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１．19 年 2月期の業績（平成 18 年 3月 1日～平成 19 年 2月 28 日） 

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

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
19 年 2 月期 

18 年 2 月期 

百万円   ％

2,870    （  15.6） 

2,482    （△ 1.8） 

百万円   ％

33   （△56.4） 

76   （ 361.0） 

百万円   ％

22  （△65.1）  

65  （ 576.8）  

 

 
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

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

 
19 年 2 月期 

18 年 2 月期 

百万円   ％

   35     （  0.6 ）

34     （   － ）

円 銭

16 92 

17 08  

円 銭

16 87 

16 87 

％ 

2.6   

2.6   

％ 

0.8  

2.2  

％

0.8 

2.6 

(注) 1．持分法投資損益 19 年 2 月期    －  百万円     18 年 2 月期     －  百万円 
2．期中平均株式数 19 年 2 月期  2,071,871 株       18 年 2 月期   2,039,173 株 

   3．会計処理の方法の変更   無 
   4．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

19 年 2 月期 

18 年 2 月期 

百万円 

2,992    

3,017    

百万円

1,347   

1,348   

％ 

45.0  

44.7  

円  銭

647  71 

655  70 

(注) 1．期末発行済株式数 19 年 2 月期 2,081,000 株   18 年 2 月期  2,056,500 株 
2．期末自己株式数  19 年 2 月期     －  株   18 年 2 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

 

19 年 2 月期 

18 年 2 月期 

百万円 

168    

128    

百万円

3   

△4   

百万円 

 △158   

64    

百万円

1,652   

1,638   

 

２．20 年 2月期の業績予想（平成 19 年 3 月 1日～平成 20 年 2月 29 日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

中 間 期 

通  期 

百万円 

1,621 

3,500 

百万円

43

150

百万円

21

65

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）31 円 35 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 その他 年間 

配当金総額 

(百万円） 

配当性向

(％) 

純資産配当

率(％) 

18 年２月期 ―  9.00  ― 9.00 ― 18.00 37 105.4 2.7

19 年２月期 ―  9.00  ― 9.00 ― 18.00 37 106.4 2.8

20 年２月期(予想） ―  ―  ― 18.00 ― 18.00  

※上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づく将来予測等を前提にしております。従って、

実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があることにご留意ください。なお、本業績予

想に関しては添付資料 6ページをご参照ください。 

－  － 
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1．企業集団の概況 
該当事項はありません。 

 
 
2．経営方針 
（1）経営の基本方針 

当社は、「使いやすさを追求したコンピュータハードウェアの提供を通じ、高度情報ネットワーク社会の急速

な発展に貢献する」を基本理念とし、サーバー等に接続するストレ－ジ（外部記憶装置）の開発、製造及び販

売を主力事業としております。 

近年のインターネットの普及やブロードバンド（高速通信）インフラの急速な発展を背景に、企業や個人が扱

うデジタルデータ量は年々増加しており、このようなデジタルデータを効率的に保存・管理する専用装置とし

てストレージの需要は今後ますます高まるものと思われます。 

このような状況のもと、当社は、分散型のサーバーシステムを構築している企業及び事業所を主要顧客とし、

機動的な製品供給体制によるコストパフォーマンスの高いストレージ関連機器や UNIX及び LINUXを始めとした

各種OSに対するスキルを生かしたサポートサービスを総合的に活用したデータ保存の効率化及びコストダウン

のためのソリューション提供を行うことを経営の基本方針としております。 

当社は、上記の基本方針に基づき、製品の開発、設計、品質管理及び販売に経営資源を集中し、製造の大部分

を外部に委託するファブレス型モデルを採用した専業メーカーとして、ユーザーニーズを的確に捉えたタイム

リーな製品供給を行うことで今後の事業拡大を図る方針であります。 

また、当社は、積極的かつタイムリーな企業情報の開示こそが証券市場における信頼獲得の要諦であると認識

しております。この基本認識に基づいて当社の IR 活動は、証券取引法その他の関連法規の遵守を踏まえ、会社

説明会の開催やインターネットを通じた当社ホームページからの情報発信等に積極的に取り組むことを基本方

針としております。 

 

（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重要な経営課題であると認識しており、安定的な経営基盤の確保と将来の事

業展開のための企業体質強化に配慮のうえ、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく研究開発活動及び設備投資

