
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） 

※ 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５ページを参照して下さい。 

平成１８年３月期 決算短信（連結） 
平成１８年５月２５日

会社名 株式会社菱友システムズ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ４６８５ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.ryoyu.co.jp/) 

代表者 役職名 取締役社長 

  氏名 平﨑  雅康 

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員企画経理部長 

  氏名  中原  健二 ＴＥＬ （０３）５４２１－５８１１ 

決算取締役会開催日 平成１８年５月２５日 

親会社等の名称  三菱重工業株式会社（コード番号：7011）  親会社等における当社の議決権所有比率25.9％ 

米国会計基準採用の有無 無 

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は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 29,440 (△6.9) 1,204 ( 3.8) 1,200 ( 4.7) 

17年３月期 31,626 (  3.2) 1,160 (44.1) 1,146 (56.8) 

  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 593 ( 12.1) 93 44 ――― 20.0 9.5 4.1 

17年３月期 529 (147.4) 83 38 ――― 20.9 8.9 3.6 

（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 6,353,434株 17年3月期 6,353,710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  

  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 12,304 3,151 25.6 496 9 

17年３月期 12,949 2,780 21.5 437 62 

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 6,352,870株 17年3月期 6,353,710株 

(3)連結キャッシュ・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 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 1,584 △236 △789 1,144 

17年３月期 599 △151 △465 585 

(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 ３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 14,500 550 320 

通 期 30,000 1,200 650 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 102円32銭   
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１．企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び連結子会社３社、以下同じ）は、情報サービスの提供（情報処理サービス、システム開

発及びシステム機器販売）を主な事業内容としております。 

 事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

上記のほか、その他関係会社（非連結）として主要な顧客である三菱重工業株式会社があります。 

 以上に述べた事業の系統図は次のとおりであります。 

 

事業別 主要事業内容 主要な会社 

情報処理サービス事業 １．コンピュータ室及び通信ネットワークシステム

の運営・管理 

当社 

 

２．各種システムの運用、保守、管理及びユーザー

サービス  

３．データ入力サービス 

株式会社菱友システムビジネスは

日本アイ・ビー・エム株式会社よ

りアウトソーシング業務を受託し

ております。 

  
株式会社菱友システムサービスは

データ入力サービスを主たる事業

としております。 

システム開発事業 １．ビジネスシステムの設計、開発、運用及び保守 

２．エンジニアリングシステムの設計、開発、運用

及び保守並びに技術計算 

当社 

株式会社菱友システム技術は主と

して関西地区三菱重工業株式会社

のエンジニアリングシステムの受

託を事業としております。 

システム機器販売事業 １．パーソナルコンピュータ、オフィスコンピュー

タ、エンジニアリングワークステーション及び

周辺機器の販売 

当社 

株式会社菱友システムビジネス 

  ２．システム機器の据付及び保守サービス  

                                                                                   その他の関係会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）凡例 

 

（直接取引） 

（関連事業） 

(連結)
子会社 

(連結)
子会社

(連結)
子会社 

当  社   株  式  会  社  菱  友  シ  ス  テ  ム  ズ 

情報処理サービス シ ス テ ム 開 発 システム機器販売

得 意 先 

株 式 会 社 菱 友
システムサービス

株 式 会 社 菱 友
シ ス テ ム 技 術

株 式 会 社 菱 友
システムビジネス

 三菱重工業株式会社 
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２．経営方針 
１．経営の基本方針 

