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１．平成18年5月期の連結業績（平成17年6月1日～平成18年5月31日）

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

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年5月期 6,576 (　8.5) 379 (△11.4) 409 ( △7.5)

17年5月期 6,061 (  1.4) 428 (　19.7) 442 (　19.5)

 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

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年5月期 198 (△26.6) 40 90 40 81 2.8 5.0 6.2

17年5月期 270 ( 197.4) 52 99 － － 3.8 5.4 7.3

（注）①持分法投資損益 18年5月期 －百万円 17年5月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年5月期 4,856,425株 17年5月期 4,976,389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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年5月期 8,250 7,259 87.0 1,479 92

17年5月期 8,226 7,127 86.6 1,459 40

（注）期末発行済株式数（連結） 18年5月期 4,852,571株 17年5月期 4,883,971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5月期 308 △546 △136 4,453

17年5月期 432 △750 △245 4,828

(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 5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5月期の連結業績予想（平成18年6月1日～平成19年5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 2,440  115  100  

通　期 5,250  376  239  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  49円25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7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及び連結子会社5社、関連会社2社で構成され、その主な業務の内容と位置付けは次のとおりであ

ります。

事業種類セグメント 主要内容 会社名

システム開発 ・情報・通信ネットワークシステム

・金融システム

・交通/物流システム

・社会/公共システム

・宇宙/エネルギーシステム

・製造プロセス

・ミドルウェア

・当社

・コンピュータシステムプランニング㈱

・㈱日本システムアプリケーション

・ソフトウェア・テクニクス㈱

・ユニバーサルシステムズエンジニアリング㈱

・アイ・エス・アイ㈱

情報サービス ・運用/保守サービス

・検証サービス

・当社

・コンピュータシステムプランニング㈱

・アイ・ピー・エス㈱

ソフトウエア販売 ・ＥＲＰソフト

・セキュリティソフト

・ＢＰＭソフト

・当社

・ユニバーサルシステムズエンジニアリング㈱

（当社グループの事業系統図）
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループは情報通信技術を応用した新しい価値創造でお客様とともに社会に貢献することを企業理念としており

ます。その理念の下お客様それぞれの立場に立ったシステム開発、ソリューションの提供を経営の目標としております。

また、お客様の満足度向上のために、「サービスとスピード」をキーワードに、品質・納期・価格・セキュリティーの

4項目に重点を置き、グループ各社の得意分野を活かして相互に補完しあうことにより、信頼できるトータルサービスの

提供をいたしております。

　また、既存の事業の維持発展だけではなく、当社グループの特色を活かした新たな事業の創生にも注力し、お客様に

提供できるサービスの範囲を広げていくように努めてまいります。

　これまでに蓄積した「プロジェクト管理技術」を一歩進め、お客様の多様なニーズに呼応した高い水準のサービスを

提供するために、「きめ細かなサービスとは何か」を徹底的に追求してまいります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けており、ソフトウエア開発業界における競争力を維

持・強化するとともに、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針としております。

　上記の方針および自社株購入により減少した配当金の再配分を考慮し、当期末配当としては1株当り普通配当7円25銭

とさせていただきます。なお、年間配当金につきましては、中間配当金とあわせ、１株当り14円50銭となります。また、

平成19年5月期の年間配当金につきましては、中間配当金とあわせ、1株当り16円00銭を予定しております。

　内部留保資金の使途につきましては、今後とも益々激化するＩＴ技術革新、あるいは国際間・異業種間競争に耐えう

る企業体質の強化と製品・品質の向上を図るべく有効投資していく予定です。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引下げは、個人投資家層の拡大及び株式の流動性を高める有効な施策であると考えております。当社株式

は日本証券業協会が投資単位の目安としております金額50万円を定常的に上回っておりましたことから、平成16年12月

の取締役会において1単元株数をこれまでの1,000株から100株に引き下げることを決定いたしました。この決定を受け、

平成17年2月より新単元による取引が開始されております。

　今後とも市場の要請や株価の推移等を勘案して状況に応じた対応をしてまいりたいと存じます。

４．目標とする経営指標

　当社は、経営効率の良い高付加価値化された経営を目標としており、事業展開に際して重視しております経営指標は、

営業利益、経常利益及び利益率の向上であります。　

５．中期的な経営戦略

　お客様のニーズは技術の進歩だけではなく、トータルコストを重視する経営の観点や新たな法律の施行、ＣＳＲ（企

業の社会的責任）に対する社会的な要求増大など環境の変化によって大きく変わっております。このような変化にい

ち早く対応しお客様が満足できるソリューションを提供し続けることが当社グループの使命であり、これをビジネス

チャンスとすることで更なる発展が可能となります。

　当社の基本戦略は長期的な取引関係によるお客様との信頼関係に基づく安定した受注をベースとした基盤事業と継

続的な発展を牽引する成長分野の事業のバランスのとれた両立です。これらを踏まえ、以下の施策を実施してまいり

ます。

①　システム開発分野では、情報通信を中心とした既存のお客様からの安定受注に加え、制御系、組み込み系などの

分野での受注拡大を図ると同時に、プロジェクト管理の徹底による品質の向上とコストの削減に取り組んでまいりま

す。

②　情報サービス分野では、当社グループ間の連携を強め、コールセンター、検証サービスなどの業務を積極的に展

開してまいります。

③　ソフトウェア販売分野では、ＢＰＭの分野で新たな市場の創出と製品の普及、販売に力を注いでまいります。

④　当社の持つネットワーク技術を活かして、構築サービスを新たな事業として育成してまいります。
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６．会社の対処すべき課題