に活用していく方針であります。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引下げにつきましては、今後の株価動向を見たうえで業績、市況を勘案し、その効果並びに費用

等を検討しながら、株主利益の最大化を第一義として検討してまいりたいと考えております。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社は、今後の事業拡大及び競争力強化のためには、自己資本の充実による財務体質の改善及び強化が重要で

あると認識しており、内部留保の拡大のほか、時価発行増資等による資金調達手段の多様化に注力し、ROE（株

主資本利益率）を意識した適正な財務バランスの構築及び収益性の確保に努めてまいる方針であります。 

上記方針のもと、当社は中長期的な適正 ROE の目標水準を 20％に設定しております。 

 

 

－  － 
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（5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

今後のわが国経済は、原材料価格の高止まり等の懸念材料を抱えながらも、当面は景気回復基調が一層鮮明に

なるものと思われます。こうした経済環境の下、国内 IT関連投資は、サーバー市場を中心に民間企業の投資マ

インドが拡大するものと思われます。また、ストレージ市場におきましては、デジタルデータの増加に加えて

サーバー市場の活性化が追い風となり、好調な製造業を中心としたユーザーのストレージ投資拡大に弾みがつ

くことが期待されますが、一方でユーザーのコストパフォーマンス重視の姿勢強化や競争の激化など当社を取

り巻く経営環境は一層の厳しさを増すものと思われます。 

このような環境のもと、当社が今後取り組むべき課題は次のとおりであると認識しております。 

① 営業活動の強化 

・ 新たな事業市場への展開 

システムインテグレータや情報機器ベンダーという既存の顧客層に加え、独自製品の販売先として新たな

マーケットへの展開を目指します。 

このためには現有顧客に対して、協業関係をより強化することによって販売チャネルを広げていくこと

といたします。 

国内のみならず海外展開も視野に入れた市場の拡大を図る所存であります。 

 

・ 新たなストレージソリューションの提案強化 

当社は、ユーザーニーズに的確に対応したコストパフォーマンスの高い製品及びサービスの提供に注力し

てまいりました。当社はバックアップツールを組み合わせたストレージシステムの販売に注力するととも

に、コストパフォーマンスの高い大容量ストレージのニーズが強いレプリケーションシステムの拡販にも

取り組む方針であります。 

 

・ サポート体制の充実 

ユーザーサイドにおけるストレージ機器のシステム管理ニーズは年々高まりを見せており、当社において

も有償サポート契約収入は安定収益事業となってまいりました。当社は今後もサービス売上の拡大及び収

益性の向上を目指しており、具体的施策としてはサポート体制の質的拡充を図るため新たな保守サービス

メニューとして全国を対象とした 24 時間 365 日の保守サービスを開始しております。 

 

② 独自製品の開発強化 

半導体や液晶パネル等の製造装置や金融、医療端末等の故障による停止が許されない高度な可用性が求め

られる業種に対してコンピュータ内部に搭載されるミラーカードを産業装置メーカー向けに OEM 供給いた

します。 

このミラーカードはミラーリング機能（二台のハードディスクにデータを二重に書込み保持する）によ

って一台のハードディスクに故障が生じてもコンピュータの稼動を止めず、また、故障したハードディス

クを交換すれば自動的にミラーリングの状態に復帰する機能を有しております。 

 

③ コストダウンの推進 

自社開発の RAID（Redundant Arrays of Independent Disks)コントローラーの搭載や部材仕入れ単価の

見直し等による製造原価の逓減を図ると共に、社内管理システムを活用した納期管理の徹底や在庫管理能

力の向上による総合的なコストダウンの推進に取り組みます。 

    

－  － 
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（6）親会社等に関する事項 

当社は親会社等はありません。 

 

（7）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、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」に記載しております。 

 

（8）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）経営成績 

①当事業年度の概況 

当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰、円安の継続、米国景気の減速不安などの懸念材料は

みられたものの、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、個人消費も弱含みながら安定的に推移し、ま

た、雇用情勢にも改善がみられるなど全体的に穏やかな回復基調で推移いたしました。   

 