 当社は、創業以来「誠実・向上・気力」をモットーとして「お客様の信頼と社員の力が最大の財産」と考え、社

業を着実に進めてまいりました。  

 当社グループは、今後も上記考え方を基本として、激変する時代環境に合わせ、品質の向上と技術力の強化を図

り、お客様のニーズに的確にお答えしていくとともに、時代を先取りした新しいサービスを心がけてまいりま

す。  

２．利益配分に関する基本方針 

  利益配分につきましては、株主への利益還元を経営の重要課題と位置付けると共に、当社グループの基礎体力と

財務体質の強化を第一義とし、安定した配当を行うことを基本方針としております。  

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

 当社は多くの投資家の方々に投資していただけるように環境整備に努めてまいりますが、投資単位引き下げは現

段階において具体的な施策及びその時期等について未定であります。 

 今後も、業績の推移や株価の動向に留意し対応してまいります。  

４．目標とする経営指標 

当社グループは将来にわたり安定した成長を継続的に確保するために、重要な経営指標として売上高経常利益率

及び１株当たり当期純利益の向上に努めてまいります。 

５．中長期的な経営戦略 

基本方針：「深化と成長」を通じて事業拡大（企業としての発展）を目指し、下記の事業戦略を展開してまいりま

す。 

 深化：事業・組織の進化による事業領域の高度化（高付加価値業務へ進出） 

    総合サービス提供による顧客との取引領域拡大 

 成長：継続的な成長、成長路線の定着     

事業戦略 

（1）情報処理サービス事業  

①品質向上と利益向上を目指した運用サービスのスペシャリスト育成 

②運用コンサルタントビジネスの確立 

（2）システム開発事業  

ビジネスシステム   

①拠点間協業推進による一括請負型大型受託ビジネスの拡大 

②ソフトウェアの開発能力及び技術レベルの高度化による収益力強化 

エンジニアリングシステム 

①技術の差別化による既存顧客の市場拡大 

②コンピュータを用いた設計・解析技術を活用した市場拡大  

（3）システム機器販売事業  

①これまで主要顧客で培った技術を活用した市場拡大と既存顧客の囲いこみ強化 

②個人営業から組織営業への営業スタイルの変革  
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６．会社の対処すべき課題 

 当業界における経営環境は、企業の情報化投資の回復に伴い更なる進展が期待されます。 

 このような産業動向のなか、当社グループはこれまでに蓄積された成果を生かし、常に変化し続ける企業ニーズ

に対応した製品とサービスを提供するとともに事業の拡大、新分野・新顧客の開拓に取組み、成長路線の定着を図

ってまいります。 

 また、技術教育に重点を置き、技術センタが中心となって技術力の強化に努めてまいります。 

  

７．親会社等に関する事項 

（1）親会社等の商号 

（2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社等との関係  

三菱重工業株式会社は当社株式の25.9％を保有しており、取引関係は情報処理業務の受託及びシステム

機器販売を行っております。また社外監査役を１名、社外取締役を１名受け入れております。  

一方で当社は独自の事業展開により公開会社としての独立性を確保しております。 

（3）親会社等との取引に関する事項  

連結財務諸表中の「関連当事者との取引」に記載しております。  

８．内部管理体制の整備・運用状況 

 当社は業務改革室に内部監査グループを置き、社内規定の遵守状況、事業活動全般の妥当性・効率性等の内部監

査を実施しております。 

  

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 

 三菱重工業株式会社 

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 

25.9  

 東京証券取引所 

 大阪証券取引所 

 名古屋証券取引所 

 福岡証券取引所 

 札幌証券取引所 
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３．経営成績および財政状況 
１．経営成績 

（1）当期の概況 

 当連結会計年度のわが国の経済環境は、企業業績の収益改善を背景に景気は回復傾向にありました。 

 当情報サービス産業界におきましては、情報管理への関心の高まりなどから企業の情報化投資が回復傾向にあ

りました。 

 このような事業環境にあって当社グループは、業務の質の向上と技術力強化により高品質の製品やサービスを

提供する一方、グループ各社の結束を強化して売上の確保ならびに収益の改善を図ってまいりました。 

 この結果、連結売上高は294億40百万円（前期比6.9％減）となりました。 

 一方利益は連結売上高が前年同期並に推移したことに加えて業務効率の向上などにより、連結経常利益12億円

（前期比4.7％増）、連結当期純利益５億93百万円（前期比12.1％増）となりました。 

 以下事業別に概況をご報告申し上げます。 

〔情報処理サービス事業〕 

 当事業は委託業務が堅調に推移し、連結売上高は88億87百万円（前期比1.8％増）となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業は前年同期並に推移し、連結売上高は89億13百万円（前期比0.7％減）となりました。 

〔システム機器販売事業〕 

 当事業は前年同期に大型受注があった影響により連結売上高は116億38百万円（前期比16.4％減）となりまし

た。 

（2）次期の見通し 

 当業界における経営環境は、企業の情報化投資の回復に伴い更なる進展が期待されます。 

 当社グループはこれまでに蓄積された成果を生かし、常に変化し続ける企業ニーズに対応して成長路線の定着

を図ってまいります。 

 以上のことから次期の業績は以下のとおり予想しております。 

 連    結 単    独 

売  上  高 30,000 百万円 （前期比 1.9％増） 24,500 百万円 （前期比 2.4％増） 

経常利益 1,200 百万円 （前期比 0.0％減） 1,050 百万円 （前期比 0.0％増） 

当期純利益 650 百万円 （前期比 9.5％増） 600 百万円 （前期比11.6％増） 
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２．財政状況 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金同等物（以下「資金」と云う）は、前連結会計年度末に比べ、 

５億58百万円増加して、当連結会計年度末には、11億44百万円となりました。 

 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） 

 当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、15億84百万円（前連結会計年度は、５億99百万円の 

