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平成１８年９月期                      決算短信（非連結）                      平成18年11月10日 

上場会社名 株式会社情報企画                       上場取引場所 東京証券取引所（東証マザーズ） 

コード番号 ３７１２                           本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.jyohokikaku.co.jp/） 

代 表 者 代表取締役社長 松岡 仁史 

問合せ先責任者 取締役     橋本 政幸                ＴＥＬ （０６）６２６５－８５３０ 
決算取締役会開催日 平成 18年 11月 10日               配当支払開始予定日 平成 18年 12月 21日 
定時株主総会開催日 平成 18年 12月 20日                     単元株制度採用の有無    無 
      
１．18年９月期の業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

（１）経営成績                                         （注）百万円未満切捨て 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年９月期 

17年９月期 

 百万円 

2,079 

1,489 

％ 

39.6 

△4.3 

百万円

686 

312 

％ 

119.7 

△23.9 

百万円 

705 

320 

％

119.7 

△22.7 
 
 

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 

 

18年９月期 

17年９月期 

百万円 

395 

174 

％ 

126.1 

△25.0 

円

19,325

8,547

銭

00

08

円

－

－

銭

－

－

％

23.7

12.2

％ 

29.4 

15.9 

％

33.9

21.6

（注）①持分法投資損益  18年９月期   －百万円    17年９月期   －百万円 

②期中平均株式数  18年９月期   20,450株    17年９月期   20,450株 

   ③会計処理方法の変更    無 

   ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年９月期 

17年９月期 

百万円 

2,774 

2,016 

百万円

1,839 

1,495 

％ 

66.3 

74.2 

円

89,938 

73,142 

 銭

32 

11 

（注）①期末発行済株式数  18年９月期     20,450株     17年９月期    20,450株 

   ②期末自己株式数   18年９月期        －株     17年９月期      －株 
 
（３）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９月期 

17年９月期 

百万円 

575 

31 

百万円

△25 

△143 

百万円 

△40 

△51 

百万円

787 

278 
 
２．19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30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 
通   期 

1,000 
2,300 

350
800

206
472

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)23,080円 68銭 
 
３．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 

純資産 

配当率(％) 

17年９月期    1,000.00    1,000.00   2,000.00     40 23.4    2.7

18年９月期    1,000.00    3,000.00   4,000.00       81 20.7 4.4

19年９月期（予想）    2,000.00    2,000.00   4,000.00    

(注)18年９月期期末配当金の内訳  記念配当   1,000 円 00銭   

※１株当たり予想当期純利益（通期）、１株当たり年間配当金については、平成18年９月期末発行済株式数20,450株に基づいて計算をしております。 

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数

値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料５ページをご参照下さい。 
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１．企業集団の状況 

   該当事項はありません。 

 

２．経営方針 

 （１）会社の経営の基本方針 

   当社は、「私たちは常に前向きです」を企業の理念とし、企業の経営理念として、 

１．お客様に役立つ企業、社会に役立つ企業をめざします。 

２．専門性の高い精鋭企業として常にトップを走り続けます。 

３．常に挑戦し、学び、革新していく企業をめざします。 

４．独自の価値を生み出すＯＮＬＹ ＯＮＥ企業をめざします。 

５．個人の夢を実現できる自由闊達な企業風土をめざします。 

６．個性ある、優秀な人々が集う広場としての役割も担います。 

を掲げ、経営における行動指針としております。 

 

 （２）会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、利益配分につきましては、株主価値の向上を図り、株式を長期に保有して頂くことを念頭に、安定した配当を継続し

て実施していくことを基本方針としております。 

   内部留保金につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、今後予想される経営環

境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える技術開発体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。 

 

 （３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

   投資単位の引き下げに関しましては、株式の流動性を高め、個人株主層の拡大に寄与する有効な施策であると考えております。

具体的な実施方法等は未定でありますが、当社の業績、株価の推移、株式の売買高、株式市場の動向等を総合的に判断して検討

してまいります。 

 

 （４）目標とする経営指標 

   当社は、安定的でかつ成長途上の企業であるとの認識に立ち、①売上高経常利益率25％、②一人当たり売上２千万円 以上の

二点を目標とすべき経営指標として掲げ、企業価値の最大化を目指しております。 

 

 （５）中長期的な会社の経営戦略 

①信用リスク関連システムの拡販 

当社は、会計・税務・金融に特化した専門家集団として、「金融機関の信用リスク管理分野のリーディングカンパニー」を標

榜しております。「信用リスク計量化システム」、「信用リスクアセット算出システム」、「融資稟議支援システム」といった新製

品の投入により、信用リスク管理分野での適用範囲は一層拡大しております。また、新規顧客獲得も積極的に行い、大手銀行か

ら中小金融機関までを幅広く、かつ信用リスク管理全般を網羅し、さらにその地歩を固めてまいりたいと考えております。 

  ②ＷＥＢ版システムの拡充 

当社は従来より「法人格付システム」、「担保不動産評価管理システム」、「自己査定支援システム」等金融機関にとって基本的

な信用リスク管理システムを提供しております。さらに、営業店でも使用可能とするため、金融機関内の情報ネットワークにの

せて処理をするWEB格付・WEB担保・WEB自己査定システムの開発も行い、導入実績も上がってきております。今後益 W々EBを活用
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したシステムへのニーズが高まるものと思われ、この分野に注力してまいりたいと考えております。 