　設備投資や組み込み系ソフトウェアなど当社グループが得意とする分野が牽引する形で需要が拡大し、これまでの価

格下落傾向には歯止めがかかっておりますが、顧客からのコスト低減に対する要求は依然として強く、また、組み込み

系ソフトウェアへの参入を目指す企業の動きも強まり、今後は競争が激しくなることが予想されております。

このような環境下においても、長期の取引関係による顧客との信頼関係と技術的な優位性を活かし、３Ｓ（サービス、

スピード、ソリューション）をキーワードに顧客との関係強化を図り、基盤事業での安定した成長と、今後の成長を牽

引する新たな事業の育成を図ってまいります。

　今期の重点施策として以下の項目を実施してまいります。

①　システム開発、情報サービスの分野では、既存のお客様からの安定受注に加え、グループ各社の得意分野での受注

拡大に注力してまいります。

②　事業の選択と集中により利益体質の強化と同時にリソースの再配置を実施し、受注の拡大にあわせ人材の活用効率

を高め、またグループ内での人材流動化によりコスト効率のよい受注体制を構築してまいります。

③　当社の持つネットワーク技術を活かして、構築サービスを新たな事業として育成してまいります。

④　当社グループの競争力の源泉である人材育成に関しては、これまで同様、社外の人材育成の専門家の協力を得て、

最優先事項として取り組んでまいります。また、採用活動においても海外を含めた広い視野で実施し、優秀な人材の確

保に努めてまいります。

７．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

  ８．内部管理体制の整備・運用状況

 　有価証券上場規程第8条の3及び適時開示規則第10条第3項に規程するコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内

部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において記載しております。

  ９．その他、会社の経営上の重要な事項

 　 該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(１)当期の概況

①経営成績

  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格高騰による素材産業など一部の業種で景況感の悪化はあるものの、

高収益を背景とした大企業の設備投資意欲は高く、個人消費にも支えられて景気は回復基調のまま推移してまいりま

した。

　情報サービス産業におきましては、企業の内部統制強化やセキュリティ問題などが情報化投資の追い風となり、ま

た、情報家電や自動車などの組み込み系分野における技術者の需要も旺盛で、良好な受注環境は継続しております。

　このような中当社グループは、長期的取引関係によるお客様との信頼関係に基づく安定した受注をベースとした基

盤事業の緩やかな拡大と、継続的発展を牽引する成長分野の事業へのバランスのとれた投資を両輪とすることを基本

戦略としております。

　当連結会計年度売上は、企業の設備投資の増加や、情報家電・自動車などを中心とした組み込み系技術者に対する

需要などにより売上高の増加となりましたが、積極的な外注政策や不採算プロジェクトが発生したことにより売上原

価率が上昇しました。そこで、期中にリスク管理の体制・基準を再構築し、新たに運用しております。

　営業外収益は、資金運用のポートフォリオに基づき運用した利息や配当金が、今期計上されています。

また、所有しております資産の見直しを行い、施設の老朽化や使用者の減少した資産の売却をすることとしました。

今年度は青梅クラブを売却し、特別利益に固定資産の売却益16百万円を計上しております。来期以降も効率的な資産

保有を原則に、資産の売却を検討しています。

 　その結果、売上高は6,576百万円（前年同期比＋515百万円、8.5％増）、経常利益409百万円（前年同期比△33百万

円、7.5％減）、当期純利益は198百万円（前年同期比△72百万円、26.6％減）を計上いたしました。

　事業のセグメント毎の業績は次の通りであります。

1.　システム開発部門では、鉄道運行管理システム、自動車車載制御システム、携帯電話等デジタル機器組込システ

ム、物流システム、金融機関向けシステムなどを納入し、売上高5,842百万円（前年同期比+556百万円、10.5％増）、

営業費用は5,050百万円（前年同期比+562百万円、12.5％増）、営業利益は792百万円（前年同期比△5百万円、0.8％

減）となりました。

2.　情報サービス部門では、デジタル機器の検証サービス、コールセンター運営などにより、売上高410百万円（前年

同期比△21百万円、4.9％減）、営業費用は327百万円（前年同期比+1百万円、0.4％増）、営業利益は82百万円（前年

同期比△22百万円、21.3％減）となりました。

3.　ソフトウェア販売部門では、ＥＲＰパッケージ販売、産業用ロボット制御ソフト、ＢＰＭソフトの販売ならびに

それらの製品のカスタマイズなどにより、売上高323百万円（前年同期比△20百万円、5.8％減）、営業費用は344百万

円（前年同期比△2百万円、0.8％減）、営業損失は20百万円（前年同期比+17百万円）となりました。

②経営成績に重要な影響を与える要因について

　平成18年6月13日に子会社のユニバーサルシステムズエンジニアリング株式会社を売却いたしました。それに伴い、

2006年度連結決算の見通しは、売上高・経常利益は減少しますが、売却に伴う関係会社株式売却益も計上され、当期

純利益は増加となる予定です。

2005年度経営戦略に沿って、期間ホールド型プロジェクトから請負型プロジェクト受注への展開を図り利益の拡大を

めざしております。請負型プロジェクトの受注が増加すれば、不採算プロジェクト発生が生じる可能性が大きくなり

ます。
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③財政状態

　総資産は、前連結会計年度に比べまして、23百万円増加して,8,250百万円となりました。現金及び現金同等物は、

下記「④キャッシュ・フローの状況」に、記載のとおり、375百万円減少いたしました。これは、昨年に引き続き資金

運用のポートフォリオに基づく、投資有価証券（証券投資信託受益証券等）の購入によるものです。

これにより、投資有価証券は、494百万円増加となりました。

　当連結会計年度の負債は、前連結会計年度に比べ29百万円減少いたしました。役員賞与引当金・受注損失引当金を

新たに引当計上しましたが、それを上回る未払法人税等の減少によります。

　今期の自己株式購入は、31,400株、33,714千円で、保有する自己株式は、892,613株、636,226千円となっておりま

す。この自己株式の一部は、前回の株主総会でご承認いただいた新株予約権の付与に基づき、平成17年１0月に当社及

び当社の子会社の取締役ならびに従業員に対するストックオプションの新株予約権の権利行使（付与株式数373,500

株）に当てることとしました。これは、当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株

主を重視した経営を徹底することを目的としております。これからも自己株式の購入につきましては、必要に応じて

対処していきます。また、一株当たり純資産は1,479円92銭です。

④キャッシュ・フロー

　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、主に税金等調整前当期純

利益424百万円を計上したものの、投資有価証券の取得による支出638百万円及び配当金の支払額82百万円等により、

当連結会計年度末には、4,453百万円（前年同期比　7.8％減）となりました。

　当連結会計年度の営業活動により得られた資金は、308百万円（前年同期比　28.6％減）となりました。これは主に

税金等調整前当期純利益424百万円の計上による資金の増加によるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は546百万円（前年同期比　27.1％減）となりました。これは、主に投資有価証券の取

