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代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
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        氏    名 中山 芳勝      ＴＥＬ（052）413－6820 
決算取締役会開催日  平成18年5月19日          中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成18年6月27日          定時株主総会開催日  平成18年6月26日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 
 
１．18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）             （百万円未満切り捨て） 
(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％
5,647   （ 9.4）
5,163   （11.1）

百万円   ％
348  （  30.9）
266  （△ 0.4）

百万円   ％
320   （31.3）
244   （ 2.8）

 

 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

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％ 
186   （ 34.3） 
138   （ 13.2） 

円  銭
196 48 
159 28 

円  銭
――― 
――― 

％
15.3 
14.9 

％ 
10.8  
8.4  

％
5.7 
4.7 

(注)①持分法投資損益      18年3月期    ―百万円   17年3月期    ―百万円 
②期中平均株式数      18年3月期  946,923株     17年3月期  870,000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 

(2) 配当状況 
１株当たり年間配当金 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
18年3月期 
17年3月期 

円  銭
50 00 
25 00 

円  銭 
 0  0 
 0  0 

円  銭
50 00 
25 00 

百万円
48   
21   

％ 
26.1   
15.7   

％
3.4  
2.2  

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

18年3月期 
17年3月期 

百万円 
3,010    
2,903    

百万円
1,440   
985   

％ 
47.8   
34.0   

円   銭
1,484  81 
1,133  09 

(注)①期末発行済株式数   18年3月期  970,000株   17年3月期  870,000株 
②期末自己株式数    18年3月期    ―株   17年3月期    ―株 

 (4) キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円 
277    

△ 79    

百万円
△ 16   

83   

百万円 
△ 69    
△327    

百万円
601   
410   

 
２．19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）           （百万円未満切り捨て） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

中間期 
通 期 

百万円 
2,697    
6,156    

百万円
93   
422   

百万円
55   
250   

円 銭
 0  0 
――― 

円 銭 
――― 
50 00 

円 銭
――― 
50 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 258円55銭 
※ 業績予想に記載されている各数値につきましては、現時点における一定の前提及び仮定に基づき作成したものであります。実

際の業績につきましては、前提としている状況等の様々な要因が変化することにより予想数値と異なる場合がありますことをご

承知おきください。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料6ページをご参照ください。 

 

 



１．企業集団の状況 
当社は連結対象子会社がありませんので記載を省略しております。 

 
２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 
当社は、独立系企業として顧客の企業系列や使用しているハードウエアの制約を受ける

ことなく様々な業種・業態のシステム構築に携わり確かな技術力とノウハウを蓄積してお

ります。 

これらの技術を基に常に顧客の抱える問題に最適なソリューションを提供し続けるこ

とを企業の使命とし、収益基盤の拡大と企業の発展・継続を実現するため、①時流に乗る

経営、②衆知を集める経営、③運命共同体の経営、④高能率・高配分の経営、⑤顧客志向

の経営を経営理念としております。 

今後、ネットワーク技術や情報処理技術が急進展するなかで、ＩＴニーズの高度化・多

様化に応えるため、①システムインテグレーション技術の向上を目指し最先端技術力の習

得に努める、②ＩＳＯ９００１認証取得のノウハウに基づき品質管理の強化を図る、③Ｉ

ＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）コンセプトに基づいた実施・運用によ

り情報セキュリティレベルの向上を図る、④ＩＴＳＳ（ＩＴスキル・スタンダード）をベ

ースにキャリアパスを明確にし、技術力の向上を目指すなどにより、お客様、株主、投資

家の皆様の信頼に応え、高成長、高収益の会社創りを目指すことを経営の基本方針として

おります。 

 
(2) 利益配分に関する基本方針 

株主への配当につきましては、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、

安定配当を維持していくことを念頭におき、当事業年度の収益状況や今後の見通し、配当

性向などを総合的に勘案して決定すべきものと考えております。 
 

(3) 目標とする経営指標 

株主資本純利益率（ＲＯＥ）を最重要の経営指標として重視しております。 
株主から預かった資本を元手にどれだけの利益を確保できたか、その上昇度を経営目標

として取り組んでおります。 
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(4) 中長期的な経営戦略 

当社の属する情報サービス業界は、「オンラインビジネス」の時代から「ユビキタス（注

1）のＩＴ革命の時代」へと変革しつつあります。ユビキタス革命は、オフィス、工場、

倉庫、物流、店舗等、企業のあらゆる業務現場を隈なくＩＴ化し、かつ、大規模で裾野が

広く、しかも業務処理の構造や、事業・業務の形態・構造を激変させる本格的・抜本的な

ＩＴ革命であります。また、世界最先端のＩＴ国家になるという目標を掲げた「ｅ-Ｊａ

ｐａｎ戦略」（国家戦略）はほぼ達成されたといわれ、この結果、ブロードバンドネット

ワーク（注2）環境が整備されユビキタス社会の進展につながっております。ユーザ企業

においてもＩＴは経営インフラとの認識が進み、これらを利用する投資の拡大は必要不可

欠となってきております。このような事業環境に対応するため、当社の経営理念に掲げて

いる「時流に乗る経営」に基づいた事業戦略は、①東京地区における事業規模の拡大、②

インターネット事業「ネットでショップもうかルンバ」の顧客獲得、③徹底したＰＲＭ（注

3）活動の推進、④システム開発における大幅な生産性の向上、⑤開発コストの大幅な削

減、⑥Ｍ＆Ａによる事業拡大等であります。 

（注 1）ユビキタス 

ユビキタス・コンピューティング（Ubiquitous Computing）の意。生活や社会の

いたるところにコンピュータが存在し、コンピュータ同士が自律的に連携して動

作することにより、人間の生活を強力にバックアップする情報環境。 

（注 2）ブロードバンドネットワーク 

情報の流れる道がゆったり広々としており、大量の情報を一度により速く伝える

ことができる仕組み。 

（注 3）ＰＲＭ（Project Risk Management） 

プロジェクトの途中で発生するリスク管理。 

 