③リアルタイム連結システムの開発 

「リアルタイム連結システム」を開発し、特許申請中であり商標登録も行っております。従来の連結会計システムは、子会社

等の個別決算書を合算してから、親会社の連結決算書を作成していました。当社は、従来の処理を一新し、各子会社の仕訳段階

から債権債務の相殺や少数株主損益の把握等を認識し、リアルタイムで親会社に連結決算書を作成する仕組みを開発いたしまし

た。これは従来の方式とは全く異なる考え方による連結決算書作成方式です。この「リアルタイム連結システム」は、安定的な

収益を確保し、さらなるビジネスチャンスの獲得を目指し、現在、一般事業会社向けのシステムとして事業領域の拡大を図って

おります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

①優秀な人材の確保 

当社の優位性がシステムの質に依存しているのはもちろんですが、顧客である金融機関や一般事業法人のニーズに即座に対応

していくためには営業、コンサルティング及び開発の各局面においても業務に精通した優秀な人材が必要不可欠であります。 

当社の業容が拡大している現状ではその重要性はより一層高まっており、システムエンジニア、営業及びコンサルタントの各

分野での優秀な人材の確保に努めてまいります。 

②第二の柱 

当社の売上の大半は金融機関向けですが、今後の成長を考えた場合、第二の柱を育成していく必要があります。それが「リア

ルタイム連結システム」です。この「リアルタイム連結システム」を突破口にして事業法人向けにも売上を伸ばしていく必要が

あると考えております。さらに事業法人からのニーズに応じた商品の開発も検討してまいりたいと考えております。 

  ③情報管理 

   昨今の個人情報保護強化の動きから、当社としても顧客データ管理を強化していこうと考えております。情報管理については、

個人情報のみならず法人情報等ユーザーが保有する情報の管理についても、厳重を期し漏洩などの問題が生じないよう対処して

まいりたいと考えております。 

  ④内部統制 

   本年６月に金融商品取引法が成立し、上場会社は事業年度ごとに会社の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保す

るために必要な体制について評価し、当該評価結果を記載した報告書（内部統制報告書）を作成しなければならなくなりました

（いわゆる日本版ＳＯＸ法）。この内部統制整備を推進していくために、具体的対応策を検討してまいりたいと考えております。 

 

（７）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（８）その他、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）経営成績 

  ①当期の概況 

当事業年度におけるわが国経済は、日銀のゼロ金利政策が解除され、企業業績の大幅改善、民間設備投資の増加、雇用情勢の

改善により、景気は順調に回復してまいりました。今後の見通しにつきましても、景気の拡大基調が続くものと見込まれます。 

当社の主要な販売先である金融業界におきましては、公的資金を完済する大手金融機関もあり、不良債権処理は大きく進んだ

と見られます。中堅・中小金融機関についても、貸倒実績が減少し業績の回復は鮮明となってきております。このように金融機

関のＩＴ投資環境は好転しています。さらに、日本銀行や金融庁など当局は、金融機関の信用リスク管理の高度化対応を求めて

おり、各金融機関のシステム投資は従来以上に拡大していく傾向にあります。特に、平成19年３月には新しいＢＩＳ規制が適用

され、地域金融機関の場合、自己資本比率算定には「標準的手法」という方法でリスクアセット額を算出しなければなりません。

この対応を最優先で行っている金融機関も数多く見受けられます。 

このような状況下、当社の業況につきましては、金融当局から要請される信用リスク管理の高度化に対応した「信用リスク計

量化システム」や新ＢＩＳ対応の「信用リスクアセット算出システム」の売上が好調に推移し、これらのシステム導入を機に既

存の「法人格付システム」や「自己査定支援システム」、「担保不動産評価管理システム」の見直しを行う金融機関も増え、その

相乗効果から今期予定していた業績予想を大幅に上回り、売上高は2,079,483千円（前期比39.6％増）、経常利益は705,245千円

（前期比119.7％増）、当期純利益は395,196千円（前期比126.1％増）となりました。 

 

   ②事業別の概況 

「システムインテグレーション事業」 

「担保不動産評価管理システム」は地方銀行、信用金庫でリプレースを推し進めたほか、「法人格付システム」や「自己査定支援

システム」は引き続きWEB版を中心に販売の好調を維持しました。新商品の「融資稟議支援システム」や「信用リスク計量化シス

テム」、「信用リスクアセット算出システム」の寄与もあり、さらに一般事業法人分野におきましては、「リアルタイム連結システ

ム」のユーザー基盤となる３社目の開発納品を行うなど、システムインテグレーション事業は全体として前年を大幅に上回る好

調さで、売上高は1,630,479千円（前期比47.3％増）、売上構成比は78.4％となりました。 

   「システムサポート事業」 

メンテナンスでは、メンテナンス件数が順調に推移し、担保代行入力も好調で、システムサポート事業の売上高は449,003千円

（前期比17.5％増）に増加し、売上構成比は21.6％となりました。 

 

③次期の業績の見通し 

来期（平成19年９月期）の見通しは、金融機関のシステム投資の抑制から前向きへの姿勢転換を背景に、金融機関向けのシス

テムが堅調に推移するものと思われます。 

特に、平成19年３月から新ＢＩＳ規制が適用される金融業界におきましては、地域金融機関を中心に「信用リスクアセット算

出システム」の導入が進む可能性が高く、さらに、金融当局が「信用リスク管理の高度化」を謳っている影響から、「信用リスク

計量化システム」も導入が避けて通れない状況になってきております。ひいては、これらの対応のために格付や自己査定の整備、

不動産等担保データとの連携、など基盤となる既存システムの見直しが必要となる場合もあります。まだまだ金融機関にとって

システム投資需要は旺盛と考えられ、引き続き当社システムへのニーズも高まってくるものと考えております。 

また、技術の進歩により「担保不動産評価管理システム」、「法人格付システム」、「自己査定支援システム」等のWEB化とその

集大成としての「融資稟議支援システム」のWEB化によって、金融機関はこれまで以上の効率的な業務を実現することができます。

金融機関は、四半期の決算開示から、今まで以上に自己査定業務の迅速化・効率化が大きな課題となってくると共に、スピーディー
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な稟議・審査が求められています。このような状況下、当社の信用リスク関連システムへのニーズは益々高まってきており、今

後も順調に拡大していくものと思われます。 

一方、一般事業法人向けシステムでは「リアルタイム連結システム」の販売を積極的に推し進めてまいります。 

以上のことより、平成19年９月期におきましては、売上高2,300,000千円（前期比10.6％増）、経常利益800,000千円（前期比13.4％

増）、当期利益472,000千円（前期比19.4％増）を見込んでおります。 

 

（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、前事業年度末に比べて509,391千円増加し、当事業年度

末には、787,718千円となりました。 

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要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は575,567千円（前期比1,752.6％増）となりました。税引前当期純利益が大幅増の720,409千円

計上されましたが、一方で法人税等の支払額が117,158千円計上されたこと及び売掛債権が228,692千円増加したことによるもの

です。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は25,368千円（前期比82.3％減）となりました。これは主に、投資有価証券の売却・償還による

収入487,275千円と、取得による支出502,788千円によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

       財務活動の結果使用した資金は40,807千円（前期比20.0％減）となりました。これは、株式の配当金の支払によるものであり

ます。 

 