   国内ストレージ市場においては、メインフレームへの設備投資の減少の影響により全体としてはまだまだ

回復途上にあるもののソフトウェアやサービスに関しては確実に需要の高まりをみせております。 

  ハードウェアに関してもメインフレームを除く低価格のストレージ市場では低価格大容量の外付け型ディス

クシステムは、年率二桁成長を示しており、特に 100 万円以下の低価格のネットワーク対応型ストレージの

需要は高まってきております。 

  また、金融商品取引法の施行や企業の情報管理についての意識の高まりによって情報の保管機能の必要性か

らも企業や官公庁でのストレージへの投資意欲は高まりをみせております。 

 

このような環境の下、当社は昨年７月 11 日のソリューション営業部の新設によるハードウェアとソフトウ

ェアを一体にしたソリューション営業展開や24時間365日の保守サービスによる保守サービスメニューの拡

充等の営業施策を講じてまいりました。 

 

その結果、当事業年度の売上高は 2,870,423 千円（前年同期比 15.6%増）となりました。このうちストレ

ージ本体を中心とした製品売上高は 2,012,650 千円（同 6.2%増）でありました。これは、製品単価が上昇し

た大容量主力モデルの需要が堅調であったこと、ユーザーニーズに対応したソリューションビジネス等の強

化を図ったことによるものであります。また、商品売上高はソリューションビジネスによる他社製品との組

み合わせタイプのストレージシステムの販売が好調に推移したことによる増加で446,844千円（同119.4%増）

となり、サービス売上高は新規・リピート契約共に引き続き好調な需要に支えられたことにより 410,928 千

円（同 7.0％増）となりました。一方、損益面につきましては、たな卸資産の評価替等により利益率が低下

し、更に期中において営業及び技術要員の強化(7 名)並びに研究開発費の積極的な投入に努めた結果販売費

及び一般管理費が前年を上回り、経常利益は、22,939 千円(同 65.1%減)となりました。当期純利益について

は保有株式の一部売却による投資有価証券売却益 40,435 千円を特別利益に計上した結果 35,054 千円（同

0.6%増）となりました。 

 

 

（2）財政状態 

①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、税引前当期純利益及びたな卸資産の

減少等により営業活動によるキャッシュ・フローが前事業年度より増加した一方、長期借入金の返済による

財務活動の支出等により、前期末に比べ 13,890 千円増加し 1,652,488 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） 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は 168,302 千円（前年同期比 30.8%増）となりました。 

これは主に、税引前当期純利益 63,374 千円、減価償却費 50,790 千円、たな卸資産の減少 123,393 千円、

－  － 
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仕入債務の増加 72,168 千円等の収入に対し、売上債権の増加 95,788 千円、法人税等の支払額 46,185 千円等

の支出があったこと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） 

当事業年度において投資活動の結果得られた資金は 3,871 千円（前事業年度は 4,426 千円の支出）となり

ました。 

これは主に設備投資による有形固定資産の取得 24,309 千円等の支出に対し、投資有価証券の売却による収

入 30,090 千円があったこと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） 

当事業年度において財務活動の結果支出した資金は 158,283 千円（前事業年度は 64,252 千円の収入）とな

りました。 

これは主にストックオプション行使に係る株式の発行による収入 9,740 千円に対し長期借入金返済による

純支出額 130,888 千円、配当金の支払額 37,135 千円があったことによるものであります。 

 

キャッシュ・フローに関する各指標は次のとおりであります。 

決算期 平成 17 年 2月期 平成 18 年 2月期 平成 19 年 2月期 

自己資本比率（％） 46.3 44.7 45.0

時価ベースの自己資本比率（％） 52.4 69.4 41.6

債務償還年数（年） － 9.5 6.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 7.8 9.3

（注）１．各指標の算出式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 

２．各指標は財務数値に基づき算出しております。 

３．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。 

４．有利子負債は、貸借対照表に記載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、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

５．平成 17年２月期の債務償還年数（年）及びインタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）は、営業活

動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 
（3）次期の見通し 

今後のわが国経済は、国内ストレージ市場は、「金融商品取引法」の施行及び国内の IT 関連投資の増加を背

景に需要は引き続き堅調に推移するものの、一方で単価下落も進行するものと予想されます。 

当社といたしましては、主要代理店との連携強化並びにＯＥＭ製品の推進、ユーザー用途に適応した独自製品

の開発及びミラーカード等の新規事業の営業展開による売上高の拡大及び製造経費を中心としたコストダウン

に取り組む方針であります。 

以上を踏まえ、次期の業績の見通しにつきましては、売上高 3,500 百万円（前期比 21.9％増）、経常利益 

150 百万円（同 553.9％増）、当期純利益は 65 百万円（同 86.2％増）を見込んでおります。 
 

－  － 
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（4）事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開その他に関する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。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回避及び発生した場合の対応