得による支出638百万円によるものであります。

　財務活動の結果使用した資金は136百万円（前年同期比　44.2％減）となりました。これは、主に自己株式の取得33

百万円及び配当金の支払額82百万円を反映したものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年5月期 平成17年5月期 平成18年5月期

期末 期末 期末

自己資本比率（％） 88.0 86.6 87.0

時価ベースの自己資本比率（％） 51.0 59.5 72.6

債務償還年数（年） 0.1 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 168.1 557.6 1,762.4

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

※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。

※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。

※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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

　シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成18年5月期の債務償還年数につきましては、期末において有利子負債がないため、記載しておりません。
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  (２) 通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、設備投資や組み込み系ソフトウェアなど当社グループが得意とする分野が牽引する形

で需要が拡大しておりますが、組み込み系ソフトウェアへの参入を目指す企業の動きも強まり、今後は競争が激しくな

ることが予想されております。また、これまでの価格下落傾向には歯止めがかかっておりますが、顧客からのコスト低

減に対する要求は依然として強いものがあります。その中で当社グループはプロジェクト管理の質の向上を図り、効率

化を目指してまいります。

平成19年５月期通期の業績見通しといたしましては、次のとおりとなる予想であります。

連結売上高　　　　 　　　5,250百万円(前期比   20.2%減)

連結経常利益　　　　　　　 376百万円(前期比　  8.1%減)

連結当期純利益　　　　　　 239百万円(前期比　 20.3%増)

(３) 事業等のリスク

①　主要取引先の占有率および状況変化リスク

　　当社グループの主要取引先は上位2社で33.8％を占めております。これら特定の業種・顧客と強い関係は強みであ

る反面、経済情勢などの変化により顧客の事業運営が影響を受けた場合、当社グループの予定売上を確保することが

できない可能性があります。

②　受注のリスク

　　システム開発事業における受注形態の一つである「一括請負」は、見積工数や製品価値を考慮して価格を決定す

る方式です。したがって、実際にかかる開発コストとの差が利益となります。逆に見積価格以上に開発コストがかか

る場合は予定利益率を確保することができなくなる可能性があります。

③ 不採算プロジェクトのリスク

　新規の大型開発案件につきましては、受注審査委員会に規模・新規性（顧客・技術・業務分野・担当者）をレビュー

し、事前のチエックを経て委員長の決済を行っています。その後も、毎月プロジェクト・ステイタス・サマリーを事

業所ごとに作成し、プロジェクトの状況をプロジェクトレビュー委員会が監視しておりますが、顧客の要件変更等不

測の事態で採算を割る案件が発生するリスクがあります。

④　ソフトウェア販売のリスク

　　ソフトウェア販売事業における製品の開発、広告宣伝活動などは先行投資になります。予定の販売数に達しない

場合は予定利益率を確保することができなくなる可能性があります。

⑤　投資活動におけるリスク

　　当社グループが保有する投資有価証券の当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額は1,244百万円です。市

場価格の変動や評価額の変動は当社グループの業績に影響する可能性があります。

⑥　情報セキュリティに関するリスク

　　当社グループでは業務遂行のために顧客の機密情報を取り扱う場合があります。情報セキュリティ管理委員会で

情報の取り扱いに関する規程作成や社員教育の徹底を図っておりますが、不測の事態などによりこれらの機密情報が

外部に漏洩した場合、損害賠償や信用低下などにより当社グループの業績に影響する可能性があります。

なお、現時点では予測できない上記以外の事象の発生により、当社グループの経営成績および財務状態が影響を受け

る可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５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  4,278,894 3,903,687  

２．受取手形及び売掛金 1,289,455 1,312,748  

３．有価証券 550,017 550,119  

４．たな卸資産 297,915 262,343  

５．繰延税金資産 151,354 191,431  

６．その他 33,766 39,918  

７．貸倒引当金 △2,235 △1,669  

流動資産合計 6,599,169 80.2 6,258,579 75.9 △340,589

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※２ 585,747 556,088  

減価償却累計額 410,377 175,369 396,157 159,931  

(2）器具備品 258,968 239,611  

減価償却累計額 202,135 56,832 190,265 49,346  

(3）土地 ※２ 117,353 109,538  

(4）建設仮勘定  － 2,145  

有形固定資産合計 349,555 4.3 320,961 3.8 △28,594

２．無形固定資産  93,852 1.1 73,802 0.9 △20,050

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 750,133 1,244,570  

(2）繰延税金資産 135,959 31,418  

(3）その他  303,164 326,245  

(4）貸倒引当金 △5,400 △5,400  

投資その他の資産
合計

1,183,857 14.4 1,596,834 19.4 412,976

固定資産合計 1,627,266 19.8 1,991,598 24.1 364,331

資産合計 8,226,435 100.0 8,250,177 100.0 23,742
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前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５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）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 235,161 187,584  

２．一年以内返済予定長
期借入金

 15,300 －  

３．未払法人税等 144,437 27,149  

４．繰延税金負債 － 21,363  

５．賞与引当金 241,400 308,414  

６．役員賞与引当金 － 15,650  

７．受注損失引当金 － 21,451  

８．その他 323,747 358,280  

流動負債合計 960,046 11.7 939,894 11.4 △20,151

Ⅱ　固定負債  

１．役員退職慰労引当金 42,119 40,471  

２．繰延税金負債 － 940  

３．その他 ※３ 17,797 9,477  

固定負債合計 59,916 0.7 50,889 0.6 △9,027

負債合計 1,019,963 12.4 990,783 12.0 △29,179

（少数株主持分）  

少数株主持分 78,817 1.0 － － △78,817

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※５ 1,487,409 18.1 － － △1,487,409

Ⅱ　資本剰余金 2,174,175 26.4 － － △2,174,175

Ⅲ　利益剰余金 4,065,595 49.4 － － △4,065,595

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

2,986 0.0 － － △2,986

Ⅴ　自己株式 ※６ △602,512 △7.3 － － △602,512

資本合計 7,127,655 86.6 － － △7,127,655

負債、少数株主持分及び
資本合計

8,226,435 100.0 － － △8,226,435
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前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５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）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  － － 1,487,409 18.0  