キャッシュ・フロー指標 

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 

自己資本比率（％） 67.7 74.2 66.3

時価ベースの自己資本比率（％） 315.4 270.7 229.2

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － －

（注）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．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。 

２．債務償還年数については、上記いずれの期においても有利子負債が存在しないため、記載しておりません。 

３．インタレスト・カバレッジ・レシオについては、平成16年９月期、平成17年９月期及び平成18年９月期において有利

子負債が存在せず利払いがないため、記載しておりません。 
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４．事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開上の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記載しております。また、必ずし

も事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、情報開示

の観点から積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場

合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を、慎重に検討

した上で行われる必要があると考えられます。 

 

（１）事業の内容 

当社は、主に銀行、信用金庫、信用組合等の預金等受入金融機関（以下、金融機関という）を対象にした業務支援システムの

企画、開発、販売等を行う「システムインテグレーション事業」、及び販売したシステムの保守、データメンテナンス及び入力

代行を行う「システムサポート事業」を主な事業としております。 

   なお、当社の直前３事業年度の事業別売上高及び構成比は以下のとおりであります。 

 

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 

 
売上高 
（千円） 

構成比
（％）

売上高 
（千円） 

構成比 
（％） 

売上高 
（千円） 

構成比
（％）

システムインテグレーション事業 1,085,581 69.8 1,107,110 74.3 1,630,479 78.4

システムサポート事業 469,952 30.2 382,105 25.7 449,003 21.6

合計 1,555,534 100.0 1,489,216 100.0 2,079,483 100.0

 （注） 表示単位は千円、千円未満は切り捨てて表示しております。 

売上高には消費税等は含まれておりません。 

      

①システムインテグレーション事業について 

システムインテグレーション事業は、当社の主要顧客であります金融機関には、信用リスク（＊１）管理に関する業務支援シ

ステムのパッケージの企画、開発、販売、カスタマイズ及びコンサルティングを行っております。また、一般事業法人向けには、

統合基幹業務（ＥＲＰ）分野でパッケージソフトを提供しております。 

当社のシステムのメインユーザーである金融機関におきましては、金融機関自身が自らの抱える各リスクの特性を十分に理解

し、適切な内部管理体制に基づくリスク管理を行うこと、つまり、自己査定（＊２）によるリスク管理は、今や必須の業務であ

ります。当社は、この信用リスク管理の分野で、現場のニーズに対応できる豊富なシステムを安価に開発してまいりました。 

一般事業法人向けのシステム開発におきましては、当社が設立以来蓄積してまいりました会計・税務・金融分野のノウハウを

結集した「リアルタイム連結システム」を平成16年９月期に開発し、同期にリリースしております。この「リアルタイム連結シ

ステム」は、期中のどの時点においても、その時の連結グループの経営成績や財務状況をリアルタイムで把握できるシステムと

して開発されており、年度・半期・四半期それぞれの連結決算書の作成についても、大幅なスピードアップを可能とします。同

システムは、平成16年９月期に特許申請を行っており、現在申請中であります。 

 

（＊１）信用リスク 

信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失することにより損失を被るリスク 

（＊２）自己査定 

金融機関が自己の持つ資産（主に貸出債権）を評価・査定する作業のこと、平成11年７月に「金融検査マニュアル」が公表され、当該マニュ

アルに沿って自己査定を行うことが必要になった。 
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平成18年９月末現在、当社の主なパッケージシステムは、以下のとおりであります。 

［システムの概要］ 

信用リスク管理システム 

担保不動産評価管理システム 金融機関の融資先の担保不動産に対する的確な保全額・担保余力を自動計算するシステム 

有価証券担保管理システム 有価証券・動産の最新担保保全状況を管理するシステム 
担保管理 

システム 

住宅ローン担保管理システム 金融機関の住宅ローンの融資先の担保不動産に対する的確な保全額・担保余力を自動計算するシステム

決算書リーディングシステム 
金融機関の融資先である法人の決算書を読み取り、財務分析・法人格付システムにデータを提供するシ

ステム 

法人格付システム 財務情報・定性情報及び倒産危険度をベースに金融機関の融資先である法人の信用格付を行うシステム
格付 

システム 

個人事業主格付システム 
税務申告書に基づく財務情報及び定性情報をベースに金融機関の融資先である個人事業主の信用格付

を行うシステム 

自己査定支援システム 金融機関の自己査定に必要な関連情報を集約し、自己査定ワークシートの自動作成を行うシステム 

貸倒実績率算定システム 債務者区分毎の貸倒実績率を自動算定するシステム 

債権償却・引当金管理システム 破綻懸念先以下の債務者区分毎に、個別貸倒引当金、有税償却、無税償却の管理を自動で行うシステム

契約書作成支援システム 金融機関の融資業務に関する契約書を一元管理するシステム 

信用リスク計量化システム 
金融機関の融資先の予想損失をプライシングによりカバーしていく信用リスク管理の手法に対応する

システム 

経営計画策定支援システム 金融機関が融資先企業の財務診断を行い、事業計画（再建計画）を策定するシステム 

融資稟議支援システム 
金融機関の融資審査業務をWEBで実現することにより、融資案件の管理や稟議審査の効率化を支援する

システム 

信用リスクアセット算出システム 新ＢＩＳの標準的手法に対応して、信用リスクアセットを算出するシステム 

 

FＰ（ファイナンシャルプランニング）システム 

FA－BOOK 金融機関の顧客が、自ら相続税や年金等のシミュレーションを行うシステム 

FP（ファイナンシャルプランニング） 

システム 

金融機関の顧客の効率的な資金運用を行うため、相続税シミュレーション及び相続税対

策としての土地活用等相談業務支援を行うシステム 

NEW-CAPITAL 
金融機関の顧客の効率的な資金運用を行うため、ＦＰシステムのメニューに、中小企業

の事業承継、株価算定、上場への資本戦略等高度なメニューを搭載したシステム 

 

一般企業向けシステム 

リアルタイム連結システム 連結グループ会社の個別決算と連結決算を同時に処理可能な業務・会計の統合システム 
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②システムサポート事業について 