に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて

慎重に判断した上で行われる必要があると考えております。 

また、以下の記載は、将来に関する事項も含め入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、当社株式

への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点ご留意ください。 

 

① 製造を外部委託していることについて 

当社は製品の開発、設計、品質管理及び販売に経営資源を集中し、製造については大部分を外部に委託す

るファブレス型のモデルを採用しております。RAID の主要構成部材（コンポーネンツ）は、ハードディス

ク・コントローラ・メモリー・電源装置等いずれも高度に規格化・標準化された部品であり、当社はこれ

らの部材をそれぞれの専業メーカーからの供給に依存しております。当社はこれら部材の調達を特定の会

社に集中しないよう国内外のメーカーとの間で資材調達ネットワークを構築しておりますが、将来、部材

市況価格の急激な上昇や調達先の経営悪化、供給能力ダウン及び品質問題の発生等により当社の部材調達

に支障が発生し、当社が適切な時期に製品出荷ができなくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

また、当社は、現在のところ主に筐体の製作や部材の取り付け等の比較的単純な加工作業を外注先に委託

しております。当該加工作業については、作業の性格上代替先の確保に格別の困難は生じないと考えられ

ますが、将来当社の外注先の経営悪化、製造能力及び品質問題の発生等により当社製品の出荷遅延又は停

止等の事態が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 主力製品への依存度が高いことについて 

当社のストレージ製品売上高は、平成 19 年 2月期の当社売上高の 70.1％を占めており、同製品への依存

度が高い収益構造となっております。 

当社の主力とする中規模ストレージ機器は、主に企業の情報処理システムの中枢を担うサーバーコンピュ

ータに接続する専用の外部記憶装置であることから、当社の業績は国内サーバー市場の動向に影響を受け

ます。従って、不況の長期化等により企業の情報関連投資意欲が減退して国内サーバ－需要が減少した場

合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、ストレージ機器は技術革新が激しいため、製品のライフサイクルが１～1.5 年程度と比較的短い傾

向にあります。当社は機動的な資材調達ネットワークの構築と需要予測に基づいたきめ細かな発注ロット

管理により在庫を必要最小限にとどめるための諸施策を講じておりますが、需要予測の見誤り、他社新製

品の投入等により当社製品在庫の陳腐化が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

ストレージ関連機器は、デジタル社会の発展に伴うデータ量の増大と、日本版 SOX 法に代表される法規制

強化への対応による企業の保存データ量の増大を主要因として、今後の成長が期待される分野であります。

現在のところ中規模のストレージ機器を専業とするメーカーは少数でありますが、将来大手メーカー等多

数の競合会社が当市場に参入してきた場合には、その参入状況によっては当社の製品競争力・価格競争力

が低下し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

－  － 

 
7



③ 為替変動の影響について 

当社の仕入額のうち、輸入仕入が占める割合は低いものの、輸入仕入額の多くは外貨建てであります。 

今後輸入仕入の比率が高まった際は、外国為替相場の変動による外貨決済の影響を回避するため、仕入決

済を実需に基づく為替予約等により為替リスクヘッジを行う予定ではありますが、すべての影響を回避す

ることができず、当社の業績がその影響を受ける可能性があります。また、為替変動による輸入価格上昇

により、価格競争力が低下し、販売活動に影響を及ぼす可能性があります。 

－  － 
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４．財務諸表等 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  第24期 
（平成18年２月28日） 

第25期 
（平成19年２月28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 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,638,598 1,652,488  13,890