(5) 対処すべき課題 

当社の属する情報サービス業界は、携帯電話の高機能化、情報家電の普及、ＩＴＳ（注

1）、ＲＦＩＤ（注2）の実用化、ブロードバンドの急速な普及などによって、あらゆる「モ

ノ」「サービス」がボーダレスな情報ネットワークと結びつきユビキタス社会の実現を加

速しております。また、ネットワークによる情報流通が進展した今日では、ＩＴ化による

利便性の増大とともに、新種ウイルスや不正アクセスなどＩＴに対する脅威が増大してお

り、その姿も多様化しております。今後、ますますネット社会への傾斜が進み情報管理の

重要性が増すなか、顧客の安全性・信頼性の確保のためには優れた専門性・技術力が必要

となってまいります。 

このような経営環境のもと、当社は、経営基盤の安定化と事業拡大に向けて次の 4 項目

を重要な経営課題として取り組んでまいります。 

Ａ．品質の向上 

ＩＳＯ９００１に基づいた品質管理の強化に取り組んでまいります。 

Ｂ．安全性・信頼性の向上 

ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）コンセプトに基づいた実

施・運用により情報セキュリティレベルの向上を図ってまいります。 
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Ｃ．技術力の向上 

ＩＴＳＳ（ＩＴスキルスタンダード）をベースにしたキャリアパスを明確にし、

ＳＩ（システムインテグレーション）技術の向上に努めてまいります。 

Ｄ．経営上のリスク管理 

コンプライアンス（法令遵守）、自然災害に対するリスクマネジメントの徹底。 

（注 1）ＩＴＳ（Intelligent Transport System） 

高度道路交通システム、自動車、交通の電子化。 

（注 2）ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification） 

微小な無線チップにより人やモノを識別・管理する仕組み。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その

他内部管理体制の整備の状況 

内部管理体制強化のため、社長直属の組織として内部監査室を設置し、｢内部監査規程｣

に基づき、業務監査および会計監査を主体に、毎期計画的に監査を実施しております。 

また、リスクマネジメントに重点を置いたコンプライアンス経営の実現に向けて、品質

管理や全社的な人材教育の推進を目的とした経営管理室を設置しております。 

管理部門（経理部、事務管理部、企画広報室および経営管理室）は、予算や事務、適時

開示等の管理および統制を行うとともに、事業部門の業務全般を管理・統制しております。 

社内規程につきましては、内部管理体制や牽制組織に係る業務運営の前提となるべく整

備されており、法改正などへの対応を継続的に実施しております。 

 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近 1年間における実施状況 

内部監査室は、不正および誤謬の防止や会社財産の保全等を目的として、全部門に対し

て監査を実施いたしました。 

また、コンプライアンス経営の浸透のため、管理部門の社員を中心に、経営法務セミナー

等への積極的参加で、法的対応能力を高めております。  
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

当事業年度の日本経済は、企業の収益増、雇用の改善、設備投資の活発化など明るい材

料がそろい始め、内需主導による自立的な回復基調に転じデフレ脱却への期待感が高まり

つつあります。 

一方、情報サービス産業におきましては、業界を取り巻く事業環境の変化や加速する技

術の進化は予想し難く、また、情報サービス産業は年々その重要性を増し、わが国産業の

一翼を担い、あらゆる産業においてソフトを核とする情報システム依存型社会となってお

ります。 

このような事業環境のなか、生産好調な自動車関連製造業を中心とした主要顧客からの

受注が堅調に推移し、また、コスト競争力の強化に向けた原価低減策として取り組んでお

りますＰＲＭ活動も徐々にその効果が見え始め収益性の改善につながってまいりました。 

ソフトウエア開発分野は、客先における常駐開発を主軸に既存顧客からのリピートオー

ダーを安定的に確保することや採算の合わない顧客の見直し、一括受注（ＳＩサービス業

務）へのシフト等に取り組んだ結果、この分野での売上高は、2,323,769千円（前年同期

比3.0％減）と前期比減収となりました。また、ＳＩサービス分野におきましては、自動

車関連製造業を中心とした開発が順調に推移したことから前期比増収となり、この分野で

の売上高は、3,284,724千円（前年同期比22.6％増）であります。商品販売分野におきま

しては、顧客からの情報機器等の購入要請が前期に比べ減少したことにより、売上高は

34,596千円（前年同期比58.1％減）、その他ＷＥＢサイトの運営等での売上高は、インタ

ーネット事業の「ネットでショップもうかルンバ」が予定どおりに店舗数が増えなかった

ことから4,707千円（前年同期比15.6％減）となりました。 

この結果、売上高 5,647,797 千円（前年同期比 9.3％増）、営業利益 348,899 千円（前

年同期比 30.9％増）、経常利益 320,792 千円（前年同期比 31.3％増）、当期純利益 186,049

千円（前年同期比 34.2％増）と増収増益となりました。 

 