２．資本剰余金  － － 2,174,175 26.4  

３．利益剰余金  － － 4,175,164 50.6  

４．自己株式  － － △636,226 △7.7  

　　株主資本合計  － － 7,200,522 87.3 7,200,522

Ⅱ　評価・換算差額等      

  その他有価証券
　評価差額金

－ － △19,100   

　　評価・換算差額等合計 － － △19,100 △0.2 △19,100

Ⅲ　少数株主持分 － － 77,971 0.9 77,971

純資産合計 － － 7,259,394 88.0 7,259,394

負債純資産合計 － － 8,250,177 100.0 8,250,177
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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 6,061,362 100.0 6,576,481 100.0 515,119

Ⅱ　売上原価 4,863,736 80.2 5,357,625 81.5 493,889

売上総利益 1,197,625 19.8 1,218,855 18.5 21,230

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．役員報酬 126,141 125,257  

２．給与手当 190,711 208,864  

３．賞与 22,096 15,478  

４．賞与引当金繰入額 17,117 26,714  

５．役員賞与引当金繰入
額

－ 15,650  

６．役員退職慰労引当金
繰入額

8,875 8,893  

７．旅費交通費 10,370 12,872  

８．交際費 15,191 16,945  

９．消耗品費 18,914 13,815  

10．租税公課 7,541 7,229  

11．業務委託料 67,662 73,316  

12．家賃及び管理費 85,555 93,814  

13．減価償却費 39,638 40,615  

14．その他 159,155 768,972 12.7 179,694 839,164 12.8 70,191

営業利益 428,653 7.1 379,691 5.7 △48,961

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 275 23,850  

２．受取家賃 2,751 4,040  

３．保険解約益 2,506 2,869  

４．保険配当金 3,312 3,688  

５．雑収入 6,609 15,454 0.3 6,059 40,508 0.6 25,054

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 811 212  

３．障害者雇用納付金 － 10,000  

２．雑損失 943 1,754 0.1 768 10,980 0.1 9,225

経常利益 442,353 7.3 409,220 6.2 △33,132
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※１ － 16,945  

２．貸倒引当金戻入額 195 566  

３．投資有価証券売却益 － 975  

４．事務所移転補償金 － 12,034  

５．退職給付終了利益  44,280 44,475 0.7 － 30,521 0.5 △13,954

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※２ 3,579 12,775  

２．投資有価証券評価損 8,423 2,814  

３．事業所移転費 13,610 25,613 0.4 － 15,589 0.2 △10,023

税金等調整前当期純利
益

461,215 7.6 424,151 6.5 △37,063

法人税、住民税及び事
業税

199,080 118,287  

法人税等調整額 △44,578 154,501 2.5 101,918 220,205 3.4 65,703

少数株主利益 35,999 0.6 5,321 0.1 △30,677

当期純利益 270,714 4.5 198,624 3.0 △72,089
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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６月１日
至　平成17年５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  2,174,175

Ⅱ　資本剰余金期末残高 2,174,175

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  3,849,838

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 270,714 270,714

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 54,957 54,957

Ⅳ　利益剰余金期末残高 4,065,595
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(4) 連結株主資本等変動計算書

　当連結会計年度（自平成17年６月1日　至平成18年５月31日)  

 株主資本 

  資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式 株主資本合計 

 平成17年5月31日 残高

　　　　　　　　(千円)
1,487,409 2,174,175 4,065,595 △602,512 7,124,668

 連結会計年度中の変動額      

 　剰余金の配当   △83,273  △83,273

　 当期純利益   198,624  198,624

　 自己株式の取得    △33,714 △33,714

　 利益処分による

　 役員賞与 
  △5,782  △5,782

 　株主資本以外の項目

　 の当期変動額(純額)
     

 連結会計年度中の変動額

合計(千円)
－ － 109,568 △33,714 75,853

 平成18年5月31日 残高

　　　　　　　　(千円) 
1,487,409 2,174,175 4,175,164 △636,226 7,200,522

 

 

 

 評価・換算差額等
　

 少数株主持分  

 

  純資産合計
その他有価証券

評価差額金

 平成17年５月31日 残高

　　　　　　　　(千円)
2,986 78,817 7,206,472

 連結会計年度中の変動額    

 　剰余金の配当   △83,273

　 当期純利益   198,624

　 自己株式の取得   △33,714

 　利益処分による

　 役員賞与 
  △5,782

 　株主資本以外の項目

　 の当期変動額(純額)
△22,086 △845 △22,932

 連結会計年度中の変動額

合計(千円)
△22,086 △845 52,921

 平成18年５月31日 残高

　　　　　　　　(千円) 
△19,100 77,971 7,259,394
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(5) 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６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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 461,215 424,151  

減価償却費 30,008 27,013  

連結調整勘定償却額 △1,114 △733  

無形固定資産の償却額 29,067 29,044  

長期前払費用の償却額 1,701 2,295  

有形固定資産除却損 3,579 12,775  

有形固定資産売却益 － △16,945  

投資有価証券評価損 8,423 2,814  

投資有価証券売却益 － △975  

退職給付終了利益 △44,280 －  

受取利息及び受取配当金 △310 △23,858  

雑収入 △11,277 △11,876  

支払利息 811 212  

貸倒引当金の減少額 △195 △566  

賞与引当金の増加額 81,414 67,014  

役員賞与引当金の増加額 － 15,650  

退職給付引当金の減少額 △18,299 －  

役員退職慰労引当金の増減
額

8,875 △1,648  

受注損失引当金の増加額 － 21,451  

売上債権の増減額 32,197 △23,292  

たな卸資産の増減額 △99,312 35,571  

仕入債務の増減額 67,172 △47,576  

投資その他の資産の増減額 42,340 △17,524  

その他の流動資産の増減額 1,939 △5,771  

その他の流動負債の増減額 △15,839 25,515  

長期未払金の減少額 △18,052 －  

役員賞与の支払額 － △5,782  

少数株主負担役員賞与の支
払額

－ △1,218  

その他 64 186  

小計 560,128 505,928 △54,200
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

利息及び配当金の受取額 310 24,515  

保険解約による受取額 16,500 5,300  

雑収入の受取額 8,167 8,696  

利息の支払額 △775 △175  

法人税等の支払額 △151,735 △235,575  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

