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1. 18年10月期の業績（平成17年11月 1日～平成18年10月31日） 

(1) 経営成績 （注）記載金額は、百万円未満を四捨五入し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10月期 423 4.4 6  － 55  － 

17年10月期 405 △1.3 △36 － △19 － 

 

 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10月期 31  － 1,091 48 1,087 75 2.8 3.2 13.1 

17年10月期 △16 － △583 69 － － △1.5 △1.5 △4.8 
 
(注) ① 期中平均株式数 18年10月期 28,559株 17年10月期 28,017株

 ② 会計処理の方法の変更 無    
 
 ③ 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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年10月期 2,167 1,120 51.7 39,876 63 

17年10月期 1,323 1,145 86.6 40,101 55 
 
(注) ① 期末発行済株式数 18年10月期 28,082株 17年10月期 28,558株

 ② 期末自己株式数 18年10月期 821株  17年10月期 145株

2. 19年10月期の業績予想（平成18年11月 1日～平成19年10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 215 26 15 

通期 430 55 40 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）1,424円40銭 

3. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 
第１ 

四半期末
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
(百万円)

配当性向 
(％) 

純資産 
配当率(％) 

17年10月期 － － － 600 600 17 － 1.5 

18年10月期 － － － 600 600 17 55.0 1.5 

19年10月期(予想) － － － 900 900   

  ※なお、予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な

要素を含んでおります。従いまして実際の業績等は、業況の変化などにより、予想とは異なる場合がある

ことをご承知おき下さい。 

    



1. 財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 

 

  
第15期 

(平成17年10月31日) 

第16期 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  124,962 155,564   30,602

 ２ 受取手形  6,158 ―   △ 6,158

 ３ 売掛金  134,240 139,620   5,380

 ４ 有価証券  70,333 ―   △ 70,333

 ５ 商品  ― 1,184   1,184

 ６ 仕掛品  1,009 959   △ 50

 ７ 貯蔵品  856 443   △ 413

 ８ 前払費用  4,050 4,043   △ 7

 ９ 繰延税金資産  1,785 1,056   △ 729

 10 その他  2,880 24,593   21,713

   貸倒引当金  △441 △ 156   285

  流動資産合計  345,836 26.1 327,308 15.1  △ 18,528

Ⅱ 固定資産    
 (1) 有形固定資産    
  １ 建物  112,930 116,248   
    減価償却累計額  15,552 97,378 18,554 97,694   316

  ２ 工具器具備品  24,615 27,446   
    減価償却累計額  17,629 6,985 20,993 6,453   △ 532

  ３ 土地  182,791 182,791   ―

   有形固定資産合計  287,155 21.7 286,938 13.3  △ 217

 (2) 無形固定資産    
  １ 商標権  587 491   △ 96

  ２ ソフトウェア  109,148 64,107   △ 45,041

  ３ ソフトウェア仮勘定  ― 7,084   7,084

  ４ 電話加入権  149 149   ―

   無形固定資産合計  109,885 8.3 71,833 3.3  △ 38,052

 

―2― 



 

  
第15期 

(平成17年10月31日) 

第16期 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

 (3) 投資その他の資産    

  １ 投資有価証券  145,672 50,278   △95,394

  ２ 関係会社株式  379,913 1,426,598   1,046,685

  ３ 関係会社長期貸付金  50,000 ―   △50,000

  ４ 長期前払費用  668 389   △279

  ５ 差入保証金  3,945 3,945   ―

   投資その他の資産合計  580,200 43.9 1,481,212 68.3  901,012

  固定資産合計  977,241 73.9 1,839,984 84.9  862,743

  資産合計  1,323,078 100.0 2,167,293 100.0  844,215
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第15期 

(平成17年10月31日) 