(2) 財政状態 

① 財政状態 
当事業年度末の総資産は、ジャスダック証券取引所への上場に伴う公募増資などに

より、3,010,978 千円（前年同期比 107,804 千円増）となりました。 
当事業年度末の負債合計は、有利子負債の削減を進めた結果、1,570,717 千円（前年

同期比 346,670 千円減）となりました。 

また、当事業年度末の資本合計は、新株発行により資本金等が増加したため、

1,440,260 千円（前年同期比 454,474 千円増）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 
当事業年度における現金及び現金同等物（以下、｢資金｣という。）は、営業活動によ

り277,369千円増加し、投資活動により16,417千円減少、財務活動により69,510千円減

少した結果、期末残高は601,536千円（前年同期比191,441千円増）となりました。 

また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次

のとおりであります。 
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（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において営業活動による資金につきましては、業績が堅調に推移したこ

とにより、税引前当期純利益が320,355千円（前年同期比70,396千円増）となり、また、

売上債権の減少額105,236千円（前年同期比417,284千円増）やたな卸資産の減少額

7,200千円（前年同期比80,816千円増）などが、仕入債務の減少額77,319千円（前年同

期比240,228千円減）や法人税等の支払額124,119千円（前年同期比15,658千円増）な

どを上回ったことから、277,369千円の増加（前年同期比356,417千円増）となりまし

た。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動による資金につきましては、無形固定資産の取得によ

る支出17,032千円（前年同期比1,752千円減）があったことや、前事業年度にペイオフ

解禁に備え資産保全のため、定期性預金の払戻しによる収入133,797千円があったこと

などにより、16,417千円の減少（前年同期比99,909千円減）となりました。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において財務活動による資金につきましては、ジャスダック証券取引所

上場に伴う株式の発行による収入279,000千円（前年同期比279,000千円増）がありま

したが、長・短期借入金の返済額が借入額を上回ったため、69,510千円の減少（前年

同期比257,982千円増）となりました。 

 

③ 当社のキャッシュ・フロー指標等のトレンド 
当社のキャッシュ・フロー指標等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（％） 29.8 34.0 47.8 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
 

― 

 

― 

 

128.8 

債務償還年数（年） 7.0 ― 2.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 

9.2 

 

― 

 

30.7 

 自己資本比率：自己資本／総資本 
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 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

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

利子を支払っている全ての負債を対象としております。また利払いにつきましては、キ

ャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
※ 平成 16 年 3 月期および平成 17 年 3 月期の「時価ベースの自己資本比率」につきまして

は、当時、当社株式は未上場のため、記載しておりません。 
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※ 平成 17 年 3 月期の「債務償還年数」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」に

つきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 
 

(3) 次期の見通し 

2006年度の日本経済は、雇用・所得環境の改善による個人消費の回復、堅調な企業収益

を背景とした設備投資の増加が続き、国内需要を中心とした回復基調が維持されると予想

されます。企業の情報化投資動向においては、金融・証券分野が合併や収益力の回復によ

りＩＴ投資の拡大が見込まれ、製造・流通・官公庁などは引き続き積極的なＩＴ投資を継

続すると思われます。また、アウトソーシングの流れは今後も拡大するものと考えられま

す。こういった状況のなかで、今後もＩＴ投資の利活用があらゆる産業分野から公共サー

ビス、個人生活の隅々にまで幅広く浸透し、ソフトウエアや情報システムが経済社会の全

体の基盤となっていくものと考えております。企業は、「勝ち組」を目指し、既存業務の

効率化、新しい時代に見合った新業務への対応、企業内での情報共有などの目的から情報

化投資へのニーズは引き続き堅調に推移すると見込んでおります。 

なお、当社の次期の業績見通しにつきましては、売上高6,156,909千円（前年同期比9.0％

増）、営業利益430,863千円（前年同期比23.4％増）、経常利益422,217千円（前年同期比

31.6％増）、当期純利益250,797千円（前年同期比34.8％増）を見込んでおります。 

 
(4) 事業等のリスク 

当社の財政状態、経営成績並びに現在および将来の事業等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次に掲載しております。 

これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に

努める方針であります。なお、以下の記載事項は、本決算短信の公表日現在において当社

が判断したものであり、当社株式の投資に関するリスクを全て網羅するものではありませ

ん。 

 

① 上半期と下半期の業績について 

当社の業績は、例年下半期が上半期を上回る傾向となっております。当社は情報システ

ムの受託開発を主たる業務としており、得意先である企業等の検収が期末に集中する傾向

にあり、３月度の売上計上が年間の 17％前後を占めております。下半期の業績が上回る

もう一つの要因は、システム開発には、一定水準以上の技術者が必要でありますが、新入

社員を迎えた上半期は、集中研修によって技術力のレベルアップを図っているとはいえ、

稼働率の低下は否めない状況であります。 

これを受けて営業利益においても、平成18年３月期の上半期は約34％、下半期は約66％

と下半期の比率が高く、特に検収案件の多い３月度の営業利益は年間の 38％以上を占め

ております。 

当業界の一般的傾向として、期末月の売上高・営業利益ともに大きく計上され、その結

果下半期の比重が高くなるという傾向は今後も継続されるものと推測されます。 
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平成 17 年３月期および平成 18 年３月期の上半期・下半期の業績表 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 
期別 