２．受取手形  82,864 89,202  6,338

３．売掛金  640,652 730,102  89,449

４．商品  19,331 13,326  △6,005

５．製品  44,217 23,827  △20,389

６．原材料  221,136 132,789  △88,347

７．仕掛品  109,152 95,973  △13,179

８．前渡金  1,219 2,489  1,270

９．前払費用  6,108 7,378  1,270

10．繰延税金資産  12,491 32,470  19,978

11．未収入金  － 43,983  43,983

貸倒引当金  △141 △141  ―

流動資産合計  2,775,630 92.0 2,823,890 94.4 48,259

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  105,296 105,296   

減価償却累計額  52,416 52,879 54,796 50,499  △2,379

(2) 工具器具備品  142,864 169,887   

減価償却累計額  105,210 37,654 127,920 41,967  4,313

有形固定資産合計  90,533 3.0 92,467 3.1 1,933

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  63,014 40,786  △22,227

(2) 電話加入権  858 858  

無形固定資産合計  63,872 2.1 41,644 1.4 △22,227

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  77,213 30,182  △47,030

(2) 出資金  100 －  △100

(3) 長期前払費用  3,476 2,868  △608

(4) その他  6,778 1,750  △5,028

投資その他の資産合計  87,568 2.9 34,800 1.1 △52,767

固定資産合計  241,974 8.0 168,913 5.6 △73,061

資産合計  3,017,605 100.0 2,992,803 100.0 △24,801

    

 

－  － 
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  第24期 
（平成18年２月28日） 

第25期 
（平成19年２月28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 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  336,152 408,321  72,168

２．一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 543,028 549,048  6,020

３．未払金  36,014 33,381  △2,633

４．未払費用  － 1,397  1,397

５．未払法人税等  34,938 34,350  △588

６．未払消費税等  11,272 19,708  8,436

７. 前受金  34 1,412  1,378

８．預り金  4,310 5,014  704

９．製品保証引当金  14,650 45,206  30,556

10．その他  1,104 1,206  101

流動負債合計  981,505 32.5 1,099,046 36.7 117,540

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  677,592 540,684  △136,908

２．繰延税金負債  10,052 5,179  △4,873

固定負債合計  687,644 22.8 545,863 18.3 △141,781

負債合計  1,669,150 55.3 1,644,910 55.0 △24,240

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ＊1 491,440 16.3 － － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  603,490 －   

資本剰余金合計  603,490 20.0 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  18,562 －   

２．任意積立金    

(1）別途積立金  170,000 －   

３．当期未処分利益  47,891 －   

利益剰余金合計  236,454 7.8 － － －

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

＊2 17,070 0.6 － － －

資本合計  1,348,454 44.7 － － －

負債・資本合計  3,017,605 100.0 － － －

    

－  － 
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  第24期 
（平成18年２月28日） 

第25期 
（平成19年２月28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 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  － － 496,310 16.6 －

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 608,360   

資本剰余金合計  － － 608,360 20.3 －

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  － 18,562   

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  － 170,000   

繰越利益剰余金  － 45,709   

利益剰余金合計  － － 234,271 7.8 －

株主資本合計  － － 1,338,941 44.7 －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金 

 － 8,952  

評価・換算差額等合計  － － 8,952 0.3 －

純資産合計  － － 1,347,893 45.0 －

負債純資産合計  － － 2,992,803 100.0 －

    

－  － 
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②【損益計算書】 

  第24期 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28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 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

    

Ⅰ 売上高    

１．製品売上高  1,894,725 2,012,650   

２．商品売上高  203,670 446,844   

３．サービス売上高  384,042 2,482,439 100.0 410,928 2,870,423 100.0 387,983

Ⅱ 売上原価    

１．製品売上原価    

(1）期首製品たな卸高  29,572 44,217   

(2）当期製品製造原価  1,521,682 1,522,434   

合計  1,551,255 1,566,651   

(3) 他勘定振替高 ＊1 3,816 1,958   

(4）期末製品たな卸高  44,217 23,827   

(5) 原材料低価法 
評価損 

 － 2,980   

製品売上原価  1,503,221 1,543,845   

２．商品売上原価    

(1）期首商品たな卸高  20,897 19,331   

(2）当期商品仕入高  174,370 365,555   

合計  195,267 384,886   

(3) 他勘定振替高 ＊1 7,963 5,779   

(4）期末商品たな卸高  19,331 13,326   

商品売上原価  167,972 365,780   

３．サービス売上原価    

(1)サービス売上原価  75,788 1,746,982 70.4 133,422 2,043,048 71.2 296,066

売上総利益  735,456 29.6 827,374 28.8 91,917

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊2,3 658,965 26.5 794,022 27.6 135,056