システムサポート事業では、メンテナンス業務及び入力代行業務を行っております。 

メンテナンス業務につきましては、システムインテグレーション事業にて販売したシステムの保守、データ提供等が主な業務

となっております。 

金融機関においては、毎期、担保不動産や融資先の資産査定を、時価や財務データを用いて再評価しなければなりません。当

社の「担保不動産評価管理システム」は、担保物件について、路線価データベース等による最新路線価額の算定とそれに伴う担

保保全額の自動再計算機能を有しており、同システムの販売先に対して、全国の路線価、基準地価、公示地価のデータベースを

毎年更新し提供しております。また、当社の「法人格付システム」は、融資先の過去３期間の決算書を元に財務分析をすること

により格付を行うシステムであり、財務分析を行ううえで必要な関数を毎年更新し提供しております。 

入力代行業務につきましては、顧客データの担保台帳及び決算書の入力代行が主な業務となっております。 

当社の「担保不動産評価管理システム」や「決算書リーディングシステム」の導入時には、エンドユーザーは既存の担保台帳

や過去の融資先の決算書等のデータを当該システムへ入力する必要があり、一時的にエンドユーザーの作業負担は増加します。

このため、当社はエンドユーザーの既存の担保台帳や決算書等のデータ入力作業の代行サービスを行っております。また、「法

人格付システム」により融資先の財務分析や格付を行うためには、融資先の決算書データを毎期入力する必要がありますが、当

社は当該入力作業の代行サービスも行っております。 

このように、同事業におきましては大量の顧客情報を取り扱っていることから、販売先との間で守秘義務契約を締結し、厳重

なセキュリティ管理を行っております。 

［事業系統図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊１） ＳＩＳ：㈱しんきん情報サービス   （＊４） ＯＳＳ：しんきん大阪システムサービス㈱ 

（＊２） ＱＳＳ：㈱九州しんきん情報サービス  （＊５） ＳＫＣ：信組情報サービス㈱ 
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パッケージの販売・カスタマイズ及びコンサルティング
並びにメンテナンス・入力代行 
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イズ及びコンサルティング並
びにメンテナンス・入力代行

パッケージの販売・カスタマ
イズ及びコンサルティング並
びにメンテナンス・入力代行 

コンサルティング及びメンテ
ナンス・入力代行 

コンサルティング及びメンテ
ナンス・入力代行 

共同利用（従量制による課金制）従量制による課金制 

パッケージの販売・カスタマ
イズ及びコンサルティング並
びにメンテナンス・入力代行

パッケージの販売・カスタマ
イズ及びコンサルティング並
びにメンテナンス・入力代行
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（２）財政状態及び経営成績の変動について 

①最近５事業年度の業績の推移について 

                                                 (単位：千円) 

第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 
 

平成14年9月期 平成15年9月期 平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年9月期 

売上高 1,166,981 1,296,383 1,555,534 1,489,216 2,079,483

 システムインテグレーション事業 844,304 852,480 1,085,581 1,107,110 1,630,479

 システムサポート事業 322,677 443,903 469,952 382,105 449,003

売上総利益 587,869 763,177 879,424 744,495 1,129,459

営業利益 208,060 335,143 410,865 312,689 686,836

経常利益 207,022 311,649 415,364 320,998 705,245

当期純利益 86,844 173,071 233,151 174,787 395,196

純資産額 615,752 1,165,886 1,361,187 1,495,756 1,839,238

総資産額 1,053,248 1,748,406 2,009,858 2,016,922 2,774,451

（注）売上高には消費税等は含まれておりません。 

 

     当社の最近５事業年度における主な経営指標及び財政指標は、平成10年４月の早期是正措置制度の施行、平成11年７月の金融

検査マニュアルの公表等による金融庁の金融機関に対する新たな検査監督体制の開始を受けて、信用リスク管理システムの需要

が高まったことから、システムインテグレーション事業を中心に業績を拡大してまいりました。 

 

②業績の季節変動について 

当社のシステムインテグレーション事業につきましては、第４四半期及び第２四半期に売上高が集中する傾向があります。こ

れは、システムの納品月がエンドユーザーである金融機関の本決算における自己査定作業を開始する直前の中間決算期末である

９月及び新年度が始まる前の３月に多くなるためであります。 

しかしながら、事業構成の変化や金融機関を対象とする法令、会計制度等の変化により、第４四半期以外の四半期に売上高が

偏重する可能性や特定の四半期への売上高の偏重がなくなる可能性もあります。 

一方、システムサポート事業の売上高につきましては、路線価（８月公表）及び基準地価（10月公表）のデータベースを基本

的に毎年12月初旬頃までに納品する契約となっているため、第１四半期に売上高が集中する傾向があります。 

 

（３）特定の取引先への依存について 

エンドユーザーの特定の業界への依存について 

当社は、主に金融業界、その中でも特に地方銀行、第二地方銀行、信用金庫及び信用組合等を主要エンドユーザーとして選択

し経営資源を集中してまいりました。このため、平成18年９月期の売上高の９割以上が金融機関となっております。 

最近の傾向として、金融機関の合併・統合や倒産・清算等により金融機関数が大幅に減少しておりますが、今後もこの傾向が

続いた場合、金融業界全体のシステムの総投資需要が減少する可能性もあります。しかしながらその一方で、存続する金融機関

は財務体質が強化され、これらの金融機関における新規のシステム投資需要が喚起される可能性があります。 

当社といたしましては、信用リスク管理に係るシステム投資は金融機関にとって法的、制度的な観点、及び同業他社との差別
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化ツールとしての観点からも重要かつ必要なものであると考えており、今後も金融機関のシステム投資需要を絶えず喚起してい

く方針ではありますが、金融機関のシステムに対する投資動向、導入方針等により、当社の事業展開及び業績に影響が生じる可

能性があります。 

 

（４）競合について 

当社の主力である信用リスク管理に関するシステムには、競合する開発会社が複数存在しております。当社といたしましては、

社内に有する公認会計士等の会計、税務、金融業界に精通した専門家の業務知識、経験、ノウハウを活かし、信用リスク管理の

分野における一連のパッケージの提供を図ることにより、競合会社との差別化を図っていく方針でありますが、今後、競合会社

及び新規参入会社との競合の激化により、販売価格が低下した場合などには、当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性が

あります。 

 