432,595 308,689 △123,906
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

 

有形固定資産の取得による
支出

△12,018 △29,989  

有形固定資産の売却による
収入

－ 30,000  

無形固定資産の取得による
支出

△6,431 △1,922  

営業権の取得による支出 △50,000 －  

会員権の取得による支出 － △11,050  

投資有価証券の取得による
支出

△704,745 △638,071  

投資有価証券の売却による
収入

－ 103,901  

貸付による支出 △800 －  

貸付金の回収による収入 23,755 150  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△750,238 △546,980 203,258

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

△16,656 △15,300  

自己株式の取得による支出 △173,220 △33,714  

配当金の支払額 △55,160 △82,851  

少数株主への配当金の支払
額

－ △4,948  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△245,037 △136,814 108,222

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △562,680 △375,105 187,574

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

5,391,592 4,828,912 △562,680

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

4,828,912 4,453,806 △375,105
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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

前連結会計年度
（自　平成16年6月 1日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社　 5社 主要な連結子会社の名称 (1）連結子会社　 5社 主要な連結子会社の名称

　コンピュータシステムプランニ

ング（株）

　ユニバーサルシステムズエンジ

ニアリング（株）

同左

(2）非連結子会社 (2）非連結子会社

　非連結子会社はありません。 同左

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

　関連会社（ソフトウエア・テクニクス(株)、(株)日本

システムアプリケーション）は、当期純損益（持分に見

合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法を適用しなくても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、

持分法を適用しておりません。

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 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、アイ・ピー・エス(株)、ユニバー

サルシステムズエンジニアリング(株)の決算日は3月31

日であり、連結決算日との差は2ヶ月であるため、当該

連結子会社の決算日現在の財務諸表を基礎として連結を

行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。

同左

４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(ロ）その他有価証券

　時価のあるもの

　決算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。)

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

①　有価証券

       (イ）満期保有目的の債券

      同左

(ロ）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

仕掛品　個別法による原価法

②　たな卸資産

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

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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

　但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)については、定額法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

①　有形固定資産　　

同左

建物及び構築物　10年～50年

器具備品　　　　 4年～15年
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前連結会計年度
（自　平成16年6月 1日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

②　無形固定資産 ②　無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア

　見込販売期間(3年以内)における見込販売数量

に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上

する方法

　同左

自社利用目的のソフトウエア

　社内における利用可能期間(5年)に基づく定額

法

その他

　定額法

③　長期前払費用　　均等償却  

(3）重要な引当金の計上基準 (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

等特定の債権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

　連結財務諸表提出会社及び連結子会社は従業員の

賞与支給に充てるため、将来支給見込額に基づく当

連結会計年度負担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　　 　　――――――――

 

③　役員賞与引当金

　連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は役

員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づく当連結会計年度負担額を計上してお

ります。

(会計方針の変更)

一部の連結子会社は、役員賞与について、従来は利

益処分により未処分利益の減少として会計処理して

おりましたが、当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年

11月29日　企業会計基準第4号)に従い、発生時に費

用処理しております。これによる損益に与える影響

は軽微であります。

(追加情報)

連結財務諸表提出会社は、長期にわたり利益処分に

よる役員賞与の支給を行っておりませんでしたが、

当連結会計年度において役員賞与が発生することに

なり、「役員賞与に関する会計基準」に従い、役員

賞与引当金を計上しております。これに伴い、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ14,200千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年6月 1日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

④　　 　　――――――――

 

④　受注損失引当金

　受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち

当連結会計年度末において損失が確実視され、かつ、

その金額を合理的に見積ることができるものについ

ては、将来発生が見込まれる損失を引当計上してお

ります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。

⑤　退職給付引当金 ⑤　　 　　――――――――

(追加情報）

　連結財務諸表提出会社及び連結子会社1社は、平成16

年8月に適格退職年金制度を廃止するとともに、確定拠

出年金制度及び前払退職金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第1号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は特別利益として44,280千円計上

されております。

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥　役員退職慰労引当金 ⑥　役員退職慰労引当金

　連結財務諸表提出会社及び連結子会社1社の役員

の退職慰労金支給に備えるため、内規による連結会

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 (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わる方法に準じた会計処理によっ

ております。

同左

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　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。

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 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

価評価方法を採用しております。

　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 ６．連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定は５年で均等償却しております 同左

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 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 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金・

現金同等物)は手許現金、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るものとしております。

同左
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会計処理方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

────── (固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計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）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。

────── (連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

  当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9日　）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年12月

9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、7,181,422千円

であります。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年6月 1日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

（連結損益計算書） ──────

　「保険配当金」は、前連結会計年度まで、営業外収益の

「雑収入」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において、営業外収益の総額の100分の10を超えたため

区分掲記しました。なお、前連結会計年度の「保険配当

金」は3,178千円であります。

　営業外収益の「保険解約益」は前連結会計年度まで「雑

収入」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて営業外収益の総額の100分の10を超えているため区

分掲記しました。なお、前連結会計年度の「保険解約益」

は4,349千円であります。 
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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5月31日）

当連結会計年度
（平成18年5月31日）

※１．関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。※１．関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。

固定資産 固定資産

投資有価証券（株式） 8,016千円 投資有価証券（株式） 8,016千円

 ※２．担保に供している資産  ※２．担保に供している資産

担保提供資産 担保提供資産

建物及び構築物 11,490千円

土地 27,588千円

39,079千円

建物及び構築物 10,732千円

土地 27,588千円

38,320千円

(注)　当座借越契約による担保提供資産。 (注)　当座借越契約による担保提供資産。

　　　なお、当連結会計年度末には、当座借越残高はあ

　　　りません。

※３．連結調整勘定（固定負債その他） ※３．連結調整勘定（固定負債その他）

　      2,933千円 　           2,199千円

４．連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調達

を行なうため取引銀行1行と当座借越契約を締結して

おります。これら契約に基づく当連結会計年度の借入

未実行残高は次のとおりであります

４．連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調達

を行なうため取引銀行1行と当座借越契約を締結して

おります。これら契約に基づく当連結会計年度の借入

未実行残高は次のとおりであります

当座借越極度額の総額 100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

当座借越極度額の総額 100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

※５．当社の発行済株式総数は普通株式 5,745,184株であ

ります。

※５． 　　　　　　──────

※６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式861,213

株であります。

※６．　　　　　　 ──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年6月 1日

至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

※１． 　　　　　　────── ※１．固定資産売却益の内訳

 土地 16,945千円

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳

建物付属設備 548千円

器具備品 3,031千円

建物附属設備 6,654千円

器具備品 4,850千円

ソフトウェア 1,270千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度(自　平成17年６月1日　至　平成18年５月31日)