第16期 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  13,175 12,535   △640

 ２ 短期借入金 ※１ ― 517,200   517,200

 ３ 未払金  9,153 4,779   △4,374

 ４ 未払費用  32,847 36,542   3,695

 ５ 未払法人税等  13,972 5,577   △8,395

 ６ 未払消費税等  2,019 4,303   2,284

 ７ 前受金  1,893 375   △1,518

 ８ 預り金  1,260 1,286   26

 ９ 前受収益  68,312 82,350   14,038

 10 その他  ― 189   189

  流動負債合計  142,634 10.8 665,139 30.7  522,505

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金  ― 132,800   132,800

 ２ 関係会社長期借入金  ― 220,000   220,000

 ３ 繰延税金負債  25,170 18,563   △6,607

 ４ 退職給付引当金  5,872 6,793   921

 ５ 預り保証金  4,180 4,180   ―

  固定負債合計  35,223 2.6 382,337 17.6  347,114

  負債合計  177,858 13.4 1,047,477 48.3  869,619

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 574,340 43.4 ― ―  

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  167,440 ―   

 ２ その他資本剰余金    

    資本準備金減少差益  250,000 ―   

    自己株式処分差益  96,603 ―   

  資本剰余金合計  514,043 38.9 ― ―  

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 任意積立金    

    プログラム準備金  75,010 ―   

 ２ 当期未処理損失  11,444 ―   

   利益剰余金合計  63,566 4.8 ― ―  

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △2,178 △0.2 ― ―  

Ⅴ 自己株式 ※３ △4,551 △0.3 ― ―  

  資本合計  1,145,220 86.6 ― ―  
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第15期 

(平成17年10月31日) 

第16期 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

  負債資本合計  1,323,078 100.0 ― ―  

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ― ― 586,085 27.1  

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 179,185   

  (2) その他資本剰余金  ― 345,734   

    資本剰余金合計  ― ― 524,919 24.2  

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    プログラム準備金  ― 42,940   

    繰越利益剰余金  ― 34,663   

    利益剰余金合計  ― ― 77,603 3.6  

 ４ 自己株式  ― ― △69,504 △3.2  

   株主資本合計  ― ― 1,119,103 51.7  

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
 ― ― 712 0.0  

   評価・換算差額等合計  ― ― 712 0.0  

   純資産合計  ― ― 1,119,815 51.7  

   負債純資産合計  ― ― 2,167,293 100.0  

    

 

―5― 



 
② 損益計算書 

 

  

第15期 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日) 

第16期 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高    

 １ ＩＴプロダクト売上  135,766 167,906   

 ２ アカウンティング 

   ソリュ－ション売上 
 223,270 236,439   

 ３ マーチャンダイズ売上  45,996 405,032 100.0 18,208 422,554 100.0  17,522

Ⅱ 売上原価    

 １ ＩＴプロダクト原価  93,299 83,039   

 ２ アカウンティング 

   ソリューション原価 
 85,047 85,962   

 ３ マーチャンダイズ原価  41,265 219,612 54.2 15,005 184,007 43.5  △35,605

    売上総利益  185,420 45.8 238,547 56.5  53,127

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  36,506 38,489   

 ２ 給与手当  54,840 55,415   

 ３ 賞与  12,372 12,110   

 ４ 法定福利費  10,571 10,212   

 ５ 消耗品費  2,149 3,024   

 ６ 地代家賃  8,943 9,183   

 ７ 減価償却費  4,382 3,969   

 ８ 貸倒引当金繰入額  306 15   

 ９ 旅費交通費  8,011 8,482   

 10 通信費  1,682 1,720   

 11 支払手数料  38,443 35,259   

 12 広告宣伝費  4,743 3,547   

 13 研究開発費 ※１ 22,467 30,615   

 14 その他  16,465 221,886 54.8 20,134 232,180 55.0  10,294

   営業利益又は 

   営業損失(△) 
 △36,465 △9.0 6,366 1.5  42,831

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  469 269   

 ２ 有価証券利息  1,770 567   

 ３ 受取配当金 ※２ 6,495 35,009   

 ４ 不動産賃貸収入  12,167 12,167   

 ５ 投資有価証券売却益  3,035 17,552   

 ６ その他  798 24,735 6.1 192 65,759 15.6  41,024
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第15期 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日) 

第16期 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  ― 5,290   

 ２ 投資有価証券売却損  234 7,407   

 ３ 不動産賃貸原価  3,618 3,462   

 ４ 新株発行費  3,662 ―   

 ５ その他  ― 7,514 1.9 730 16,890 4.0  9,376

    経常利益又は 

    経常損失(△) 
 △19,244 △4.8 55,235 13.1  74,479

Ⅵ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※３ 2,233 16,030   

 ２ その他  ― 2,233 0.5 310 16,340 3.9  14,107

    税引前当期純利益又 

    は税引前当期純損失 

    (△) 