資金の増加）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が10億48百万円と堅調であったこと、また、 

売上債権の減少で７億91百万円それぞれ資金の増加があったこと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） 

 当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、２億36百万円（前連結会計年度は、１億51百万円の 

資金の減少）となりました。これは主に有形固定資産取得に１億17百万円、無形固定資産取得に83百万円の支出

がそれぞれあったこと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） 

 当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、７億89百万円（前連結会計年度は、４億65百万円の 

資金の減少）となりました。これは主に長期借入金の返済が４億41百万円、短期借入金の減少が２億61百万円そ

れぞれ資金の減少があったこと等によるものであります。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次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 

１．各指標は、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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、連結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、利払いについては、連結キャッシュ・フローの利息の支払額を使用しております。 

４．平成15年３月期及び平成16年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数は算定してお

りません。 

 平成15年３月期 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 18.7％ 17.9％ 21.5％ 25.6％ 

時価ベースの自己資本比率 25.3％ 22.6％ 29.4％ 56.8％ 

債務償還年数 － － 3.2年 0.8年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ △27.6倍 △1.8倍 22.2倍 81.2倍 
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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日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

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   585,836   1,144,066    

２．受取手形及び売掛金    7,211,313   6,318,105    

３．たな卸資産   893,792   625,720    

４．繰延税金資産   829,242   888,934    

５．その他流動資産   109,769   98,156    

６．貸倒引当金   △27,892   △41,080    

流動資産合計   9,602,061 74.1  9,033,903 73.4 △568,157 

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 (注1,2)         

(1）建物及び構築物   743,064   725,974    

(2）土地 (注６)  884,923   733,171    

(3）その他有形固定資
産 

  98,041   147,740    

有形固定資産合計   1,726,029 13.3  1,606,886 13.1 △119,142 

２．無形固定資産          

(1）その他無形固定資
産   150,716 1.2  147,430 1.2 △3,285 

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券 (注３)  77,014   131,233    

(2）繰延税金資産   943,252   1,030,772    

(3）再評価に係る繰延
税金資産 (注６)  133,297   －    

(4）その他投資   322,375   458,683    

(5）貸倒引当金   △5,724   △104,231    

投資その他の資産
合計 

  1,470,215 11.4  1,516,458 12.3 46,242 

固定資産合計   3,346,960 25.9  3,270,775 26.6 △76,185 

資産合計   12,949,022 100.0  12,304,679 100.0 △644,343 
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  前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

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） 

（負債の部）          

Ⅰ．流動負債          

１．買掛金   2,605,002   1,862,164    

２．短期借入金 (注２)  564,098   302,720    

３．１年以内返済予定長
期借入金 

(注２)  441,040   300,000    

４．未払費用   2,254,725   2,371,688    

５．未払法人税等   353,590   441,950    

６．その他流動負債   430,659   403,619    

流動負債合計   6,649,116 51.3  5,682,143 46.2 △966,973 

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金 (注２)  900,000   600,000    

２．再評価に係る繰延税 
  金負債 

(注６)  －   575    

３．退職給付引当金   2,323,214   2,526,322    

４．役員退職慰労引当金   77,049   97,031    

固定負債合計   3,300,263 25.5  3,223,929 26.2 △76,333 

負債合計   9,949,380 76.8  8,906,073 72.4 △1,043,306 

          

（少数株主持分）          

少数株主持分   219,125 1.7  246,983 2.0 27,857 

          

（資本の部）          

Ⅰ．資本金 (注４)  685,927 5.3  685,927 5.6 － 

Ⅱ．資本剰余金   250,015 1.9  250,015 2.0 － 

Ⅲ．利益剰余金   2,024,864 15.7  2,598,169 21.1 573,305 

Ⅳ．土地再評価差額金 (注６)  △194,294 △1.5  △427,720 △3.5 △233,425 

Ⅴ．その他有価証券評価差
額金 

  14,642 0.1  46,800 0.4 32,157 

Ⅵ．自己株式 (注５)  △638 △0.0  △1,569 △0.0 △930 

資本合計   2,780,516 21.5  3,151,622 25.6 371,106 

負債、少数株主持分及
び資本合計   12,949,022 100.0  12,304,679 100.0 △644,343 
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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   31,626,876 100.0  29,440,857 100.0 △2,186,019 