（５）リアルタイム連結システムについて 

「リアルタイム連結システム」の開発につきましては、現在に会計分野に調査を十分に行い、経営資源を投入し開発しており

ますが、同システムが市場に普及せず、また、近年の複雑で変化の激しい会計制度の影響を受け、思うような販売実績が残せら

れない場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（６）知的財産権について 

当社は、現時点におきましては第三者より知的財産権に関しての侵害訴訟を提起されたり、そのような通知を受けたりしてお

りません。しかし、将来、当社の事業活動に関連して第三者が知的所有権を侵害する可能性がないとはいえません。また、当社

が開発したパッケージシステムに係る著作権は基本的に当社が保有していると認識しておりますが、当社の認識の範囲外で、第

三者の知的財産権を侵害する可能性があります。また、今後新たに開発を行うパッケージシステム等の著作物等に関しましても、

著作権を当社が保有し、経営資源として活用する方針でありますが、取引先からのシステム開発受託の際の条件として将来にわ

たり維持できるという保証はありません。 

特許権、特にビジネスモデル特許に関してはどのように適用されるか（特に金融技術分野において）が困難なため、当社とい

たしましては顧問弁護士事務所等と協力し法的対応を進めておりますが、当該対応が思うように進展しない場合や、当社の認識

していない第三者の特許やビジネスモデル特許等が成立している場合には、当該第三者より損害賠償請求及び使用差止の訴え等

を起こされる可能性があり、このような場合には当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があります。  

 

（７）共同利用型システムについて 

最近の中小金融機関においては、信用リスク管理の分野におけるシステムの利用形態は初期投資負担の軽減及び業界内での標

準化を図るため、個別の金融機関が単独でシステム投資を行うのではなく、システム本体は系統のシステム会社等が購入し、各

金融機関は回線を通じて従量課金体系にて利用する共同利用型のシステムが増加する傾向となってきております。 

当社につきましては、平成15年２月末までに関東・甲信越・東北の信用金庫が出資する株式会社しんきん情報サービス、及び

九州の信用金庫が出資する株式会社九州しんきん情報サービスに対しては共同利用型の「法人格付システム」を、全国の信用組

合が出資する信組情報サービス株式会社に対しては共同利用型の「決算書リーディングシステム」「法人格付システム」「個人事

業主格付システム」「担保不動産評価管理システム」「自己査定支援システム」「貸倒実績率算定システム」「経営計画策定支援シ

ステム」を販売しており、今後も個別金融機関への販売と並行してこれら共同利用型システムの系統システム会社等への販売を

行う方針であります。 

しかしながら、金融機関に関する法制度や通達等の内容、解釈、運用等に見直しや改正等が生じた場合には、共同利用型のシ
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ステムの投資、利用動向に影響が生じる可能性があり、このような場合には当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があ

ります。 

なお、各社との契約内容等は以下のとおりとなっております。  

相手先 契約内容 期間 

㈱しんきん情報サービス 
同社の株主である関東・甲信越・東北の信用金庫に対し、当社

の共同利用型法人格付システムの販売及び利用の斡旋を行う 

平成18年９月１日から 

平成19年８月31日まで(注) 

㈱九州しんきん情報サービス 
同社の株主である九州の信用金庫に対し、当社の共同利用型法

人格付システムの販売及び利用の斡旋を行う 

平成18年４月１日から 

平成19年３月31日まで(注) 

信組情報サービス㈱ 

同社の株主である全国の信用組合に対し、当社の共同利用型の

決算書リーディングシステム・法人格付システム・個人事業主

格付システム・担保不動産評価管理システム・自己査定支援シ

ステム・貸倒実績率算定システムの販売及び利用の斡旋を行う 

平成18年５月１日から 

平成19年４月30日まで(注) 

(注) 期間満了３ヶ月前までに双方のいずれからも書面による申し出が無い場合はさらに１年間延長することになっております。 

 

（８）代表者への依存について 

当社の創業者である代表取締役松岡仁史は、現在の当社の事業基盤を作り上げた人物であり、当社の経営戦略の立案、営業活

動等当社の事業活動のさまざまな分野で重要な役割を果たしております。このため、将来の事業規模の拡大に備え過度に依存し

ない体制を構築すべく、人材の育成を強化し、組織的に業務を遂行しております。しかしながら現状におきましては、松岡仁史

が何らかの理由により業務遂行が困難となった場合には、当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があります。 

 

（９）小規模組織について 

平成18年９月末における当社組織は、取締役５名、監査役２名、従業員102名と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応

じたものとなっております。今後は事業拡大に伴い、人員の増強と内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。 

しかし、人材の確保及び管理体制の強化が順調に進まなかった場合は、適切な組織的対応ができず、事業の効率的な運営に支

障が生じる可能性があります。 

 

（10）人材の確保について 

当社が今後の安定的な成長を実現していくためには、公認会計士等の会計・税務・金融業界に精通した専門家に加え、営業、

技術、管理及びシステムサポートの各部門において優秀な人材を確保していくことが重要な課題であります。当社は、新卒採用

による人員補充、育成を中心とし、若干名の中途採用とあわせてバランスの取れた組織を構築することを人事方針とし、優秀な

人材を獲得するための努力を行っております。 

現在までのところ、新卒採用計画は順調に推移しておりますが、当社の求める要件を満たす人材の確保・育成が計画どおりに

進まない場合には、当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があります。 
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５．財務諸表等 

（１）財務諸表 

①貸借対照表 

  
第19期 

（平成17年９月30日） 
第20期 

（平成18年９月30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  278,326 787,718  

２．売掛金  692,145 920,838  

３．仕掛品  31,035 65,610  

４．前払費用  11,564 11,242  

５．繰延税金資産  － 27,891  

６．未収収益  4,769 7,655  

７．その他  2,499 1,730  

貸倒引当金  △697 △921  

流動資産合計  1,019,644 50.5 1,821,765 65.7 802,121

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物  77,584 75,153   

減価償却累計額  11,236 66,347 16,975 58,178  

２．車両運搬具  9,610 9,610   

減価償却累計額  7,084 2,525 7,889 1,720  

３．器具及び備品  48,006 51,523   

減価償却累計額  31,563 16,443 38,200 13,322  

４．土地  47,526 47,526  

有形固定資産合計  132,842 6.6 120,746 4.4 △12,095

(2)無形固定資産    

１．電話加入権  1,116 1,116  

２．ソフトウェア  110,982 71,930  

無形固定資産合計  112,098 5.6 73,046 2.6 △39,051

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券  636,893 647,751  

２．出資金  540 500  

３．長期貸付金  5,000 5,000  

４．差入保証金  66,328 67,186  

５．会員権  38,440 38,440  

６．その他  5,135 14  

投資その他の資産合計  752,337 37.3 758,892 27.3 6,555

固定資産合計  997,277 49.5 952,686 34.3 △44,591

資産合計  2,016,922 100.0 2,774,451 100.0 757,529
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第19期 