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

株式数(株)

 発行済株式     

 　普通株式 5,745,184 － － 5,745,184

 　　合計 5,745,184 － － 5,745,184

 自己株式     

 　普通株式　(注) 861,213 31,400 － 892,613

　　 合計 861,213 31,400 － 892,613

 (注)　普通株式の自己株式の増加は、取締役会決議により買受けたものであります。
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 ２．配当に関する事項

 　(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株あたりの

配当額(円)
基準日 効力発生日

 平成17年８月26日

定時株主総会
普通株式 40,292 8.25 平成17年５月31日 平成17年８月29日

  平成18年１月25日

取締役会
普通株式 35,181 7.25  平成17年11月30日  平成18年２月15日

 

 　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株あたりの

配当額(円)
基準日 効力発生日

 平成18年８月24日

定時株主総会
普通株式 35,181 利益剰余金 7.25 平成18年５月31日 平成18年８月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年6月 1日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（単位：千円） （単位：千円）

現金及び預金勘定 4,278,894

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 550,017

現金及び現金同等物 4,828,912

現金及び預金勘定 3,903,687

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 550,119

現金及び現金同等物 4,453,806
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年6月 1日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5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

器具備品 器具備品

取得価額相当額 10,053千円

減価償却累計額相当額 9,975千円

期末残高相当額 78千円

取得価額相当額 15,152千円

減価償却累計額相当額 2,770千円

期末残高相当額 12,382千円

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 84千円

1年超 －千円

合計 84千円

1年内 5,185千円

1年超 7,378千円

合計 12,563千円

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 1,428千円

減価償却費相当額 1,344千円

支払利息相当額 31千円

支払リース料 2,732千円

減価償却費相当額 2,770千円

支払利息相当額 58千円

④　減価償却費相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

同左

⑤　利息相当額の算定方法 ⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

同左
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②　有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年5月31日） 当連結会計年度（平成18年5月31日）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

(2）社債 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

(2）社債 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 100,000 99,890 △110 202,762 199,320 △3,442

小計 100,000 99,890 △110 202,762 199,320 △3,442

合計 100,000 99,890 △110 202,762 199,320 △3,442

２．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5月31日） 当連結会計年度（平成18年5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 2,247 3,212 964 849 1,750 900

(2）債券

①　国債・地方債

等
― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 502,245 506,774 4,528 30,300 34,758 4,458

小計 504,493 509,986 5,493 31,149 36,508 5,358

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 ― ― ― 50,350 43,957 △6,393

(2）債券

①　国債・地方債

等
― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 102,500 102,043 △456 957,217 926,053 △31,163

小計 102,500 102,043 △456 1,007,568 970,010 △37,557

合計 606,993 612,029 5,036 1,038,718 1,006,518 △32,199

３．前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年6月1日　至平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自平成17年6月1日　至平成18年5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）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

― ― ― 103,901 975 ―
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４．時価のない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成17年5月31日）

当連結会計年度
（平成18年5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）

（１）その他有価証券

非上場株式 30,087 27,272

ＭＭＦ 550,017 550,119

　前連結会計年度において、投資有価証券について8,423千円（関連会社株式）減損処理を行っております。

　当連結会計年度において、投資有価証券について2,814千円減損処理を行っております。

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成16年6月1日　至　平成17年5月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年6月1日　至　平成18年5月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。
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④　退職給付

前連結会計年度（自　平成16年6月１日　至　平成17年5月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　　　連結財務諸表提出会社及び連結子会社（コンピュータシステムプランニング㈱）は、確定給付型の制度として、

平成4年5月より適格退職年金制度を設けておりましたが、平成16年8月に適格退職年金制度を廃止するとともに、確

定拠出年金制度及び前払退職金制度を選択制にて移行導入しました。なお、連結子会社1社（アイ・ピー・エス㈱）

は、平成17年6月から確定拠出年金制度及び前払退職金制度を同一制度で開始しました。

　また、連結子会社1社（ユニバーサルシステムズエンジニアリング㈱）は確定給付型の制度として厚生年金基金制

度を設けております。

　　　　　　　　　　　

２．退職給付債務に関する事項

　①　適格退職年金制度の移行に伴う影響額は次のとおりであります。

イ　退職給付債務の減少（千円）

ロ　年金資産の移換（千円）

ハ　適格退職年金制度への未追加拠出額（イ－ロ)(千円）

1,240,246

1,196,028

44,217

　　　なお、適格退職年金制度から確定拠出年金制度への資産移換額は、832,869千円であり、前払退職金制度への資産

移換額は363,159千円であります。なお、適格退職年金制度への追加拠出額は44,217千円であり、4年間で移換する

予定であります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②　全国情報サービス産業厚生年金基金は総合設立型基金であるため上記に掲げる数値等については、基金に関す

るものを含んでおりません。なお、掛金拠出割合による当連結会計年度末における基金の年金資産に占める連結子

会社の持分相当額は236,884千円であります。

３．退職給付費用に関する事項

区分
前連結会計年度

（自　平成16年6月 1日
至　平成17年5月31日）

退職給付費用

イ　勤務費用（千円）

ロ　利息費用（千円）

ハ　期待運用収益（千円）

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額（千円）

ホ　原則法への変更時差異の費用処理額（千円）

へ　未認識数理計算上の差異の費用処理額（千円）

ト　退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)（千円）

チ　確定拠出年金制度への移行に伴う損益（千円）

リ　その他（千円）

    計

 

　「その他」は確定拠出年金への掛金支払額69,625千

円、前払退職給与額14,678千円であります。

 

19,246

6,036

△4,958

2,248

7,435

586

30,598

△44,280

84,308

70,622
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当連結会計年度（自　平成17年6月１日　至　平成18年5月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　　　連結財務諸表提出会社及び連結子会社（コンピュータシステムプランニング㈱）は、確定給付型の制度として、

