増加にともなう研究開発業務や技術者ニーズに対応し、エンジニアの採用

および戦略的ローテーションを進め、集中的な配属を積極的に行いました。これらの結果、売上高は2,835,446千円

となりました。

②自動車部品関連

　自動車関連と同様に自動車部品関連製造業からの活発な研究開発業務や技術者ニーズを背景に、エンジニアの採

用を積極的に行い、従来の派遣に加え、一括請負を目的としたグループづくりをはかるため、集中的な配属を積極

的に進めました。これらの結果、売上高は2,975,828千円となりました。

③ソフトウェア関連

　ＩＴＳ関連、デジタル家電向け電子制御系等の受注は堅調に推移いたしましたものの、業務系アプリケーション

開発につきましては受注が伸び悩みました。これらの結果、売上高は1,515,303千円となりました。

④航空宇宙・産業機械他

　航空宇宙および産業機械につきましては受注が伸び悩んだものの、電気機器分野において受注を伸ばすことがで

きました。これらの結果、売上高は1,073,599千円となりました。

　なお、上記売上種別にはその他売上500千円が含まれております。
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(2）財政状態

［資産］

　当連結会計年度における流動資産の残高は、2,945,435千円となりました。その主要な内訳は、現金及び預金が

1,384,608千円、売掛金が1,250,692千円であります。主な要因として、子会社取得による増加、売上増加にともな

う売掛金の増加等によるものであります。

　当連結会計年度における固定資産の残高は、1,863,071千円となりました。その主要な内訳は、有形固定資産が

1,060,470千円、無形固定資産が286,469千円、投資その他の資産が516,131千円であります。主な要因として、社員

寮建設にともなう土地および建物の取得、Ｒ＆Ｄセンター建設にともなう土地の取得等であります。また、連結調

整勘定として248,600千円計上いたしましたが、今後20年間で償却していきますので、来期以降の連結損益に約12,430

千円の影響を与えます。

［負債］

　当連結会計年度における流動負債の残高は、1,638,435千円となりました。その主要な内訳は、未払費用が509,522

千円、賞与引当金が479,040千円であり、いずれも従業員の増加にともない今後とも増加していく傾向にあります。

　当連結会計年度における固定負債の残高は、784,016千円となりました。その主要な内訳は、退職給付引当金が

534,019千円であり、従業員の増加にともない今後とも増加していく傾向にあります。

［キャッシュ・フロー］ 

　当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、1,309,608千円となりました。その主要な内訳は、税金等

調整前当期純利益の計上（665,639千円）、退職給付引当金の増加（70,147千円）等の資金増加要因があったものの、

有形固定資産の取得（522,580千円）、法人税等の支払（386,859千円）、新規連結子会社株式の取得（197,010千

円）等の資金減少要因が加わったことによるものであります。

　当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払（386,859千円）、売上債権の増加（95,023千円）等が

あったものの、税金等調整前当期純利益の計上（665,639千円）、退職給付引当金の増加（70,147千円）等が加わり

ました。これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローについては471,237千円の資金獲得となりました。

（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、有形固定資産の取得（522,580千円）、新規連結子会社株式の取得

（197,010千円）、保証金の差入による支出（61,792千円）等がありました。これらの結果、投資活動によるキャッ

シュ・フローについては839,502千円の資金使用となりました。

（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、長期借入金の返済（64,956千円）、社債の償還（60,000千円）等の支出

がありました。これらの結果、財務活動によるキャッシュ・フローについては174,397千円の資金使用となりました。
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(3）事業等のリスク

①法的規制について

　当社グループの主たる事業であるＲ＆Ｄアウトソーシング事業に対する業務区分ごとの法的規制等は、次のとお

りであります。

業務区分 適用法規制 監督官公庁

 一般労働者派遣
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以

下労働者派遣法）第２条第４号」（昭和61年７月施行）
厚生労働省

 特定労働者派遣
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以

下労働者派遣法）第２条第５号」（昭和61年７月施行）
厚生労働省

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業の契約のうち、派遣業務は「労働者派遣法」により規制されております。当社は同