 △21,478 △5.3 38,895 9.2  60,373

    法人税、住民税 

    及び事業税 
 18,430 15,584   

    法人税等調整額  △23,555 △5,124 △1.3 △7,861 7,723 1.8  12,847

    当期純利益又は 

    当期純損失(△) 
 △16,353 △4.0 31,171 7.4  47,524

    前期繰越利益  4,908   

    当期未処理損失(△)  △11,444   
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売上原価明細書 

 （ITプロダクト原価） 

  

第15期 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日) 

第16期 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

 Ⅰ 材料費  166 0.2 313 0.3  147

 Ⅱ 労務費  63,974 75.9 82,547 87.0  18,573

 Ⅲ 経費    

 １ 消耗品費  934 585   

 ２ 旅費交通費  1,866 3,198   

 ３ 減価償却費  2,038 1,695   

 ４ 外注加工費  13,340 3,775   

 ５ その他  1,924 20,104 23.9 2,813 12,068 12.7  △8,036

 当期総開発費用  84,245 100.0 94,929 100.0  10,684

 アカウンティングソリューション   

 原価より振替  
2,842 ―

  
△2,842

 期首ソフトウェア仮勘定  2,418 ―   △2,418

 期首仕掛品たな卸高  ― 548   548

  合計  89,506 95,477   5,971

 ソフトウェア勘定振替  61,208 31,558   △29,650

 研究開発費勘定振替  5,296 30,615   25,319

 期末仕掛品たな卸高  548 397   △151

 期末ソフトウェア仮勘定  ― 7,084   7,084

 当期ＩＴプロダクト開発原価  22,453 25,821   3,368

 ソフトウェア償却費  70,846 57,218   △13,628

 ＩＴプロダクト原価  93,299 83,039   △10,260

   

原価計算の方法 

  当社の原価計算は、プロジェクト別個別実際原価計算を実施しております。 
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 （アカウンティングソリューション原価） 

  

第15期 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日) 

第16期 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 科 目 金額(千円) 

 Ⅰ 労務費  74,292 75.0 66,876 77.7  △7,416

 Ⅱ 経費    

 １ 消耗品費  691 883   

 ２ 地代家賃  803 2,769   

 ３ 旅費交通費  7,764 7,157   

 ４ 支払手数料  11,567 4,823   

 ５ 減価償却費  1,064 999   

 ６ その他  2,860 24,753 25.0 2,553 19,186 22.3  △5,567

 当期総コンサル費用  99,045 100.0 86,062 100.0  △12,983

 期首仕掛品たな卸高  1,376 461   △915

  合計  100,422 86,523   △13,899

 ＩＴプロダクト原価より振替  2,842 ―   △2,842

 研究開発費勘定へ振替  12,070 ―   △12,070

 期末仕掛品たな卸高  461 561   100

 アカウンティング    

 ソリューション原価  

85,047 85,962

 

915

   

原価計算の方法 

  当社の原価計算は、プロジェクト別個別実際原価計算を実施しております。 

  （マーチャンダイズ原価） 

  

第15期 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日) 

第16期 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

  期首商品たな卸高  ― ― ―

 当期商品仕入高  41,265 16,189 △25,076

             合計  41,265 16,189 △25,076

 期末商品たな卸高  ―  1,184    1,184

 マーチャンダイズ原価  41,265 15,005 △26,260
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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15期 

(平成18年1月26日) 

科 目 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失(△)  △11,444 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

  プログラム準備金取崩額 ※２ 32,070 32,070 

      合計  20,626 

Ⅲ 利益処分額   

  配当金  17,134 17,134 

Ⅳ 次期繰越利益  3,491 

   