（平成17年９月30日） 
第20期 

（平成18年９月30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  31,950 63,821  

２．未払金  74,846 116,728  

３．未払消費税等  10,517 41,232  

４．未払法人税等  42,971 313,760  

５．繰延税金負債  4,242 －  

６．預り金  5,074 9,290  

７．前受収益  145,602 175,824  

８．賞与引当金  32,499 42,611  

９．製品保証引当金  4,293 6,725  

10. 受注損失引当金  － 20,834  

11．その他  210 －  

流動負債合計  352,207 17.4 790,828 28.5 438,620

Ⅱ 固定負債    

１. 繰延税金負債  81,245 43,138  

２. 役員退職慰労引当金  87,713 101,140  

３. その他  － 106  

固定負債合計  168,958 8.4 144,384 5.2 △24,573

負債合計  521,166 25.8 935,213 33.7 414,046

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 326,625 16.2 － － △326,625

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  365,175 －   

資本剰余金合計  365,175 18.1 － － △365,175

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  1,816 －   

２．任意積立金    

（1）プログラム等準備金  243,956 －   

３．当期未処分利益  548,535 －   

利益剰余金合計  794,308 39.4 － － △794,308

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３ 9,647 0.5 － － △9,647

資本合計  1,495,756 74.2 － － △1,495,756

負債資本合計  2,016,922 100.0 － － △2,016,922
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第19期 

（平成17年９月30日） 
第20期 

（平成18年９月30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  － － 326,625 11.8 326,625

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 365,175   

資本剰余金合計  － － 365,175 13.2 365,175

３. 利益剰余金    

(1)利益準備金  － 1,816   

(2)その他利益剰余金    

プログラム等準備金  － 188,740   

繰越利益剰余金  － 958,047   

利益剰余金合計  － － 1,148,604 41.4 1,148,604

株主資本合計  － － 1,840,404 66.4 1,840,404

 Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  － － △1,165 △0.1 △1,165

評価・換算差額等合計  － － △1,165 △0.1 △1,165

純資産合計  － － 1,839,238 66.3 1,839,238

負債純資産合計  － － 2,774,451 100.0 2,774,451
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②損益計算書 

  
第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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  1,489,216 100.0 2,079,483 100.0 590,267

Ⅱ 売上原価  744,720 50.0 950,023 45.7 205,302

売上総利益  744,495 50.0 1,129,459 54.3 384,964

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  105,433 99,282   

２．給料手当  114,727 116,716   

３．賞与引当金繰入額  7,704 8,760   

４．福利厚生費  21,354 21,620   

５．退職給付費用  2,870 1,885   

６． 役員退職慰労引当金繰入額  14,641 13,788   

７．広告宣伝費  14,500 21,006   

８．旅費交通費  33,745 38,530   

９．消耗品費  8,867 5,527   

10．支払手数料  36,780 29,669   

11．研究開発費 ※１ － 800   

12．賃借料  26,255 40,517   

13．減価償却費  4,952 6,888   

14．租税公課  8,870 12,005   

15. 貸倒引当金繰入額  67 223   

16．その他  31,034 431,805 29.0 25,400 442,623 21.3 10,817

営業利益  312,689 21.0 686,836 33.0 374,146

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  744 346   

２．受取配当金  4,993 10,294   

３．複合金融商品評価益  1,971 －   

４．有価証券利息  － 4,178   

５．生命保険解約返戻金  － 2,784   

６．その他  599 8,309 0.6 805 18,409 0.9 10,100

経常利益  320,998 21.6 705,245 33.9 384,247
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第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

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） 

Ⅴ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  － 31,030   

２．移転補償収入  － － － 3,728 34,759 1.7 34,759

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※２ 6,280 2,082   

２．投資有価証券売却損  － 7,511   

３．投資有価証券評価損  － 10,000   

   ３．事務所移転費用    4,631 10,911 0.8 － 19,594 1.0 8,683

税引前当期純利益  310,086 20.8 720,409 34.6 410,323

法人税、住民税及び事業税  143,701 388,093   

法人税等調整額  △8,402 135,299 9.1 △62,879 325,213 15.6 189,914

当期純利益  174,787 11.7 395,196 19.0 220,408

前期繰越利益  394,197 －  

中間配当額  △20,450 －  

当期未処分利益  548,535 －  

    

 

 



 - 17 -

売上原価明細書 

  
第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  27,156 3.4 100,390 10.6 

Ⅱ 労務費 ※１ 517,291 65.4 614,759 65.1 

Ⅲ 経費 ※２ 246,649 31.2 229,815 24.3 

当期総製造費用  791,096 100.0 944,964 100.0 

期首仕掛品たな卸高  28,116  31,035  

合計  819,212  976,000  

期末仕掛品たな卸高  31,035  65,610  

他勘定振替高 ※３ 69,751  6,567  

 差引計  718,425  903,822  

販売用ソフトウェア償却額  26,295  46,200  

売上原価  744,720  950,023  

      

 

 第19期 第20期 

原価計算の方法 個別原価計算によっております。 同 左 

 

 （注） ※１．主な内訳は次のとおりであります。 

 項目 第19期 第20期 

 賃金手当（千円） 273,808 293,942 

 雑給（千円） 116,742 137,474 

 賞与（千円） 33,276 69,310 

 賞与引当金繰入額（千円） 24,765 33,850 

 

※２．主な内訳は次のとおりであります。 

 項目 第19期 第20期 

 外注加工費（千円） 138,130 77,434 

 賃借料（千円） 40,952 59,527 

 減価償却費（千円） 9,828 10,133 

 旅費交通費（千円） 36,354 37,313 

 受注損失引当金繰入額（千円） － 20,834 

 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 項目 第19期 第20期 

 ソフトウェア（千円） 69,751 6,567 
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③利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
第19期 

株主総会承認日 
（平成17年12月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   548,535 