法に基づき、厚生労働大臣の許可および届出の交付を受け、一般労働者派遣事業（許可番号　般23－02－0214）お

よび特定労働者派遣事業（届出受理番号　特13－01－1112）を行っており、現在有している一般労働者派遣事業の

許可有効期限は平成14年１月１日から平成18年12月31日までとなっております。なお、労働者派遣法第６条の欠格

事由に該当するときは、事業の許可を取り消されるか、または事業の停止を命ぜられる旨が定められております。

　当社は、法令を遵守し事業を運営しておりますが、万一法令違反に該当するような場合には、労働者派遣事業が

できないこととなり、当社業績に著しい影響を及ぼすことが考えられます。また、許可の有効期限の満了後、許可

が更新されない場合においても労働者派遣事業ができないこととなり、当社業績に著しい影響を及ぼすことが考え

られます。

②業績の季節変動について

　当事業年度および前事業年度の上半期および下半期の実績は次のとおりであります。

　当社は、上半期実績を下半期実績が上回る傾向となっております。これは、上半期においては４月に新入社員と

してまとまった人数での入社があり、一定の研修を行うため稼働率が低下するのに対して、下半期は新入社員の配

属が進み稼働率が上昇し、売上高および利益が増加するためであります。

 第26期 第27期

 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期

　売上高(千円)

　(構成比)(％)

3,540,434

(47.6)

3,890,697

(52.4)

7,431,131

(100.0)

4,025,309

(47.9)

4,374,868

(52.1)

8,400,178

(100.0)

　営業利益(千円)

　(構成比)(％)

190,939

(32.3)

400,762

(67.7)

591,702

(100.0)

208,569

(31.7)

449,944

(68.3)

658,513

(100.0)

　経常利益(千円)

　(構成比)(％)

196,705

(34.0)

381,508

(66.0)

578,214

(100.0)

218,593

(32.4)

455,835

(67.6)

674,429

(100.0)

（注）１．下半期の金額は、通期から上半期を差し引いて算出しております。

２．第27期末より連結財務諸表を作成することとなったため、第27期における数値は当社の数値によっております。

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

③自動車業界への依存度について

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業においては、顧客企業の業況に応じて取引量が増減する傾向があります。

　当社は、東海・関東地区における特定の輸送機器産業、主に自動車業界への依存度が高いため、これらの業界の

業況に当社の業績が左右される可能性があります。また、顧客企業が同業他社間における競争激化から価格競争を

招くと、当社への技術支援料金の低減要請につながり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　最近２事業年度の自動車関連および自動車部品関連の販売実績およ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。

第26期 第27期

事業区分 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

　自動車関連 2,486,997 33.5 2,835,446 33.8

　自動車部品関連 2,347,414 31.6 2,975,828 35.4

　合計 4,834,411 65.1 5,811,275 69.2

（注）１．第27期末より連結財務諸表を作成することとなったため、第27期における数値は当社の数値によっております

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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④エンジニアの確保について

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業において、業務を担うエンジニアの確保は重要であります。当社は、エンジニアの

確保について、新卒採用と中途採用をともに毎期多数の募集を行っております。

　採用活動においては、ホームページや求人ウェブシステム等ネット媒体を中心に、会社説明会、学校訪問や学内

セミナー等の開催、就職・転職フェアーへの参加、就職情報誌・新聞への掲載等各種取組みを実施し、エンジニア

の確保をはかっております。

　また、平成18年3月より当社グループに加わりました株式会社ジャスネットにより韓国人エンジニアの育成ノウハ

ウを得て、少子化問題が進行している日本だけでなく韓国からエンジニアを確保等のエンジニアの確保ルートの多

様化にも取り組んでおります。

　しかしながら、エンジニアの確保が十分に果たせない場合は、顧客企業の研究開発支援要請や技術者ニーズに対

応できないこととなり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤顧客企業の情報漏洩について

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を行う当社において、顧客情報の漏洩等の社会倫理に反する行為は、重要なリスク