Ⅱ．売上原価 (注１)  26,767,776 84.6  24,575,015 83.5 △2,192,761 

売上総利益   4,859,100 15.4  4,865,842 16.5 6,742 

Ⅲ．販売費及び一般管理費          

１．役員報酬  173,548   187,429     

２．社員賃金諸手当  1,757,248   1,701,126     

３．退職給付費用  110,822   107,042     

４．役員退職慰労引当金
繰入額  11,797   21,909     

５．従業員賞与  512,264   491,502     

６．家賃地代  210,561   212,971     

７．研究開発費 (注１) 117,515   128,674     

８．貸倒引当金繰入額   －   122,419     

９．その他販売費及び一
般管理費  805,125 3,698,883 11.7 688,172 3,661,248 12.4 △37,634 

営業利益   1,160,217 3.7  1,204,593 4.1 44,376 

Ⅳ．営業外収益          

１．受取利息  108   72     

２．受取配当金  1,336   1,539     

３．受取移転補償金  －   22,557     

４．貸倒引当金戻入益  23,490   －     

５．その他営業外収益  2,292 27,227 0.1 1,644 25,814 0.1 △1,413 

Ⅴ．営業外費用          

１．支払利息  26,122   18,727     

２．固定資産除却損  7,900   9,914     

３．その他営業外費用  6,795 40,818 0.1 1,378 30,021 0.1 △10,796 

経常利益   1,146,626 3.6  1,200,386 4.1 53,759 

Ⅵ．特別損失          

１．減損損失 (注２) －   151,751     

２．退職給付に係る会計
基準変更時差異費用
処理額 

 170,207 170,207 0.5 － 151,751 0.5 △18,456 

税金等調整前当期純
利益 

  976,419 3.1  1,048,635 3.6 72,216 

法人税、住民税及び
事業税 

 707,286   629,887     

法人税等調整額  △305,416 401,869 1.3 △209,781 420,105 1.4 18,236 

少数株主利益   44,786 0.1  34,847 0.1 △9,938 

当期純利益   529,763 1.7  593,681 2.0 63,918 
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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   250,015  250,015 － 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   250,015  250,015 － 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,541,789  2,024,864 483,075 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．当期純利益  529,763  593,681    

２．土地再評価差額金取
崩額 

 965 530,728 59,044 652,726 121,997 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  47,652 47,652 79,421 79,421 31,768 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   2,024,864  2,598,169 573,305 
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(4) 連結キャッシュ・フロ－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 

 976,419 1,048,635 

減価償却費  113,759 133,423 

減損損失  － 151,751 

固定資産除却損  7,900 9,914 

貸倒引当金の増加額  △7,521 111,695 

退職給付引当金の増加
額 

 380,952 203,108 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 9,748 19,982 

受取利息及び配当金  △1,445 △1,612 

支払利息  26,122 18,727 

投資有価証券評価損  2,325 － 

投資有価証券清算分配
益 

 △368 － 

有形固定資産売却益  △69 － 

有形固定資産売却損  409 － 

売上債権の減少額  185,149 791,496 

たな卸資産の減少額  △43,354 268,071 

その他資産の減少額  20,163 10,654 

仕入債務の減少額  △258,129 △742,838 

未払消費税等の減少額  △132,768 △32,863 

未払費用の増加額  98,031 117,956 

その他負債の減少額  △139,623 △6,107 

小計  1,237,703 2,101,996 

利息及び配当金の受取
額  1,445 1,612 

利息の支払額  △26,955 △19,509 

法人税等の支払額  △612,816 △499,687 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 599,376 1,584,412 
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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 

   

投資有価証券の清算分
配金による収入 

 5,984 － 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △140,944 △117,407 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 11,199 － 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △50,110 △83,479 

その他  22,348 △35,535 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △151,523 △236,422 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー    

短期借入金の純減少額  64,098 △261,377 

長期借入金の返済によ
る支出  △481,640 △441,040 

自己株式の取得による
支出  － △930 

配当金の支払額  △47,652 △79,421 

少数株主への配当金の
支払額  － △6,990 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △465,194 △789,759 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額  － 558,229 

現金及び現金同等物の減
少額  △17,341 － 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高  603,178 585,836 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高  585,836 1,144,066 

    

- 12 - 



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）連結子会社数 連結の範囲に含めた子会社は次の３社で

あります。 

株式会社 菱友システム技術 

株式会社 菱友システムビジネス 

株式会社 菱友システムサービス 

同左 

(2）非連結子会社 連結の範囲から除外している子会社はあ

りません。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない関連会社（赤い

靴株式会社）は、当期純利益及び利益剰

余金等に与える影響額は僅少であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。 

同左 

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、売却原価は総平均法

により算定） 

(イ）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 

総平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

 (ロ）たな卸資産 

商品 

個別法による原価法 

(ロ）たな卸資産 

商品 

同左 

 仕掛品 

個別法による原価法 

仕掛品 

同左 

(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 

建物（附属設備を除く）については

定額法、建物以外については定率

法。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  ３～48年 

(イ）有形固定資産 

同左 

 (ロ）無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法、市場販

売目的のソフトウェアについては、

販売可能な有効期間（３年以内）に

おける見込販売収益に基づく償却額

と残存有効期間に基づく均等配分額

とを比較し、いずれか大きい額を償

却する方法を採用しております。 

(ロ）無形固定資産 

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） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