Ⅱ 任意積立金取崩高    

１．プログラム等準備金  21,684 21,684 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  20,450 20,450 

Ⅳ 次期繰越利益   549,769 

    

 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 
準備金 

利益 
準備金 プログラム

等準備金 
繰越利益
剰余金 

株主資本 
合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産 

合計 

前期末残高 （千円） 326,625 365,175 1,816 243,956 548,535 1,486,108 9,647 1,495,756

当期変動額         

プログラム準備金の 

取崩高    (注)１ 
   △21,684 21,684    

プログラム準備金の 

取崩高    (注)２ 
   △33,532 33,532    

剰余金の配当  (注)１   △40,900 △40,900  △40,900

当期純利益   395,196 395,196  395,196

株主資本以外の項目 

の当期変動額（総額） 
   △10,813 △10,813

当期変動額合計 － － － △55,216 409,512 354,296 △10,813 343,482

当期末残高 326,625 365,175 1,816 188,740 958,047 1,840,404 △1,165 1,839,238

（注）１．平成17年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   ２．当事業年度の決算処理によるものであります。 



 - 19 -

⑤キャッシュ・フロー計算書 

  
第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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    

税引前当期純利益  310,086 720,409 

減価償却費  41,076 63,222 

貸倒引当金の増加額  67 223 

賞与引当金の増減額  △1,053 10,112 

製品保証引当金の増減額  △28 2,432 

役員退職慰労引当金の増加額  14,188 13,427 

受注損失引当金の増加額  － 20,834 

受取利息及び受取配当金  △5,738 △10,641 

複合金融商品評価損益  △1,971 － 

投資有価証券売却損  － 7,511 

投資有価証券売却益  － △31,030 

投資有価証券評価損  － 10,000 

有形固定資産除却損  6,280 2,082 

売上債権の増加額  △62,713 △228,692 

たな卸資産の増加額  △2,918 △34,574 

その他流動資産の増減額  △5,346 345 

仕入債務の増減額  △35,769 31,870 

未払金の増加額  － 41,643 

未払消費税等の増減額  △7,161 30,714 

その他流動負債の増加額  32,133 34,333 

小計  281,133 684,225 

利息及び配当金の受取額  5,744 8,500 

法人税等の支払額  △255,809 △117,158 

営業活動によるキャッシュ・フロー  31,067 575,567 
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第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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    

定期預金の払戻による収入  26,000 － 

投資有価証券の売却・償還による
収入 

 21,583 487,275 

投資有価証券の取得による支出  △44,141 △502,788 

有形固定資産の取得による支出  △50,505 △5,221 

無形固定資産の取得による支出  △70,907 △8,937 

差入保証金の回収による収入  11,430 5,316 

差入保証金の支払による支出  △32,007 △6,174 

貸付けによる支出  △5,000 － 

その他  △80 5,161 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △143,628 △25,368 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △51,018 △40,807 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △51,018 △40,807 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △163,579 509,391 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  441,906 278,326 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 278,326 787,718 
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重要な会計方針 

期別 
 

項目 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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）。ただし、複合金融商品については、

組込デリバティブを区別して測定する

ことができないため、全体を時価評価し

評価差額を営業外損益に計上しており

ます。 

 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 

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 

同    左 

 

２. たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

  個別法による原価法 

 

仕掛品 

同    左 

 

３. 固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

   定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物付属設備を除く）につい

ては、定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建    物  15～39年 

  車両運搬具    6年 

  器具及び備品   3～10年 

 

(2)無形固定資産 

   定額法 

なお、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）、販売目的のソフトウェアについて

は販売見込数量に基づく償却額と残存

有効期間（36ヶ月）を限度とする均等配

分額とを比較しいずれか大きい額を償

却する方法によっております。 

 

(1)有形固定資産 

 同    左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

 同  左 

４. 引当金の計上基準 
 

(1)貸倒引当金 

    売上債権等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

率を勘案して、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。 

 

(2)賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準により計上してお

ります。 

(1)貸倒引当金 

同    左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同    左 
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期別 
 

項目 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

(3)製品保証引当金 

    製品の無償補修費用の支出に備える

ため、将来の補修見込額を個別に検討し

て必要額を計上しております。 

 

(4)役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支給に備えるた

め内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 

― 

 

 

(3)製品保証引当金 

同    左 

  

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

同    左 

 

 

 

(5)受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当事業年度末における受注契約に係

る損失見込額を計上しております。 

（追加情報） 

 当事業年度末において、ソフトウェア

の請負契約に基づく進行中の開発案件の

状況を精査した結果、翌事業年度以降に

損失の発生が見込まれる開発案件が新た

に確認されたため、翌期以降に発生が見

込まれる損失額を計上しております。 

 これにより、当事業年度の営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ20,834千円少なく計上されており

ます。 

 

５. 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 

６. 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 

７. その他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 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

 

(1)消費税等の会計処理 

同    左 
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重要な会計方針の変更 

第19期 
自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

― 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日)を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より、「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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、1,839,238

千円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につい

ては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

― 

 

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増加額」

は、前事業年度は「その他流動負債の増加額」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため、区分記

載しております。 

なお、前事業年度の「その他流動負債の増加額」に含ま

れている「未払金の減少額」は13,128千円であります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

第19期 
（平成17年９月30日） 

第20期 
（平成18年９月30日） 

１．当座借越契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行うため３金融機関と当

座借越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年

度末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      130,000千円 

借入実行残高             －千円 

差引額             130,000千円 

 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

      授権株式数                         60,200株 

    発行済株式総数                     20,450株 

 

※３．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付した

ことにより増加した純資産額は9,647千円であります。 

 

１． 

同    左 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

― 

 

 

(損益計算書関係) 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

※１．研究開発費の総額 

    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

－千円

 

※２．固定資産除売却損は、建物6,091千円、器具及び備品188

千円であります。 

 

※１．研究開発費の総額 

    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

800千円

 

※２．固定資産除売却損は、建物2,082千円であります。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度 （自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30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 

 前事業年度末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式の種類   

 普通株式 20,450株 － － 20,450株

合  計 20,450株 － － 20,450株

自己株式  

普通株式 － － － －

合  計 － － － －

 

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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成17年12月20日 

定時株主総会 
普通株式 20,450千円 1,000.00円 平成17年９月30日 平成17年12月21日

平成18年４月12日 

取締役会 
普通株式 20,450千円 1,000.00円 平成18年３月31日 平成18年６月９日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年12月20日 