として認識しております。当社では、社員の入社および退社の際に各人より誓約書に署名捺印を収受しております。

また、顧客情報の重要性や機密保持について徹底した教育を行っておりますが、万一顧客企業の情報が外部に流出

した場合、当社の社会的な信用等を失墜させることになり、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。当社は、

今後とも内部監査室の計画的監査等により、これらのリスクに対応してまいります。

(4）次期の見通し

　当社グループの主要顧客であります自動車関連製造業につきましては、世界的な生産、販売ともに今後も成長が

見込まれる産業であるため、その開発の多くを担う国内の研究開発業務につきましても、受注は伸びていくものと

考えております。

　そこで、当社グループはエンジニアの確保および育成、顧客基盤の強化をはかりながら、業績向上に努めてまい

ります。なお、平成19年３月期における通期の業績見込みにつきましては、次のとおりであります。

売上高　　　　10,300百万円

経常利益　　　　 650百万円

当期純利益　　　 350百万円
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

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
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金 ※２  1,384,608  

２．売掛金   1,250,692  

３．たな卸資産   10,151  

４．前払費用   53,082  

５．繰延税金資産   236,281  

７．その他   13,453  

貸倒引当金   △2,835  

流動資産合計   2,945,435 61.3

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※２ 570,248   

減価償却累計額  47,721 522,527  

(2）機械装置及び運搬具  1,955   

減価償却累計額  1,857 97  

(3）工具器具備品  114,352   

減価償却累計額  79,585 34,767  

(4）土地 ※２  502,773  

(5）建設仮勘定   304  

有形固定資産合計   1,060,470 22.0

２．無形固定資産     

(1）連結調整勘定   248,600  

(2）その他   37,869  

無形固定資産合計   286,469 6.0
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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
（％）

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  62,721  

(2）長期前払費用   24,950  

(3）差入保証金   143,623  

(4）繰延税金資産   260,909  

(5）その他   26,322  

貸倒引当金   △2,395  

投資その他の資産合計   516,131 10.7

固定資産合計   1,863,071 38.7

資産合計   4,808,506 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   23,286  

２．短期借入金 ※２  75,283  

３．１年以内償還予定社債   65,000  

４．１年以内返済予定長期
借入金

※２  37,271  

５．未払金   86,670  

６．未払費用   509,522  

７．未払法人税等   185,781  

８．未払消費税等   143,294  

９．預り金   30,077  

10．賞与引当金   479,040  

11．その他   3,207  

流動負債合計   1,638,435 34.1
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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
（％）

Ⅱ　固定負債     

１．社債   120,000  

２．退職給付引当金   534,019  

３．役員退職慰労引当金   129,996  

固定負債合計   784,016 16.3

負債合計   2,422,452 50.4

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   32,116 0.6

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※３  715,790 14.9

Ⅱ　資本剰余金   677,651 14.1

Ⅲ　利益剰余金   948,679 19.7

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  12,701 0.3

Ⅴ　為替換算調整勘定   △884 △0.0

資本合計   2,353,937 49.0

負債、少数株主持分及び
資本合計

  4,808,506 100.0
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(2）連結損益計算書

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
（％）

Ⅰ　売上高   8,400,178 100.0

Ⅱ　売上原価   6,663,157 79.3

売上総利益   1,737,020 20.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,078,506 12.9

営業利益   658,513 7.8

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  176   

２．受取配当金  129   

３．保険配当金  2,522   

４．社員寮収入  10,999   

５．保険解約返戻金  2,134   

６．その他  2,984 18,947 0.2

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  749   

２．社債利息  1,447   

３．支払保証料  835   

４．持分法による投資損失  5,669 8,701 0.1

経常利益   668,760 7.9

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入  481 481 0.0

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 2,378   

２．リース解約損  1,224 3,602 0.0

     

税金等調整前当期純利
益

  665,639 7.9

法人税、住民税及び事
業税

 333,951   

過年度法人税等  12,919   

法人税等調整額  △57,070 289,800 3.4

少数株主利益   － －

当期純利益   375,839 4.5
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(3）連結剰余金計算書

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）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   677,651