(イ）貸倒引当金 

金銭債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については主として

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。 

(イ）貸倒引当金 

同左 

 (ロ）退職給付引当金 (ロ）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

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

会計基準変更時差異(851,039千円)に

ついては、５年による定額法により

費用処理し、特別損失として計上し

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（17年～19.4年）による

定額法により、それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理することと

しております。退職給付制度の一部

変更により発生した過去勤務債務

は、その発生時における従業員の平

均残存勤務期間（19.4年）による定

額法により、制度の改定日から費用

処理しております。 

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

（16年～19.4年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしておりま

す。退職給付制度の一部変更により

発生した過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存勤務期

間（19.4年）による定額法により、

制度の改定日から費用処理しており

ます。 

 (ハ）役員退職慰労引当金 (ハ）役員退職慰労引当金 

 取締役及び監査役の退任に伴う役員

退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

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）重要なヘッジ会計の方

法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

金利スワップの特例処理により支払

利息に加減して処理しております。 

(イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 金利スワップにより借入金利の変動

リスクをヘッジしております。 

同左 

 (ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針 

 金利の変動によるリスクの回避を目

的として、信用リスクを極力回避す

るため信用力の高い金融機関とのみ

取引を行っております。 

同左 

 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の条件に該

当のため実施しておりません。 

同左 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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） 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(イ）消費税等の会計処理 (イ）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

同左 

  (ロ）    ────── (ロ）固定資産の減損に係る会計基準 

（会計方針の変更） 

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。これにより税金等調整前当期純利益

は151,751千円減少しております。 

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。 

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方法については、原

則として５年間の均等償却を採用してお

ります。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結会社の利益処分は、連結会計年度中

に確定した利益処分に基づき連結決算を

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 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は、650,828千円

であります。 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は、673,400千円

であります。 

（注２）担保は次のとおりであります。 （注２）担保は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物 100,921千円 

土地 102,291 

計 203,212 

建物 98,167千円 

土地 102,291 

計 200,458 

(2）担保が付されている債務 (2）担保が付されている債務 

短期借入金 100,000千円 

長期借入金 500,000  

（１年以内に返済予定の

長期借入金を含む） 

  

１年以内返済予定長期借

入金 

200,000千円 
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前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

（注３）関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

（注３）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） 5,000千円 投資有価証券（株式） 5,000千円 

（注４）当社の発行済株式総数は、普通株式6,355,000株

であります。 

（注４）当社の発行済株式総数は、普通株式6,355,000株

であります。 

（注５）当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,290

株であります。 

（注５）当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,130

株であります。 

（注６）「土地」については、「土地の再評価に関する

法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に

基づき、事業用土地の再評価を行っておりま

す。この評価差額のうち、当該評価差額に係る

税金相当分を「再評価に係る繰延税金資産」と

して固定資産の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しております。 

（注６）「土地」については、「土地の再評価に関する

法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に

基づき、事業用土地の再評価を行っておりま

す。この評価差額のうち、当該評価差額に係る

税金相当分を「再評価に係る繰延税金負債」と

して固定負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しております。 

なお、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）を適用したこと

により、帳簿価額が151,751千円減少しておりま

す。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関

する施行令」（平成

10年３月31日公布政

令119号）第２条第３

号に定める地方税法

第341条第十号の土地

課税台帳又は同条第

十一号の土地補充課

税台帳に登録されて

いる価格に合理的な

調整を行う方法によ

り算出 

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額 △139,383千円 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関

する施行令」（平成

10年３月31日公布政

令119号）第２条第３

号に定める地方税法

第341条第十号の土地

課税台帳又は同条第

十一号の土地補充課

税台帳に登録されて

いる価格に合理的な

調整を行う方法によ

り算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額   △30,542千円 
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（連結損益計算書関係） 

（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） 

（注１）一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、120,943千円であります。 

（注１）一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、135,008千円であります。 

（注２）           ──────── （注２）減損損失 

当社グループは主として支社・営業所単位をグルーピン

グの基礎とし、遊休資産については上記グループから区

別してグルーピングを行っております。 

当連結会計年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

富山県富山市 遊休資産 土地 

  当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途が定ま

っていないため、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（151,751千円）として特別損失に

計上しました。 

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、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づ