定時株主総会 
普通株式 61,350千円 3,000.00円 平成18年９月30日 平成18年12月21日

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

※１．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 

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定                    278,326千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金      －千円 

現金及び現金同等物                  278,326千円 

 

※１．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 

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定                   787,718千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金      －千円 

現金及び現金同等物                  787,718千円 
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(リース取引関係) 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

１． 借主側 

内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

リース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規

定により記載を省略しております。 

 

２．貸主側 

          ― 

１．借主側 

同    左 

 

 

 

２． 貸主側 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内               1,260千円 

１年超                4,410千円 

合計                 5,670千円 

 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度（平成17年９月30日現在） 

1. その他有価証券で時価のある有価証券 

種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が (1)株式 25,006 33,040 8,033

取得原価を超えるもの  (2)債券  

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

 (3)その他 125,323 137,506 12,183

 小計 150,330 170,546 20,216

貸借対照表計上額が (1)株式 10,469 9,847 △621

取得原価を超えないもの (2)債券  

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

 (3)その他 380,878 377,498 △3,380

 小計 391,348 387,346 △4,002

合計 541,678 557,893 16,214

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類  貸借対照表計上額 （千円） 

その他有価証券 

   非上場株式 

   社債 

 

                        54,000

                        25,000
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当事業年度（平成18年９月30日現在） 

1. その他有価証券で時価のある有価証券 

種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が (1)株式 － － －

取得原価を超えるもの  (2)債券  

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

 (3)その他 145,326 152,418 7,091

 小計 145,326 152,418 7,091

貸借対照表計上額が (1)株式 － － －

取得原価を超えないもの (2)債券  

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 252,250 249,021 △3,228

 ③その他 － － －

 (3)その他 200,633 194,811 △5,821

 小計 452,883 443,833 △9,050

合計 598,210 596,251 △1,959

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容                                             

種類  貸借対照表計上額 （千円） 

その他有価証券 

   非上場株式 

   社債 

 

                        26,500

                        25,000

 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

売却額 （千円） 売却益の合計額 （千円） 売却損の合計額 （千円） 

476,863                            31,030                       7,511

 

４. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 ５年超10年以内 （千円） 10年超 （千円） 

その他有価証券 

   社債                53,800               100,000
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(デリバティブ取引関係) 

該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

該当事項はありません。 

 

(税効果会計関係)  

第19期 
（平成17年９月30日） 

第20期 
（平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 （繰延税金資産） 

未払事業税否認          3,125千円 

未払事業所税否認           272千円 

減価償却超過額            5,889千円 

賞与引当金繰入超過額        13,162千円 

貸倒引当金否認             282千円 

製品保証引当金否認         1,738千円 

役員退職慰労引当金否認      35,523千円 

投資有価証券評価損          12,380千円 

繰延税金資産小計            72,375千円 

 （繰延税金負債） 

プログラム等準備金        151,296千円 

その他有価証券評価差額金       6,566千円 

    繰延税金負債小計              157,863千円 

繰延税金負債の純額                85,487千円 

 

 

 

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               40.5％ 

 （調整） 

 同族会社留保金課税            2.0％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目   0.6％ 

 住民税均等割               0.4％ 

 その他                  0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   43.6 ％ 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 （繰延税金資産） 

未払事業税否認            22,326千円 

未払事業所税否認             369千円 

未払金否認              11,489千円 

減価償却超過額              4,441千円 

賞与引当金繰入超過額          17,257千円 

貸倒引当金否認               373千円 

製品保証引当金否認           2,723千円 

役員退職慰労引当金否認        40,961千円 

受注損失引当金否認          8,437千円 

投資有価証券評価損             4,050千円 

その他有価証券評価差額金        793千円 

繰延税金資産小計              113,224千円 

 （繰延税金負債） 

プログラム等準備金          128,472千円 

    繰延税金負債小計          128,472千円 

繰延税金負債の純額          15,247千円 

 

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               40.5％ 

 （調整） 

 同族会社留保金課税            3.9％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目   0.2％ 

 住民税均等割               0.2％ 

 その他                  0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   45.1 ％ 
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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 

  当社は、平成17年10月より、確定拠出型の制度として、企業型確定拠出年金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務は、企業型確定拠出年金制度であるため、残高はありません。 

そのため、退職給付引当金は計上しておりません。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

（単位：千円） 

  第19期 

（平成17年９月30日） 

第20期 

（平成18年９月30日） 

１．退職金共済掛金 9,360 －

２．確定拠出年金掛金 － 11,215

(注)退職金共済掛金は退職給付費用     (注)確定拠出年金掛金は退職給付費用 

に計上しております。           に計上しております。 

 

(１株当たり情報) 

項目 
第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

１株当たり純資産額（円） 73,142.11円 89,938.32円

１株当たり当期純利益金額（円） 8,547.08円 19,325.00円

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記載し

ておりません。 

同左 

 

 

（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。 

 
第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

当期純利益（千円） 174,787 395,196

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） 174,787 395,196

期中平均株式数（株） 20,450 20,450

 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
第19期 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

純資産の部の合計額（千円） － 1,839,238

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
－ 1,839,238

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式数（株） 
－ 20,450
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６． 生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

増減 
事業部門別 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

システムインテグレーション 1,107,110 74.3 1,630,479 78.4 523,369 47.3

システムサポート 382,105 25.7 449,003 21.6 66,897 17.5

合計 1,489,216 100.0 2,079,483 100.0 590,267 39.6

（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）受注状況 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

増減 
事業部門別 

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） 

システムインテグレーション 1,056,087 139,065 1,810,913 319,498 754,826 180,433

システムサポート 366,172 14,986 463,021 29,004 96,849 14,017

合計 1,422,259 154,051 2,273,934 348,503 851,675 194,451

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３）販売実績 

第19期 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

第20期 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

増減 
事業部門別 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

システムインテグレーション 1,107,110 74.3 1,630,479 78.4 523,369 47.3

システムサポート 382,105 25.7 449,003 21.6 66,897 17.5

合計 1,489,216 100.0 2,079,483 100.0 590,267 39.6

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（役員の異動） 

  役員の異動につきましては、平成18年５月11日に開示済みであります。 

                                             以 上 