上期 下期 通期 上期 下期 通期 

売上高（千円） 2,276,020 2,887,081 5,163,102 2,749,330 2,898,467 5,647,797

構成比（％） 44.1 55.9 100.0 48.7 51.3 100.0

営業利益（千円） 82,238 184,230 266,469 119,182 229,716 348,899

構成比（％） 30.9 69.1 100.0 34.2 65.8 100.0

経常利益（千円） 70,570 173,703 244,273 94,966 225,825 320,792

構成比（％） 28.9 71.1 100.0 29.6 70.4 100.0

 
② 主要顧客との取引について 

当社の主要商圏であります東海地区におけるトヨタグループとの取引は、重要な位置を

占めておりますが、大手システムインテグレーターを経由して受注しており、最終ユーザ

ーがトヨタ自動車株式会社となる売上高は下記のとおりであります。 

平成 17 年３月期 売上金額 1,514 百万円  売上比率 29.3% 

平成 18 年３月期 売上金額 1,833 百万円  売上比率 32.5% 

現状は、自動車製造業を中心に受注が順調に推移しており、当社顧客との取引は安定的

に推移しておりますが、トヨタ自動車株式会社の事業動向によっては、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

③ 収益性の低いプロジェクトの発生可能性について 

当社では、作業開始から検収までの費用発生をプロジェクト別に管理し、収益性確保に

努めております。しかしながら、当社が受託した案件のうち、開発の難易度やバグ等の予

定外のコスト発生のため、収益性の低いプロジェクトが発生した場合には、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 
 
④ 技術者の確保、育成について 

当社の事業である情報システムの設計、構築等は、知識集約型の業務であると同時に労

働集約的な面があり、事業拡大のためには、一定水準以上のスキルを有する優秀な技術者

の確保が不可欠なものと認識しております。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、必要な技術者は確保されておりますが、労働市場の逼迫等により、

当社が必要とする優秀な技術者または労働力を確保できない場合、または当社の従業員が

大量に退職した場合には、当社の事業展開が制約される可能性を有しております。 
また、当社は業務上必要に応じて、協力会社に外注しておりますが、この結果、外注比

率が高くなる傾向があります。現状は、有力な協力会社と長期的かつ安定的な取引関係を

保っておりますが、協力会社において質・量（技術力および技術者数）が確保できない場

合は、当社の事業運営に支障をきたすことが考えられ、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 
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⑤ 法的規制等について 

当社は、労働者派遣法に基づき、昭和 61 年７月１日に特定労働者派遣事業の届出交付

（届出受理番号 特 23－020001）を受け、平成 16 年４月１日に一般労働者派遣事業の認

可（許可番号 般 23－300001）を得ております。なお、特定労働者派遣事業および一般

労働者派遣事業は、労働者派遣法第６条の欠格事項が設けられており、この欠格事項に該

当するときは、事業の許可が取り消されるか、または事業の停止となる旨が定められてお

ります。 

また、特定労働者派遣事業には有効期限はありませんが、一般労働者派遣事業の許可有

効期限は平成 16 年４月１日から平成 19 年３月 31 日までの３年となっております。 

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、

または法的な規制が変更等になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、許可の有効期間の満了後、許可が更新されない場合においても一般労働者派遣

事業が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。 

 
⑥ 個人情報の管理について 

高度情報化社会の進展に伴い、個人情報の保護は極めて重要な問題となっており、平成

17 年４月１日に個人情報保護法が施行されました。企業が取り扱う機密情報や個人情報

について、情報管理が不十分であると会社経営に重大な影響を与える可能性があることを

認識しております。 
当社は、システム開発事業において、取引先の顧客データを取り扱うことがある事業環

境にありますので、顧客の安全性・信頼性に重点をおいた政策をとり、ＩＳＯ９００１に

準拠した品質重視の開発・運用の推進、ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステ

ム）認証取得企業として、情報セキュリティ対策の強化に取り組んでおります。 
しかしながら、今後、不測の事態により、顧客情報や従業員の個人情報が、外部へ漏洩

するような事態となった場合には、社会的な信用等を失墜させることになり、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 
 
４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

平成 17 年６月 13 日のジャスダック証券取引所上場に際し実施した公募増資（調達金額

279 百万円）の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、借入金の返済および運転資金に充当する計画であります。 

(2) 資金充当実績 

概ね計画どおり進行中であります。 
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　5．財務諸表等

(1) 貸借対照表

前事業年度 当事業年度
比較増減

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

(資産の部)