Ⅱ　資本剰余金期末残高   677,651

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   631,137

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  375,839 375,839

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  50,000  

２．持分法  8,297 58,297

Ⅳ　利益剰余金期末残高   948,679
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

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

 665,639

減価償却費  38,705

賞与引当金の増減額
（△減少額）

 43,934

退職給付引当金の増減
額（△減少額） 

 70,147

役員退職慰労引当金の
増減額（△減少額） 

 15,005

貸倒引当金の増減額
（△減少額）

 △481

受取利息及び受取配当
金

 △305

支払利息及び社債利息  2,196

持分法による投資損益
（△益）

 5,669

有形固定資産除却損  2,378

売上債権の増減額（△
増加額）

 △95,023

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 1,358

その他流動資産の増減
額（△増加額） 

 △5,461

仕入債務の増減額（△
減少額）

 △7,502

未払消費税等の増減額
（△減少額） 

 27,685

その他流動負債の増減
額（△減少額）

 78,199

その他  17,894

小計  860,039

利息及び配当金の受取
額

 305

利息の支払額  △2,248

法人税等の支払額  △386,859

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 471,237
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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）

区分
注記
番号

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

 △75,000

有形固定資産の取得に
よる支出

 △522,580

無形固定資産の取得に
よる支出

 △962

投資有価証券の取得に
よる支出

 △21,993

投資有価証券の売却に
よる収入

 50,098

関係会社株式の取得に
よる支出 

 △8,428

保証金の差入による支
出

 △61,792

保証金の回収による収
入

 4,661

新規連結子会社株式取
得による支出

※２ △197,010

その他  △6,493

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △839,502

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

長期借入金の返済によ
る支出

 △64,956

社債の償還による支出  △60,000

配当金の支払額  △49,441

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △174,397

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（△減少額）

 △542,662

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,852,271

Ⅵ　現金及び現金同等物期末
残高

※１ 1,309,608
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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
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社 

 主要な連結子会社の名称 

 株式会社ジャスネット

 　平成18年３月13日の株式取得にともない、

当連結会計年度より連結子会社となりました。

なお、株式会社ジャスネットは同社の期末日

をみなし取得日としているため、当連結会計

年度は貸借対照表のみを連結しております。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数　１社  

 主要な会社名 

 NS Tecseed Co.,Ltd.

 (2）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日

と異なる会社については、各社の事業年度に係

る財務諸表を使用しております。

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。 

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

イ　有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

 　移動平均法による原価法 

 ロ　たな卸資産

 仕掛品

 　個別法による原価法 

 貯蔵品 

 　最終仕入原価法による原価法 
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

イ　有形固定資産 

 定率法 

 　ただし、建物（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　　　　　　８～47年 

 工具器具備品　　２～20年

 ロ　無形固定資産 

 定額法 

 　自社利用のソフトウェアについては、利用

可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

 (3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金 

 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、当

社および連結子会社は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。 

 ロ　賞与引当金 

 　当社および連結子会社は従業員の賞与の支

給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連

結会計年度に負担すべき金額を計上しており

ます。

 ハ　退職給付引当金 

 　当社および連結子会社において、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の見込額に基づき計上し

ております。　 

 　過去勤務債務については、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（５年）による定額法により按分した額

を費用処理しております。 

 　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発

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按

分した額をそれぞれ翌連結会計年度から費用

処理しております。 

 ニ　役員退職慰労引当金 

 　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当

社は内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 
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項目
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）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直接為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外子会社等の資産及

び負債は、連結決算日の直接為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の

部における為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。 

 (5）重要なリース取引の処理方法 　リース物件の所有者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。

 (6）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

イ　消費税等の会計処理 

 　税抜方式によっております。

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。 

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20年間の均等償

却を行っております。 

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。 

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。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。　 