       １ 日付は定時株主総会における承認日であります。 

         ※２ プログラム準備金の取崩額は、租税特別措置法に基づくものであり、税効果相当額を 

       控除しております。 
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株主資本等変動計算書 

第16期(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

 
株主資本 

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 その他資本剰余金

プログラム準備金 繰越利益剰余金 

平成17年10月31日残高(千円) 574,340 167,440 346,603 75,010 △11,444

当事業年度中の変動額   

 新株の発行 11,745 11,745 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― ― △17,134

 プログラム準備金の取崩し ― ― ― △32,070 32,070

 当期純利益 ― ― ― ― 31,171

 自己株式の処分 ― ― △869 ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

当事業年度中の変動額合計 
(千円) 

11,745 11,745 △869 △32,070 46,107

平成18年10月31日残高(千円) 586,085 179,185 345,734 42,940 34,663

 

 評価・換算差額等

 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証券評価

差額金 

純資産合計 

平成17年10月31日残高(千円) △4,551 1,147,398 △2,178 1,145,220 

当事業年度中の変動額  

 新株の発行 ― 23,490 ― 23,490 

 剰余金の配当 ― △17,134 ― △17,134 

 プログラム準備金の取崩し ― ― ― ― 

 当期純利益 ― 31,171 ― 31,171 

 自己株式の処分 2,003 1,134 ― 1,134 

 自己株式の取得 △66,956 △66,956 ― △66,956 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― 2,890 2,890 

当事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△64,952 △28,295 2,890 △25,404 

平成18年10月31日残高(千円) △69,504 1,119,103 712 1,119,815 
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重要な会計方針 
 

項 目 
第15期 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用して

おります。 

(1)    

― 

 (2) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(3) 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

価法を採用しております（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を採用

しております。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

        同左 

 

(3) 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

価法を採用しております（評価差

額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により

算定しております）。  

 

 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 貯蔵品 

  先入先出法による原価法を採用し

ております。 

(1) 商品及び貯蔵品 

同左 

 (2) 仕掛品 

  個別法による原価法を採用してお

ります。 

(2) 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 

  定率法を採用しております。 

  ただし、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、取得価額が10万円以上20万

円未満の資産については、３年均等

償却を行っております。 

  また、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

   建物      3～40年 

   工具器具備品  3～10年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

 ① 市場販売目的ソフトウェア 

   見込販売可能有効期間(３年以

内)における見込販売収益に基づ

く減価償却額と残存有効期間に基

づく均等配分額を比較し、いずれ

か大きな額により減価償却してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

 ① 市場販売目的ソフトウェア 

同左 

  ② 自社利用ソフトウェア 

   社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用してお

ります。 

 ② 自社利用ソフトウェア 

同左 

  ③ その他の無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 ③ その他の無形固定資産 

同左 
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項 目 
第15期 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 
 支出時に全額費用として処理してお
ります。 

新株発行費 
       同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債
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) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。 

(2) 退職給付引当金 
            同左 

６ その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項 

消費税等の処理方法 
  消費税等の会計処理は、税抜方式
によっております。 

消費税等の処理方法 
同左 

 

会計処理の変更 

第15期 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31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
等） 
(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
等の一部改正） 
(株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 
 当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年
12月９日企業会計基準第５号）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
業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準
適用指針第８号）並びに改正後の「自己株式及び準備
金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１
号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正
平成18年８月11日 企業会計基準適用指針第２号）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。 
 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は
1,119,815千円であります。 
 財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正
後の財務諸表等規則により作成しています。 
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表示方法の変更 

第15期 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

 
――― 

 （損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「新株発行費」
（当期230千円）は、営業外費用の総額の100分の10以
下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表
示しております。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

第15期 
(平成17年10月31日) 

第16期 
(平成18年10月31日) 

※１ 

――― 

  

 

 

 

 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 110,000株

発行済株式総数 普通株式 28,703株

※３ 自己株式の保有数  普通株式   145株 
 

 ４ 

         ――― 

 

※１ 貸出コミットメント 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行2行と当座貸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。 

当座貸越極度額 400,000千円 

借入実行残高 300,000千円 

差引額 100,000千円 

 

※２ 

         ――― 

※３ 

――― 

 ４ 偶発債務 

（1）債務保証 

 次の関係会社等について、金融機関からの借

入及び取引先への仕入債務に対し、債務保証を

行っております。 

保証先   金額（千円） 内容 

株式会社トラスト 
アクアサービス 

   72,500 借入債務

健繊株式会社 104,206 仕入債務

計 176,706 ― 
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(損益計算書関係) 