Ⅰ流動資産

1 現金及び預金 435,120 626,563 191,443

2 受取手形 9,904 6,120 △3,783

3 売掛金 1,332,327 1,230,447 △101,879

4 仕掛品 144,109 136,464 △7,644

5 貯蔵品 5,366 5,810 444

6 前渡金 1,602 1,771 169

7 前払費用 7,556 12,342 4,786

8 繰延税金資産 85,267 89,917 4,649

9 その他の流動資産 324 612 288

貸倒引当金 △134 △123 11

流動資産合計 2,021,445 69.6 2,109,929 70.1 88,483

Ⅱ固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物 ※１ 381,185 381,185 ―

減価償却累計額 △166,289 214,895 △178,157 203,027 △11,868 △11,868

(2) 構築物 3,955 3,955 ―

減価償却累計額 △3,384 571 △3,465 489 △81 △81

(3) 工具、器具及び備品 34,002 31,162 △2,840

減価償却累計額 △29,188 4,814 △27,396 3,766 1,792 △1,048

(4) 土地 ※１ 435,156 435,156 ―

有形固定資産合計 655,438 22.6 642,440 21.3 △12,997

2 無形固定資産

(1) ソフトウエア 41,584 45,038 3,454

(2) 電話加入権 2,474 2,474 ―

無形固定資産合計 44,058 1.5 47,512 1.6 3,454

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 33,663 51,624 17,960

(2) 長期前払費用 4,306 2,460 △1,845

(3) 繰延税金資産 27,688 24,924 △2,764

(4) 保険積立金 92,648 108,090 15,441

(5) その他の 28,229 28,302 73
投資その他の資産

貸倒引当金 △4,305 △4,305 ―

投資その他の資産合計 182,231 6.3 211,095 7.0 28,864

固定資産合計 881,728 30.4 901,049 29.9 19,320

資産合計 2,903,174 100.0 3,010,978 100.0 107,804

－ 9 －



前事業年度 当事業年度
比較増減

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

1 買掛金 515,082 437,932 △77,150

2 一年内償還予定の社債 40,000 240,000 200,000

3 短期借入金 ※１ 86,000 50,000 △36,000

4 一年内返済予定の ※１ 336,760 148,679 △188,081
長期借入金

5 未払金 52,865 54,489 1,623

6 未払費用 70,811 74,869 4,058

7 未払法人税等 72,634 88,690 16,056

8 未払消費税等 26,535 39,389 12,853

9 前受金 420 525 104

10 預り金 22,362 24,550 2,187

11 前受収益 5,344 4,698 △646

12 賞与引当金 167,000 176,000 9,000

流動負債合計 1,395,817 48.1 1,339,823 44.5 △55,994

Ⅱ 固定負債

1 社債 280,000 40,000 △240,000

2 長期借入金 ※１ 178,779 116,100 △62,679

3 退職給付引当金 62,791 74,794 12,002

固定負債合計 521,570 17.9 230,894 7.7 △290,676

負債合計 1,917,387 66.0 1,570,717 52.2 △346,670

(資本の部)

Ⅰ 資本金 371,100 12.8 477,400 15.8 106,300

Ⅱ 資本剰余金

　資本準備金 272,100 444,800 172,700

　資本剰余金合計 272,100 9.4 444,800 14.8 172,700

Ⅲ 利益剰余金

1 利益準備金 14,305 14,305 ―

2 任意積立金

　別途積立金 160,000 230,000 70,000

3 当期未処分利益 158,983 253,282 94,299

利益剰余金合計 333,288 11.5 497,587 16.5 164,299

Ⅳ その他有価証券評価差額金 9,297 0.3 20,473 0.7 11,175

資本合計 985,786 34.0 1,440,260 47.8 454,474

負債資本合計 2,903,174 100.0 3,010,978 100.0 107,804
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(2) 損益計算書

前事業年度 当事業年度
比較増減(自 平成16年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

  至 平成17年3月31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
（％）

金額（千円）

Ⅰ 売上高

1 ソフトウエア売上高 5,080,456 5,613,201 532,744

2 ハードウエア売上高 82,645 5,163,102 100.0 34,596 5,647,797 100.0 △48,049 484,695

Ⅱ 売上原価

1 ソフトウエア売上原価 4,215,865 4,605,869 390,003

2 ハードウエア売上原価 68,288 4,284,154 83.0 25,516 4,631,386 82.0 △42,772 347,231

売上総利益 878,947 17.0 1,016,411 18.0 137,463

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 612,478 11.8 667,512 11.8 55,033

営業利益 266,469 5.2 348,899 6.2 82,430

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 32 8 △23

2 受取配当金 90 120 30

3 保険配当金 523 580 57

4 助成金及び給付金 ※３ 541 988 446

5 受取家賃 903 1,048 145

6 受取手数料 417 368 △48

7 その他の営業外収益 71 2,580 0.0 155 3,270 0.1 83 690

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 18,072 9,330 △8,741

2 社債利息 3,416 ― △3,416

3 新株発行費 ― 4,248 4,248

4 株式公開関連費用 ― 13,031 13,031

5 その他の営業外費用 3,287 24,775 0.5 4,766 31,376 0.6 1,479 6,601

経常利益 244,273 4.7 320,792 5.7 76,519

Ⅵ 特別利益

1 投資有価証券売却益 7,342 547 △6,794

2 貸倒引当金戻入益 ― 7,342 0.1 11 558 0.0 11 △6,783

Ⅶ 特別損失

1 固定資産除却損 ※４ 829 142 △687

2 投資有価証券評価損 ― 853 853

3 ゴルフ会員権評価損 827 1,656 0.0 ― 995 0.0 △827 △660

税引前当期純利益 249,959 4.8 320,355 5.7 70,396

法人税、住民税及び事業税 122,555 143,829 21,273

法人税等調整額 △11,168 111,387 2.1 △9,523 134,306 2.4 1,645 22,919

当期純利益 138,572 2.7 186,049 3.3 47,476

前期繰越利益 20,410 67,233 46,822

当期未処分利益 158,983 253,282 94,299
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(3) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 当事業年度
比較増減(自 平成16年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

  至 平成17年3月31日)   至 平成18年3月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税引前当期純利益 249,959 320,355 70,396