き評価しております。 

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） 

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） 

現金及び預金勘定 585,836千円 

現金及び現金同等物 585,836千円 

現金及び預金勘定 1,144,066千円 

現金及び現金同等物 1,144,066千円 
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① リース取引 

１．借主側 

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．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、減損損失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) 

車両及び運搬
具 

4,850 4,850 － 

工具器具及び
備品 

2,628,393 1,574,094 1,054,299 

無形固定資産 46,745 16,744 30,000 

合計 2,679,988 1,595,689 1,084,299 

 
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) 

工具器具及び
備品 

2,158,337 1,281,216 877,120 

無形固定資産 39,771 9,778 29,992 

合計 2,198,108 1,290,995 907,113 

(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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 530,839千円 

１年超 595,427 

合計 1,126,266 

１年内 436,195千円 

１年超 436,330 

合計 872,526 

(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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 695,810千円 

減価償却費相当額 647,842 

支払利息相当額 24,882 

支払リース料 610,520千円 

減価償却費相当額 580,411 

支払利息相当額 20,575 

(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 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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２．貸主側 

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．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、減損損失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） 

工具器具及び
備品 

2,208,179 1,272,113 936,065 

無形固定資産 36,516 7,790 28,725 

合計 2,244,695 1,279,904 964,790 

 
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） 

工具器具及び
備品 

1,830,407 1,031,694 798,712 

無形固定資産 98,536 19,573 78,963 

合計 1,928,943 1,051,267 877,676 

(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 454,987千円 

１年超 548,068 

合計 1,003,055 

１年内 405,773千円 

１年超 505,510 

合計 911,284 

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び受取利息相

当額 

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び受取利息相

当額 

受取リース料 579,022千円 

減価償却費相当額 539,475 

受取利息相当額 21,312 

受取リース料 537,828千円 

減価償却費相当額 485,339 

受取利息相当額 19,077 

(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 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（注）当該ファイナンス・リース取引は、全てセール・ア

ンド・リースバック転貸契約によるものでありま

す。 

（注）         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 

 （注） 前連結会計年度において、有価証券（その他有価証券で時価のあるもの）について2,325千円減損処理をして

おります。 

なお、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全て減損処理を行

っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

 
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

表計上金額が

取得原価を超

えるもの 

(1）株式 34,668 64,451 29,783 36,078 119,428 83,349 

小計 34,668 64,451 29,783 36,078 119,428 83,349 

連結貸借対照

表計上金額が

取得原価を超

えないもの 

(1）株式 3,735 1,410 △2,325 － － － 

小計 3,735 1,410 △2,325 － － － 

合計 38,403 65,861 27,458 36,078 119,428 83,349 

 
前連結会計年度末 

（平成17年３月31日現在） 
当連結会計年度末 

（平成18年３月31日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 6,142 6,795 

割引金融債 10 10 

- 20 - 



③ デリバティブ取引 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

 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）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）において、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。 

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）取引の内容 (1）取引の内容 

金利スワップによるデリバティブ取引を行っており

ます。 

同左 

(2）取引に対する取組方針及び利用目的 (2）取引に対する取組方針及び利用目的 

財務上発生する金利リスクを回避する目的で導入し

投機的な取引は行っておりません。 

同左 

(3）取引に係るリスクの内容 (3）取引に係るリスクの内容 

信用リスクを極力回避するため、信用力の高い金融

機関とのみ行っております。 

同左 

(4）取引に係るリスク管理体制 (4）取引に係るリスク管理体制 

投機的な取引及び短期的な売買損益を得るための取

引は行っておりませんが、取引の実行に際しては、

事前に役付取締役の承認を得て実施しております。 

同左 
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④ 退職給付 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