第15期 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

※１ 研究開発費の総額 22,467千円

 

※１ 研究開発費の総額 30,615千円

 
※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社からの受取配当金 4,750千円
 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社からの受取配当金 33,312千円

関係会社への支払利息 2,738千円
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

工具器具備品除却損 695千円

ソフトウェア除却損 688千円
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

ソフトウェア除却損 16,030千円

 
 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

第16期(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式(株) 145 706 30 821

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式の取得による増加        706株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   新株予約権の権利行使に充当       30株 

 

（リース取引関係） 

第15期(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

該当事項はありません。 

 

第16期(自平成17年11月１日 至平成18年10月31日) 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

第15期(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 104,201 726,083 621,882

 

第16期(自平成17年11月１日 至平成18年10月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 108,185 305,518 197,332

 

（税効果会計関係） 

第15期 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10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 

 (平成17年10月31日)
 

(流動資産) 

 繰延税金資産 

  未払事業税 1,717千円

  貸倒引当金損金算入限度超過額 67千円

 繰延税金資産計 1,785千円

(固定負債) 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金超過額 2,375千円

  その他有価証券評価差額金 1,494千円

投資有価証券評価損否認 418千円

 繰延税金資産計 4,289千円

 繰延税金負債 

  プログラム準備金 29,459千円

 繰延税金負債計 29,459千円

 繰延税金負債の純額 25,170千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (平成18年10月31日)
 

(流動資産) 

 繰延税金資産 

  未払事業税 1,043千円

  貸倒引当金損金算入限度超過額 12千円

 繰延税金資産計 1,056千円

(固定負債) 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金超過額 2,764千円

  投資有価証券評価損否認 545千円

減価償却超過額 4,080千円

 繰延税金資産計 7,389千円

 繰延税金負債 

  プログラム準備金 

  その他有価証券評価差額金 
25,464千円

488千円

 繰延税金負債計 25,952千円

 繰延税金負債の純額 18,563千円
  

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 

 

当事業年度は税引前当期純損失となったため記載

しておりません。 

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 40.69％

 永久に損金に算入されない項目 0.18％

 永久に益金に算入されない項目 △32.35％

 住民税均等割 10.10％

 その他  1.24％

 税効果会計適用後の法人税の負担率 19.86％
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（１株当たり情報） 

 
第15期 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

１株当たり純資産額 40,101円55銭 39,876円63銭

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失（△） 

△583円69銭 1,091円48銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

なお潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

当社は平成16年12月20日付をもって

普通株式1株を5株に分割しておりま

す。当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の平成16年10月期にお

ける１株当たり情報については以下の

とおりとなります。 

１株当たり純資産額 

 37,997円71銭

１株当たり当期純利益 
         440円52銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益    434円64銭

            1,087円75銭

 

 

 

 

  

（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は当期純損失金額(△)並びに潜在株式調整後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15期 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

 １株当たり純資産額  

  純資産の部の合計額(千円） － 1,119,815

  純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円） 

－ －

  普通株式に係わる期末の純資産額(千円) － 1,119,815

  期末の普通株式の数（株） － 28,082

  

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額
(△) 

 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △16,353 31,171

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 
又は当期純損失(△)（千円） 

△16,353 31,171

普通株式の期中平均株式数（株） 28,017 28,559

 

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） － 98

（うち新株予約権） －                          (98)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

平成15年1月24日定時株主総会
決議のストックオプション 

（新株予約権）普通株式 195株
及び平成17年1月26日定時株主
総会決議のストックオプショ
ン 

（新株予約権）普通株式1,144株
 

平成17年1月26日定時株主総会
決議のストックオプション 

（新株予約権）普通株式 923株
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（重要な後発事象） 

第15期 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

第16期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

 
 
 
 

――― 

 
 
 
 

――― 

 

    

（当期中の発行済株式数の増加） 

  ストックオプションの権利行使 

発行株式数     200株 

発行価額    23,490千円 

資本組入額   11,745千円 

 

 

 

2. 役員の異動 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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