2 減価償却費 28,525 26,434 △ 2,091

3 貸倒引当金の増減額（△は減少額） 32 △ 11 △ 43

4 賞与引当金の増加額 8,900 9,000 100

5 退職給付引当金の増加額 17,021 12,002 △ 5,018

6 受取利息及び受取配当金 △ 122 △ 128 △ 6

7 支払利息 18,072 9,330 △ 8,741

8 固定資産除却損 829 142 △ 687

9 投資有価証券売却益 △ 7,342 △ 547 6,794

10 投資有価証券評価損 ― 853 853

11 ゴルフ会員権評価損 827 ― △ 827

12 売上債権の増減額（△は増加額） △ 312,048 105,236 417,284

13 たな卸資産の増減額（△は増加額） △ 73,615 7,200 80,816

14 仕入債務の増減額（△は減少額） 162,909 △ 77,319 △ 240,228

15 未払消費税等の増減額（△は減少額） △ 9,166 12,853 22,020

16 その他の資産の増加額 △ 9,905 △ 19,401 △ 9,495

17 その他の負債の増加額 4,084 4,472 388

小計 78,960 410,474 331,514

18 利息及び配当金の受取額 203 23 △ 179

19 利息の支払額 △ 18,433 △ 9,008 9,424

20 法人税等の支払額 △ 139,777 △ 124,119 15,658

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 79,047 277,369 356,417

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期性預金の預入れによる支出 △ 43,126 △ 1 43,125

2 定期性預金の払戻しによる収入 133,797 ― △ 133,797

3 投資有価証券の売却による収入 9,462 616 △ 8,846

4 有形固定資産の取得による支出 △ 1,361 ― 1,361

5 無形固定資産の取得による支出 △ 15,280 △ 17,032 △ 1,752

投資活動によるキャッシュ・フロー 83,491 △ 16,417 △ 99,909

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入れによる収入 1,200,000 1,130,000 △ 70,000

2 短期借入金の返済による支出 △ 1,204,000 △ 1,166,000 38,000

3 長期借入れによる収入 200,000 100,000 △ 100,000

4 長期借入金の返済による支出 △ 461,742 △ 350,760 110,982

5 社債の償還による支出 △ 40,000 △ 40,000 ―

6 株式の発行による収入 ― 279,000 279,000

7 配当金の支払額 △ 21,750 △ 21,750 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 327,492 △ 69,510 257,982

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） △ 323,047 191,441 514,489

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 733,142 410,094 △ 323,047

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 410,094 601,536 191,441

－ 12 －



(4) 利益処分案

前事業年度 当事業年度
比較増減

（平成17年3月期） （平成18年3月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 当期未処分利益 158,983 253,282 94,299

Ⅱ 利益処分額

1 配当金 21,750 48,500 26,750

（1株につき） （25円） （50円）

2 任意積立金

　別途積立金 70,000 91,750 100,000 148,500 30,000 56,750

Ⅲ 次期繰越利益 67,233 104,782 37,549

－ 13 －
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

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 

移動平均法に基づく原価法 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 仕掛品 

個別法に基づく原価法 

 

(2) 貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法 

 

 

(1) 仕掛品 

同左 

 

(2) 貯蔵品 

同左 

 

 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

建物以外 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物       15～38年 

 

 

(1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く) 

同左 

建物以外 

同左 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物       15～38年 

 

 (2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウエア 

残存有効期間(見込有効期間３

年)に基づく均等配分額を下限

とした、見込販売数量に基づく

償却方法 

自社利用のソフトウエア 

社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

 

 

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウエア 

同左 

 

 

 

自社利用のソフトウエア 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用処理 

 

 

新株発行費 

同左 

 

 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権および破産

更生債権等については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。 

な お 、 会 計 基 準 変 更 時 差 異

(97,409千円)については、５年によ

る按分額を費用処理しております。

過去勤務債務は、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、各事業年度

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、

それぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、平成16年10月１日に適格

退職年金制度から確定給付企業年金

制度へ移行しております。 

これに伴う過去勤務債務は△

3,578千円であります。 

 

 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、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、各事業年度

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、

それぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ 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 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処理を採用し

ております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金利息 

 

(3) ヘッジ方針 

当社の内部規程である「デリバテ

ィブ取引取扱規則」に基づき、金利

変動リスクを軽減することを目的に

行っております。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、ヘッジ有効性評価

を省略しております。 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・同左 

ヘッジ対象・・・同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金および随時引き出し可能な預金か

らなっております。 

 

 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理方法 

税抜処理を採用しております。 

 

 

 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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））および

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。 

この変更による当事業年度の損益に与える影響はあ

りません。 

 

――――――― 

 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（損益計算書） 

前事業年度まで営業外費用の「その他の営業外費

用」に含めて表示しておりました「社債利息」は、営

業外費用の100分の10を超えることとなったため、当事

業年度より区分掲記することとしました。 

なお、前事業年度の「社債利息」は2,964千円であり

ます。 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

（損益計算書） 

１ 前事業年度まで区分掲記しておりました「社債利

息」（当事業年度3,086千円）は、営業外費用の100

分の10以下であるため、営業外費用の「その他の営

業外費用」に含めて表示することとしました。 

 

２ 前事業年度まで営業外費用の「その他の営業外費

用」に含めて表示しておりました「新株発行費」

は、営業外費用の100分の10を超えることとなったた

め、当事業年度より区分掲記することとしました。 

なお、前事業年度の「新株発行費」は550千円であ

ります。 

 

３ 前事業年度まで営業外費用の「その他の営業外費

用」に含めて表示しておりました「株式公開関連費

用」は、営業外費用の100分の10を超えることとなっ

たため、当事業年度より区分掲記することとしまし

た。 

なお、前事業年度の「株式公開関連費用」は1,000

千円であります。 
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追加情報 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割および資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が10,209千円増加し、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益が、10,209