(1）当社及び連結子会社の退職給付制度 (1）当社及び連結子会社の退職給付制度 

当社グループは、確定給付型の制度として、厚生

年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金

制度を設けております。 

なお、適格退職年金は昭和47年４月に設立し退職

給与の一部（40％相当額）を移行しております。

厚生年金基金は退職金制度の外枠として昭和57年

２月より総合設立型の基金である全国情報サービ

ス産業厚生年金基金に加入しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △3,550,479千円 

年金資産 725,506 

未積立退職給付債務 △2,824,972 

未認識数理計算上の差異 496,633 

未認識過去勤務債務 5,124 

退職給付引当金 △2,323,214 

退職給付債務 △3,817,572千円 

年金資産 940,329 

未積立退職給付債務 △2,877,242 

未認識数理計算上の差異 346,133 

未認識過去勤務債務 4,786 

退職給付引当金 △2,526,322 

（注）１．厚生年金基金は総合型のため退職給付債務の

計算を行っておりません。 

なお、厚生年金基金の年金資産の内、当社グ

ループの持分は掛金拠出割合により算定した

結果4,282,887千円であります。 

（注）１．厚生年金基金は総合型のため退職給付債務の

計算を行っておりません。 

なお、厚生年金基金の年金資産の内、当社グ

ループの持分は掛金拠出割合により算定した

結果5,763,497千円であります。 

２．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。 

２．       同左 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 532,201千円 

利息費用 58,611 

期待運用収益 △21,809 

会計基準変更時差異の費用処理額 170,207 

数理計算上の差異の費用処理額 30,914 

過去勤務債務の費用処理額 338 

退職給付費用 770,463 

勤務費用 688,992千円 

利息費用 63,323 

期待運用収益 △39,703 

数理計算上の差異の費用処理額 30,784 

過去勤務債務の費用処理額 338 

退職給付費用 743,735 

（注）１．厚生年金基金の掛け金額（従業員拠出額除

く）は勤務費用に計上しております。 

（注）１．       同左 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は勤務費用に計上しております。 

２．       同左 
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前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 3.7％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 19.4年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により、制度の改定日から費用処理して

おります。） 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 17.0年～19.4年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により、翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。） 

ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 ５年

（定額法により費用処理し、特別損失として計上

しております。） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 3.5％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 19.4年

同左 

 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 16年～19.4年

同左 

 

 

ヘ．        ──────  
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⑤ 税効果会計 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳 

繰延税金資産   

未払従業員賞与繰入限度超過額 632,034千円 

退職給付引当金繰入限度超過額 914,180 

役員退職慰労引当金否認 29,481 

未払社会保険料否認 65,594 

会員権評価損否認 22,075 

投資有価証券評価損否認 15,244 

その他 149,265 

繰延税金資産小計 1,827,876 

評価性引当額 △45,335 

繰延税金資産合計 1,782,540 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △10,045 

繰延税金負債合計 △10,045 

繰延税金資産の純額 1,772,494 

（注）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 829,242千円 

固定資産－繰延税金資産 943,252 

繰延税金資産   

未払従業員賞与繰入限度超過額 636,360千円 

退職給付引当金繰入限度超過額 997,226 

役員退職慰労引当金否認 37,878 

未払社会保険料否認 69,105 

見越原価否認 118,959 

 その他 145,391 

繰延税金資産小計 2,004,921 

評価性引当額 △53,107 

繰延税金資産合計 1,951,814 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △32,107 

繰延税金負債合計 △32,107 

繰延税金資産の純額 1,919,707 

（注）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 888,934千円 

固定資産－繰延税金資産 1,030,772 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異発生の主な原因別内訳 

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。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異発生の主な原因別内訳 

同左 
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⑥ セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容として

おり、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 

【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、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点

がないため開示する事項はありません。 

【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、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

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 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

Ａ．情報処理サービスの受託については、市場価格、総原価を勘案して当社の希望価格を提示し毎期価格交渉

の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

システム開発の受託については、開発規模、開発難易度等を勘案し、市場価格を基に見積を提出、都度決

定しております。 

Ｂ．システム機器の販売については、引き合いの都度市場価格を基に見積を提出し決定しております。 

２．取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

２．役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

属性 会社の名称 住所 
資本金 

（千円） 
事業の内容 

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 

三菱重工業

株式会社 

東京都 

港区 

265,608,781 

多角経営を行っ

ているため、製

品の種類が多種

多様にわたって

おり、大別し

て、船舶・海

洋、原動機、機

械・鉄構、航

空・宇宙、中量

産品、その他に

分かれる。 

直接 

25.92％ 

間接 

0.00％ 

なし 

・情報処理業

務の受託を

行ってい

る。 

・システム機

器の販売を

行ってい

る。 

営業取引 

情報処理サ

ービスの受

託 

847,428 売掛金 1,944,047 

システム開

発の受託 

2,600,739   

システム機

器の販売 

2,732,967   
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３．子会社等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