平成4年5月より適格退職年金制度を設けておりましたが、平成16年8月に適格退職年金制度を廃止するとともに、確

定拠出年金制度及び前払退職金制度を選択制にて移行導入しました。なお、連結子会社1社（アイ・ピー・エス㈱）

は、平成17年6月から確定拠出年金制度及び前払退職金制度を同一制度で開始しました。

　また、連結子会社1社（ユニバーサルシステムズエンジニアリング㈱）は確定給付型の制度として厚生年金基金制

度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

①平成16年8月に適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度に移行したのに伴う、適格退職年金制度への未追加拠

出額は、14,555千円であります。

②連結子会社ユニバーサルシステムズエンジニアリング㈱が加入している全国情報サービス産業厚生年金基金は総合

設立型基金です。掛金拠出割合による当連結会計年度末における基金の年金資産に占める連結子会社の持分相当額

は315,307千円です。

３．退職給付費用に関する事項

区分

当連結会計年度

(自　平成17年６月 1日

  至　平成18年５月31日)

 退職給付費用  

 イ　　確定拠出年金への掛金支払額（千円） 90,242

 ロ　　前払退職給与額 （千円） 19,482

 　　　計 109,724
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    ⑤　ストックオプション等関係

当連結会計年度(自　平成17年６月1日　　至　平成18年５月31日)

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 (1)ストック・オプションの内容

 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 

当 社 取 締 役　　　6名

当 社 従 業 員　　149名

当社子会社取締役　　5名

当社子会社従業員　　1名

ストック・オプション数(注) 普通株式　373,500株

付与日 平成17年10月5日

権利確定条件

権利行使時においても、当社又は当社の子会社の

取締役ならびに従業員の地位にあることを要する。

ただし、取締役の任期満了に伴う退任など取締役

会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

はない。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成19年10月 1日

至　平成22年 9月30日

 (注)株式数に換算して記載しております。

 

 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　当連結会計年度（平成18年５月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

　　数については、株式数に換算して記載しております。

 　①ストック・オプションの数

 平成17年ストック・オプション

 　権利確定前　　　(株)  

 　　前連結会計年度末 －

　　 付与 373,500

　　 失効 4,500

　　 権利確定 －

　　 未確定残 369,000

　 権利確定後　　　(株)  

　　 前連結会計年度末 －

　　 権利確定 －

　　 権利行使 －

　　 失効 －

　　 未行使残 －

 

 　　②単価情報

  平成17年ストック・オプション

 権利行使価格　　　　　　(円) 1,213

 行使時平均株価　　　　　(円) －

 公正な評価単価(付与日)　(円) －
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年6月１日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月１日
至　平成18年5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

  賞与引当金損金算入限度超過額 98,385

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
17,162

未払適格退職年金追加拠出否認額 6,123

未払事業税・未払事業所税否認額 15,279

税務上の繰越欠損金 41,712

投資有価証券評価損否認額 104,884

ゴルフ会員権評価損・貸倒引当金繰

入超過額
4,260

一括償却資産損金算入限度超過額 6,954

その他 5,082

繰延税金資産小計 299,844

評価性引当額 4,260

繰延税金資産合計 295,583

繰延税金負債

  

特別償却準備金 6,219

その他有価証券評価差額金 2,049

繰延税金負債合計 8,269

繰延税金資産の純額 287,313

（千円）

繰延税金資産

  賞与引当金損金算入限度超過額 117,401

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
16,469

未払適格退職年金追加拠出否認額 2,961

未払事業税・未払事業所税否認額 5,451

税務上の繰越欠損金 37,740

ゴルフ会員権評価損・貸倒引当金繰

入超過額
4,260

一括償却資産損金算入限度超過額 6,846

その他有価証券評価差額金 13,468

その他 25,677

繰延税金資産小計 230,277

評価性引当額 4,260

繰延税金資産合計 226,016

繰延税金負債

子会社の留保利益金 21,363

特別償却準備金 3,739

その他有価証券評価差額金 369

繰延税金負債合計 25,472

繰延税金資産の純額 200,544

（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。

（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 151,354

固定資産 ― 繰延税金資産 135,959

流動資産 ― 繰延税金資産 191,431

固定資産 ― 繰延税金資産 31,418

流動負債 ― 繰延税金負債 21,363

固定負債 ― 繰延税金負債 940

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

との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.47

住民税均等割額 3.03

評価性引当金減少額 △12.62

その他 0.93

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.50

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.30

住民税均等割額 3.35

子会社の留保利益金 5.04

その他 △0.46

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.92
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⑦　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（自　平成16年6月１日　至　平成17年5月31日）

システム開発
(千円)

情報サービス
(千円)

ソフトウエア
販売(千円)

計(千円)
消去又は全社

(千円)
連結(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）
外部顧客に対する売上

高
5,286,301 431,637 343,423 6,061,362 － 6,061,362

(2）
セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 5,286,301 431,637 343,423 6,061,362 － 6,061,362

営業費用 4,488,135 326,337 347,014 5,161,486 471,222 5,632,708

営業利益 798,166 105,300 △3,590 899,875 △471,222 428,653

Ⅱ　資産、減価償却及び資

本的支出

資産 2,390,875 324,878 249,631 2,965,385 5,261,050 8,226,435

減価償却費 19,436 1,198 12,084 32,719 26,348 59,067

資本的支出 8,882 713 12,384 21,980 3,634 25,615

当連結会計年度（自　平成17年6月１日　至　平成18年5月31日）

システム開発
(千円)

情報サービス
(千円)

ソフトウエア
販売(千円)

計(千円)
消去又は全社

(千円)
連結(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）
外部顧客に対する売上

高
5,842,652 410,440 323,388 6,576,481 － 6,576,481

(2）
セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 5,842,652 410,440 323,388 6,576,481 － 6,576,481

営業費用 5,050,473 327,583 344,328 5,722,385 474,404 6,196,789

営業利益又は営業損失

(△)
792,179 82,857 △20,939 854,096 △474,404 379,691

Ⅱ　資産、減価償却及び資

本的支出

資産 2,372,880 297,085 180,790 2,850,756 5,399,421 8,250,177

減価償却費 16,194 779 14,906 31,880 24,177 56,057

資本的支出 13,411 887 1,693 15,992 14,806 30,799
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（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業区分は、製品の種類及び性質を考慮して設定しております。