千円減少しております。 

 

 

――――――― 

 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 179,193千円

土地 371,012千円

合計 550,205千円

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 66,000千円

一年内返済予定の長期借入金 177,836千円

長期借入金 33,520千円

合計 277,356千円

  

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 168,979千円

土地 371,012千円

合計 539,991千円

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 30,000千円

一年内返済予定の長期借入金 67,120千円

長期借入金 52,400千円

合計 149,520千円

  

２ 会社が発行する株式  普通株式 3,400,000株

発行済株式総数    普通株式  870,000株

 

２ 会社が発行する株式  普通株式 3,400,000株 

発行済株式総数    普通株式  970,000株 

 

３ (配当制限) 

投資有価証券の時価評価により、純資産額が

9,297千円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

 

３ (配当制限) 

投資有価証券の時価評価により、純資産額が

20,473千円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は51%、一

般管理費に属する費用のおおよその割合49%であり

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

役員報酬 83,040千円

給与手当 203,676千円

賞与 40,468千円

法定福利費 35,654千円

賞与引当金繰入額 23,885千円

退職給付費用 23,199千円

減価償却費 8,752千円

研究開発費 35,683千円

営業支援費 41,597千円

  

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は46%、一

般管理費に属する費用のおおよその割合54%であり

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

役員報酬 120,300千円

給与手当 187,572千円

賞与 43,477千円

法定福利費 42,965千円

賞与引当金繰入額 23,712千円

退職給付費用 8,358千円

減価償却費 8,680千円

研究開発費 43,673千円

営業支援費 47,032千円

  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、35,683千円

であります。 

 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、43,673千円

であります。 

 

※３ 助成金及び給付金は、特定求職者雇用開発助成金

および人間ドック助成金であります。 

 

※３ 助成金及び給付金は、特定求職者雇用開発助成金

および人間ドック助成金等であります。 

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

ソフトウエア 829千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 142千円
 

  

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 435,120千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△ 25,026千円

現金及び現金同等物 410,094千円

  

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 626,563千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△ 25,027千円

現金及び現金同等物 601,536千円
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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（借主側） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(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 

 工具、器具
及び備品
(千円) 

ソフト 
ウエア 
(千円) 

合計 

(千円) 

取得価額 
相当額 

92,203 12,818 105,021 

減価償却 
累計額相当額 

56,356 2,291 58,647 

期末残高 
相当額 

35,847 10,526 46,374 

 

 工具、器具
及び備品
(千円) 

ソフト 
ウエア 
(千円) 

合計 

(千円) 

取得価額 
相当額 

74,749 51,032 125,781 

減価償却 
累計額相当額

58,379 14,408 72,788 

期末残高 
相当額 

16,369 36,623 52,993 

 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 22,258千円

１年超 24,718千円

合計 46,977千円
 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 23,347千円

１年超 30,085千円

合計 53,433千円
 

 

(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 27,856千円

減価償却費相当額 26,789千円

支払利息相当額 971千円
 

 

(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 32,478千円

減価償却費相当額 31,595千円

支払利息相当額 720千円
 

 

(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) 支払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。 

 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

(5) 支払利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

 

① 株式 12,056 27,710 15,653

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 12,056 27,710 15,653

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 12,056 27,710 15,653

 

２ 当事業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) 

9,540 7,342 ―

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 
 

内容 
貸借対照表計上額 

(千円) 

非上場株式 5,953
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当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

 

① 株式 12,056 46,524 34,467

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 12,056 46,524 34,467

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 12,056 46,524 34,467

 

２ 当事業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) 

621 547 ―

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

 

内容 
貸借対照表計上額 

(千円) 

非上場株式 5,100
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容及び利用目的 

当社は、借入金利安定化のため金利スワップ取引

を行っております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。その内容については「重要な会計

方針 ７ ヘッジ会計の方法」に記載しております。

 

(2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によ

るリスク回避および借入金利安定化を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。 

 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引の契約先は、信用度の高い国内

の銀行であるため、契約不履行によるリスク（信用

リスク）は、ほとんどないと認識しております。 

 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従

い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行って

おります。 

 

(1) 取引の内容及び利用目的 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

 

 

 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

 

前事業年度末(平成17年３月31日現在)および当事業年度末(平成18年３月31日現在)ともに該当事項はありませ

ん。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、平成16年10月１日に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度

へ移行しております。 

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

 前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

イ 

ロ 

退職給付債務 

年金資産 

△   375,026千円 

315,350千円 

△   423,952千円

363,952千円

ハ 

ニ 

ホ 

未積立退職給付債務（イ＋ロ） 

未認識過去勤務債務（債務の減額） 

未認識数理計算上の差異 

△    59,675千円 

△     3,220千円 

104千円 

△    59,999千円

△     2,504千円

△    12,289千円

ヘ 退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △    62,791千円 △    74,794千円

 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

 前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

イ 

ロ 

ハ 

ニ 

ホ 

ヘ 

勤務費用 

利息費用 

期待運用収益 

会計基準変更時差異の費用処理額 

過去勤務債務の費用処理額（費用の減額） 

数理計算上の差異の費用処理額 

39,294千円 

7,038千円 

△     2,671千円 

19,481千円 

△       357千円 

2,356千円 

42,691千円

7,500千円

△     3,153千円

－千円

△       715千円

3,148千円

 

ト 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 65,141千円 49,471千円 

 

 