Ａ．情報処理サービスの受託については、市場価格、総原価を勘案して当社の希望価格を提示し毎期価格交渉

の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

システム開発の受託については、開発規模、開発難易度等を勘案し、市場価格を基に見積を提出、都度決

定しております。 

Ｂ．システム機器の販売については、引き合いの都度市場価格を基に見積を提出し決定しております。 

Ｃ．株式会社菱友システムビジネスからの資金の預りについては、当社が金融機関から調達する短期借入金の

利率を適用し、返済期限は都度交渉の上、決定しております。 

２．取引金額及び預り金期末残高は消費税等抜きの金額で、売掛金期末残高は消費税等込みの金額で記載してお

ります。 

４．兄弟会社等 

 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） 

１．親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

Ａ．情報処理サービスの受託については、市場価格、総原価を勘案して当社の希望価格を提示し毎期価格交渉

の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

システム開発の受託については、開発規模、開発難易度等を勘案し、市場価格を基に見積を提出、都度決

定しております。 

Ｂ．システム機器の販売については、引き合いの都度市場価格を基に見積を提出し決定しております。 

２．取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

２．役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

属性 会社の名称 住所 
資本金 

（千円） 
事業の内容 

議決権等の

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 

子会社 

株式会社菱

友システム

ビジネス 

東京都 

港区 

150,000 

情報処理サービ

ス事業・システ

ム機器販売事業 

直接 

55.00％ 

１名 

・アウトソー

シング及び

システム機

器の保守サ

ービス受託

先 

営業取引 

情報処理サ

ービスの受

託 

1,817,532 売掛金 530,059 

システム開

発の受託 

231,840   

システム機

器の販売 

67,691   

資金の預り 870,000 預り金 200,000 

利息の支払 1,793   

属性 会社の名称 住所 
資本金 

（千円） 
事業の内容 

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 

三菱重工業

株式会社 

東京都 

港区 

265,608,781 

多角経営を行っ

ているため、製

品の種類が多種

多様にわたって

おり、大別し

て、船舶・海

洋、原動機、機

械・鉄構、航

空・宇宙、中量

産品、その他に

分かれる。 

直接 

25.92％ 

間接 

0.00％ 

なし 

・情報処理業

務の受託を

行ってい

る。 

・システム機

器の販売を

行ってい

る。 

営業取引 

情報処理サ

ービスの受

託 

843,510 売掛金 1,904,546 

システム開

発の受託 

2,871,800   

システム機

器の販売 

2,744,678   
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３．子会社等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

Ａ．情報処理サービスの受託については、市場価格、総原価を勘案して当社の希望価格を提示し毎期価格交渉

の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

システム開発の受託については、開発規模、開発難易度等を勘案し、市場価格を基に見積を提出、都度決

定しております。 

Ｂ．システム機器の販売については、引き合いの都度市場価格を基に見積を提出し決定しております。 

Ｃ．株式会社菱友システムビジネスからの資金の預りについては、当社が金融機関から調達する短期借入金の

利率を適用し、返済期限は都度交渉の上、決定しております。 

２．取引金額及び預り金期末残高は消費税等抜きの金額で、売掛金期末残高は消費税等込みの金額で記載してお

ります。 

４．兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

属性 会社の名称 住所 
資本金 

（千円） 
事業の内容 

議決権等の

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 

子会社 

株式会社菱

友システム

ビジネス 

東京都 

港区 

150,000 

情報処理サービ

ス事業・システ

ム機器販売事業 

直接 

55.00％ 

１名 

・アウトソー

シング及び

システム機

器の保守サ

ービス受託

先 

営業取引 

情報処理サ

ービスの受

託 

2,575,141 売掛金 499,848 

システム開

発の受託 

215,837   

システム機

器の販売 

80,979   

資金の預り 150,000 預り金 100,000 

利息の支払 1,906     

配当金の受取 4,950   
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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 437円62銭 

１株当たり当期純利益 83円38銭 

１株当たり純資産額 496円 9銭 

１株当たり当期純利益 93円44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。 

 
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） 529,763 593,681 

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） 529,763 593,681 

期中平均株式数（株） 6,353,710 6,353,434 
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５．生産、受注及び販売の状況 
  

１．生産実績の状況 

２．受注状況 

３．販売の状況 

  （単位：千円）

事業別 

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） 

対前期増減額 

金額 金額 金額 

情報処理サービス事業 8,731,764 8,887,934 156,169 

システム開発事業 8,923,646 9,004,772 81,125 

合計 17,655,411 17,892,706 237,295 

  （単位：千円）

事業別 

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） 

対前期増減額 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

システム開発事業 8,825,174 767,258 8,934,551 787,855 109,376 20,597 

  （単位：千円）

事業別 

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） 

対前期増減額 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

  ％  ％  

情報処理サービス事業 8,731,764 27.6 8,887,934 30.2 156,169 

システム開発事業 8,979,905 28.4 8,913,954 30.3 △65,950 

システム機器販売事業 13,915,206 44.0 11,638,968 39.5 △2,276,237 

合計 31,626,876 100.0 29,440,857 100.0 △2,186,019 
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