　　　

 　　　２．各区分に属する主要な製品の名称

事業区分 主　要　内　容

システム開発
情報・通信ネットワークシステム、金融システム、交通/物流システム、社会/公共システム、宇

宙/エネルギーシステム、製造プロセス、ミドルウェア

情報サービス 運用/保守サービス、検証サービス

ソフトウエア販売 ＥＲＰソフト、セキュリティソフト、ＢＰＭソフト、教育ソフトの開発及び販売

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

の金額は471,222千円及び474,404千円であり、その主なものは親会社の管理部門に係る費用であります。

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

5,261,050千円及び5,399,421千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金預金、有価証券

等）及び管理部門に係る資産等であります。

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．会計処理基準に関する事項(3)重要な引当金の計

上基準に記載のとおり、当連結会計年度より受注損失引当金を計上しております。この引当金の計上により、

当連結会計年度の営業費用はシステム開発事業が20,051千円増加し、営業利益が同額減少しております。

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．会計処理基準に関する事項(3)重要な引当金の計

上基準に記載のとおり、当連結会計年度より役員賞与引当金を計上しております。この引当金の計上により、

当連結会計年度の配賦不能営業費用が14,200千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

【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在外支店が無

いため該当事項はありません。

【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、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載

を省略しております。

⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年6月1日　至平成17年5月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年6月1日　至平成18年5月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年6月１日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月１日
至　平成18年5月31日）

1株当たり純資産額 1,459円40銭

1株当たり当期純利益金額 52円99銭

1株当たり純資産額 1,479円92銭

1株当たり当期純利益金額   40円90銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 40円81銭

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）　算定上の基礎は以下のとおりであります。

 　　１．１株当たり純資産額

前連結会計年度
（平成17年5月31日）

当連結会計年度
（平成18年5月31日）

純資産の部の合計額(千円) － 7,259,394

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － 77,971

 （うち少数株主持分） (－) (77,971)

普通株式に係る期末の純資産額(千円） － 7,181,422

普通株式の発行済株式数（株） － 5,745,184

普通株式の自己株式数（株） － 892,613

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（株）
－ 4,852,571

 　　２．１株当たり当期純利益及び潜在株式数調整後１株当たり当期純利益

前連結会計年度
（自　平成16年6月１日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月１日
至　平成18年5月31日）

1株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 270,714 198,624

　普通株主に帰属しない金額(千円） 7,000 －

　(うち利益処分による役員賞与金） (7,000) (－)

　普通株式に係る当期純利益（千円） 263,714 198,624

　普通株式の期中平均株式数（株） 4,976,389 4,856,425

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数(株) － 10,982

　(うちストックオプション） (－) (10,982)
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年6月１日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月１日
至　平成18年5月31日）

 ────── 重要な子会社の株式の売却

　平成18年６月13日開催の取締役会において、当社子会社

でありますユニバーサルシステムズエンジニアリング株式

会社の全株式（発行済株式総数及び議決権の総数に対する

割合はいずれも59.4％）を売却することを決議いたしまし

た。

１．売却の理由

 当社及び当社グループはグループ企業全体で選択と集中

を軸とした戦略的な事業の再編成を行ってまいりましたが、

同社とは業種、業態の違いにより当初期待していた程度の

相乗効果が見出せず、株式売却を行うことといたしまし

た。

２．売却する子会社の概要

（1）商号　　　  

　　ユニバーサルシステムズエンジニアリング株式会社

（2）事業の内容

　　流通システム・金融システムの開発

　  ＥＲＰソフトの販売

３．売却の日程

　　株式売買契約締結　　　　平成18年６月13日

　　株券引渡し期日　　　　　平成18年６月14日

４．当該子会社株式の売却に関する内容

（1）売却先

　　　株式会社インビオ

　　（注）平成18年6月27日にて株式会社キューブシーの

　　　　　100％子会社になっております。

（2）売却株数　　　　　　　　　　　　144,925株

　　（発行済株式数(議決権総数)に対する割合59.4％%) 

（3）売却金額　　　　　　　　　　　　185,359千円

（4）関係会社株式売却益　　　　 　　　73,487千円

（5）売却後の持分比率　　　　　　　　　　 －％
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５．生産・受注及び販売の状況

（１）生産実績

品目

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

増減

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 増減率（％）

システム開発 4,305,317 88.5 4,828,431 90.1 523,113 12.2

情報サービス 322,004 6.6 319,764 6.0 △2,239 △0.7

ソフトウェア販売 236,414 4.9 209,429 3.9 △26,984 △11.4

合計 4,863,736 100.0 5,357,625 100.0 493,889 10.2

（注）生産金額は、製造原価で表示しており、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

増減

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）

システム開発 5,951,829 1,947,728 5,755,267 1,860,343 △196,561 △87,384

情報サービス 392,695 212,613 459,532 261,705 66,836 49,092

ソフトウェア販売 502,093 237,743 231,354 145,709 △270,738 △92,033

合計 6,846,618 2,398,085 6,446,155 2,267,758 △400,462 △130,326

（注）１．受注金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．受注残高には平成18年６月に全保有株式を売却したのに伴い平成19年5月期(中間)決算より連結子会社から

　　　　　外れるユニバーサルシステムズエンジニアリング(株)の残高を含んでおります。

　　　　　ユニバーサルシステムズエンジニアリング(株）受注残高は下記の通りになります。　　　

　　　　　　　　システム開発　　　　 38,791千円

　　　　　　　　情報サービス　　　　　　－ 千円

　　　　　　　　ソフトウェア販売　　131,635千円　

　　　　　　　　　　　合計　　　　　170,427千円

（３）販売実績

品目

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

増減

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 増減率（％）

システム開発 5,286,301 87.2 5,842,652 88.9 556,351 10.5

情報サービス 431,637 7.1 410,440 6.2 △21,196 △4.9

ソフトウェア販売 343,423 5.7 323,388 4.9 △20,034 △5.8

合計 6,061,362 100.0 6,576,481 100.0 515,119 8.5

（注）販売金額には消費税等は含まれておりません。
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