投資有価証券（株式） 13,665 千円 

※２　担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

現金及び預金（定期預金） 110,000 千円 

建物 200,650

構築物 8,308

土地 167,907

合計 376,865

担保付債務

１年以内返済予定長期借入金 10,431 千円 

　上記の担保資産は、担保付債務の他に当社が発行

した第１回無担保社債（残高180,000千円）の支払

保証に対する担保に供しております。また、上記債

務のほか、連結子会社の借入金75,283千円について、

上記資産を担保に提供しております。

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式2,500,000株で

あります。

（連結損益計算書関係）

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。

給与及び賞与 367,109 千円 

賞与引当金繰入額  42,384

退職給付費用  6,118

役員退職慰労引当金繰入額 15,005

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 1,350 千円 

工具器具備品 1,028
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,384,608 千円

担保に供している定期預金 △75,000

現金及び現金同等物 1,309,608

※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㈱ジャスネットを連結した

ことにともなう連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に㈱ジャスネット社株式の取得価額と㈱ジャスネット

社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。

流動資産 196,632 千円

固定資産 26,024

連結調整勘定 248,600

流動負債 △125,540

少数株主持分 △32,116

㈱ジャスネット社株式の取得価額 313,600

㈱ジャスネット社現金及び現金同

等物 

△116,589

差引：㈱ジャスネット社取得のた

めの支出

197,010
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①　リース取引

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(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）

工具器具備品 228,538 119,158 109,379

ソフトウェア 90,837 13,781 77,055

合計 319,375 132,940 186,435

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      63,376 千円

１年超     124,836 千円

合計     188,212 千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料      57,413 千円

減価償却費相当額      55,465 千円

支払利息相当額     1,955 千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内   414 千円

１年超   － 千円

合計     414 千円
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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

区分

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）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

(1）株式 27,673 49,055 21,382

(2）債券 － － －

(3）その他 27,673 49,055 21,382

小計    

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 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 27,673 49,055 21,382

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落

した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回

復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。

なお、当連結会計年度において、上記の基準により減損処理を行ったもの

はありません。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

50,098 2 －

③　デリバティブ取引

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。 
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④　退職給付

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．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

設けております。

２．退職給付債務に関する事項

（平成18年３月31日現在）

①退職給付債務   △543,496 千円

②未認識過去勤務債務    △76,172 千円

③未認識数理計算上の差異      85,649 千円

④退職給付引当金(①＋②＋③)   △534,019 千円

３．退職給付費用に関する事項

（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

①勤務費用      89,482 千円

②利息費用     7,356 千円

③過去勤務債務の費用処理額    △25,390 千円

④数理計算上の差異の費用処理額      16,735 千円

⑤退職給付費用（①＋②＋③＋④）     88,184 千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.5 ％

③過去勤務債務の額の処理年数 5 年

④数理計算上の差異の処理年数 10 年
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⑤　税効果会計

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

賞与引当金   194,490 千円

賞与に係る未払法定福利費    22,884 千円

退職給付引当金   216,812 千円

役員退職慰労引当金    52,778 千円

未払事業税    16,075 千円

会員権評価損     2,149 千円

繰越欠損金    97,293 千円

その他   3,792 千円

繰延税金資産小計   606,277 千円

評価性引当額 △100,404 千円

繰延税金資産合計   505,872 千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金     8,681 千円

繰延税金負債合計     8,681 千円

繰延税金資産の純額   497,191 千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

   0.5

住民税均等割  0.8

過年度法人税等    1.9

持分法投資損益    0.3

その他     △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負

担率

   43.5  
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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

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）

　　当企業集団の事業は、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業、その他の事業で構成されております。　

 　当企業集団のＲ＆Ｄアウトソーシング事業は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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      941.58 円

１株当たり当期純利益金額      150.34 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。 

（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。

 
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） 375,839

　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） 375,839

　普通株式の期中平均株式数（株） 2,500,000

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況

 

（１）生産実績

当社グループの主たる業務は、機械、電気・電子、ソフトウェアの設計開発等のＲ＆Ｄアウトソーシング事業であ

り、提供するサービスの性格上、生産実績の記入になじまないため、記載を省略しております。

（２）受注状況

　　　生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。

（３）販売実績

　　　当連結会計年度における販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分

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） 構成比（％）

Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業 8,399,678 99.9

その他 500 0.1

合計 8,400,178 100.0

（注）１．当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
当連結会計年度

金額（千円） 割合（％）

デンソーテクノ株式会社 1,808,336 21.5

　　　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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