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 

 前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 

ロ 割引率 

ハ 期待運用収益率 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 

 

 

 

 

 

ホ 過去勤務債務の処理年数 

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 

期間定額基準 

2.0％ 

1.0％ 

10年 

（発生時の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による

定額法により翌事業年度か

ら費用処理することとして

おります。） 

５年 

５年 

同左 

2.0％ 

1.0％ 

10年 

同左 

 

 

 

 

５年 

－ 
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

 

繰延税金資産 

未払事業税 7,115千円

貸倒引当金 1,748千円

賞与引当金 67,802千円

退職給付引当金 25,493千円

投資有価証券評価損 3,709千円

ゴルフ会員権評価損 2,578千円

未払法定福利費 6,637千円

その他 4,227千円

繰延税金資産合計 119,311千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △  6,355千円

繰延税金資産純額 112,956千円

 

繰延税金資産（流動） 85,267千円

繰延税金資産（固定） 27,688千円

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

 

繰延税金資産 

未払事業税 8,529千円

貸倒引当金 1,748千円

賞与引当金 71,456千円

退職給付引当金 30,366千円

投資有価証券評価損 4,056千円

ゴルフ会員権評価損 2,578千円

未払法定福利費 7,288千円

その他 2,812千円

繰延税金資産合計 128,835千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △  13,993千円

繰延税金資産純額 114,841千円

 

繰延税金資産（流動） 89,917千円

繰延税金資産（固定） 24,924千円

 
 

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 0.8％

留保金課税 2.4％

住民税等均等割 0.7％

その他 0.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

44.6％

  

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 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

 

 

 

 

(持分法損益等) 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）および当事業年度（自平成17年４月１日 至平成

18年３月31日）ともに、持分法を適用すべき会社がないため記載しておりません。 
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【関連当事者との取引】 

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)および当事業年度(自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日)ともに該当事項はありません。 

 

 

 (１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,133円８銭 1,484円80銭

１株当たり当期純利益 159円27銭 196円47銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

当社は、平成17年２月18日付で普

通株式１株に対し２株の割合で株式

分割を行っております。 

当該株式分割が、前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度にお

ける（１株当たり情報）の各数値

は、以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 1,002円31銭

１株当たり当期純利益 140円69銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

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

当期純利益については、潜在株式が

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。 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 138,572 186,049

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) 138,572 186,049

普通株式の期中平均株式数(株) 870,000 946,923
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(重要な後発事象) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（新株発行） 

当社は、平成17年５月９日および平成17年５月23日

開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行

を決議し、平成17年６月12日に払込が完了したことに

より、資本金は477,400千円、発行済株式総数は

970,000株となっております。 

①募集方法  ブックビルディング方式による一般募集

②発行新株式         普通株式 100,000株

③発行価格          １株につき 3,000円

④引受価額          １株につき 2,790円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式

払込金として受け取った金額であります。なお、発

行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金とな

ります。 

⑤発行価額          １株につき 2,125円

⑥発行価額総額            212,500千円

⑦資本組入額         １株につき 1,063円

⑧資本組入総額            106,300千円

⑨払込期日            平成17年６月12日

⑩配当起算日           平成17年４月１日

⑪資金使途        借入金返済および運転資金

 

――――――― 
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6. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

比較増減 

区   分 
生産高 

(千円) 

生産高 

(千円) 

生産高 

(千円) 

前年同期比

(％) 

ソフトウエア開発業務 2,396,232 2,323,769 △72,463 △3.0

ＳＩサービス業務 2,752,271 3,284,793 532,521 19.3

その他 5,579 4,707 △872 △15.6

合   計 5,154,084 5,613,270 459,186 8.9

（注）１ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 外注実績 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

比較増減 

区   分 

外注高 

(千円) 

外注高 

(千円) 

外注高 

(千円) 

前年同期比

(％) 

ソフトウエア開発業務 980,543 962,436 △18,107 △1.8

ＳＩサービス業務 1,193,785 1,337,743 143,957 12.0

その他 ― 20 20 ―

合   計 2,174,329 2,300,200 125,870 5.7

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 仕入実績 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

比較増減 

区   分 

仕入高 

(千円) 

仕入高 

(千円) 

仕入高 

(千円) 

前年同期比

(％) 

商品販売 68,288 25,516 △42,772 △62.6

（注）１ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(4) 受注実績 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

比較増減 

区   分 

受注高 

(千円) 

受注残高

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高

(千円) 

ソフトウエア開発業務 2,459,330 235,172 2,258,013 169,417 △201,317 △65,755

ＳＩサービス業務 2,843,493 617,949 3,243,951 577,176 400,457 △40,773

合   計 5,302,824 853,122 5,501,965 746,593 199,140 △106,528

（注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(5) 販売実績 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

比較増減 

区   分 

販売高 

(千円) 

販売高 

(千円) 

販売高 

(千円) 

前年同期比

(％) 

ソフトウエア開発業務 2,396,232 2,323,769 △72,463 △3.0

ＳＩサービス業務 2,678,644 3,284,724 606,080 22.6

商品販売 82,645 34,596 △48,049 △58.1

その他 5,579 4,707 △872 △15.6

合   計 5,163,102 5,647,797 484,695 9.3

（注）１ 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。 
 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 相  手  先 

販売高 

(千円) 

割合 

(％) 

販売高 

(千円) 

割合 

(％) 

㈱富士通中部システムズ 890,176 17.2 674,303 11.9 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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7. 役員の異動 

（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（2）その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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