営業利益  76,491 3.1 33,351 1.2 △43,139

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  16 1,099   

２．受取配当金  2,158 1,619   

３．為替差益  1,634 688   

４．協賛金収入  1,800 100   

５．保険解約益  － 3,778   

６．その他  956 6,565 0.2 1,064 8,349 0.3 1,784

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  16,551 18,134   

２．支払保証料  29 －   

３．その他  802 17,383 0.7 628 18,762 0.7 1,378

経常利益  65,673 2.6 22,939 0.8 △42,734

－  － 
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第24期 

（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28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 
（％） 

比較増減 
(△印は減)

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  － － － 40,435 40,435 1.4 40,435

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ＊4 1,990 1,990 0.1 － － － △1,990

税引前当期純利益  63,682 2.5 63,374 2.2 △308

法人税、住民税及び 
事業税 

 35,700 47,600   

法人税等調整額  △6,856 28,843 1.1 △19,280 28,319 1.0 △523

当期純利益  34,838 1.4 35,054 1.2 215

前期繰越利益  31,561 －  －

中間配当金  18,508 －  －

当期未処分利益  47,891 －  －

    

－  － 
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製造原価明細書 

  
第24期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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  1,295,404 83.0 1,293,712 85.3

Ⅱ 労務費  111,315 7.1 88,389 5.8

Ⅲ 経費 ＊1 153,928 9.9 135,231 8.9

当期総製造費用  1,560,648 100.0 1,517,333 100.0

期首仕掛品たな卸高  74,778 109,152 

合計  1,635,427 1,626,486 

期末仕掛品たな卸高  109,152 95,973 

他勘定振替高 ＊2 4,592 8,079 

当期製品製造原価  1,521,682 ― 1,522,434 ―

 

－  － 
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（脚注） 
第24期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

原価計算の方法は個別原価計算による実際原価計

算であります。なお、当社は製品原価の算定にあた

り予定原価を使用しておりますが、当期は比較的多

額の原価差額が発生したため、これを売上原価と期

末たな卸資産に配賦調整しております。 

  その配賦先及び配賦額は次のとおりであります。

配賦先 配賦額 

期末仕掛品たな卸高 4,152千円 

期末製品たな卸高 2,365 

製品売上原価 99,941 

 

 

原価計算の方法は個別原価計算による実際原価計

算であります。なお、当社は製品原価の算定にあた

り予定原価を使用しておりますが、当期は比較的多

額の原価差額が発生したため、これを売上原価と期

末たな卸資産に配賦調整しております。 

  その配賦先及び配賦額は次のとおりであります。

配賦先 配賦額 

期末仕掛品たな卸高 1,884千円 

期末製品たな卸高 662 

製品売上原価 52,767 

 

 

＊１．経費の内訳は次のとおりであります。 
外注加工費 14,878千円 

ライセンス料 26,000 

減価償却費 30,973 

消耗品費 22,702 

地代家賃 12,444 

その他 46,929 

計 153,928  

＊１．経費の内訳は次のとおりであります。 
外注加工費 5,305千円 

ライセンス料 28,000 

減価償却費 24,371 

消耗品費 25,120 

地代家賃 12,444 

その他 39,990 

計 135,231  

＊２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 1,069千円 

工具器具備品 2,187 

その他 1,335 

計 4,592 

 

＊２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 2,591千円 

工具器具備品 1,320 

その他 4,166 

計 8,079 

 

 

－  － 
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サービス売上原価明細書 

  
第24期 

（自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日） 

第25期 
（自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28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  17,389 23.0 20,432 15.3

Ⅱ 労務費  35,500 46.8 38,357 28.8

Ⅲ 外注サービス費他  22,898 30.2 74,632 55.9

サービス売上原価  75,788 100.0 133,422 100.0

 

 

－  － 
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③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

株主資本 

資本剰余金 項 目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成 18年２月 28日残高（千円） 491,440 603,490 603,490

事業年度中の変動額 

新株の発行 4,870 4,870 4,870

剰余金の配当 － － －

当期純利益 － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 4,870 4,870 4,870

平成 19年２月 28日残高（千円） 496,310 608,360 608,360

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 

株主資本 

合計 

平成 18年２月 28日残高（千円） 18,562 170,000 47,891 236,454 1,331,384

事業年度中の変動額  

新株の発行 － － － － 9,740

剰余金の配当 － － △37,237 △37,237 △37,237

当期純利益 － － 35,054 35,054 35,054

事業年度中の変動額合計（千円） － － △2,182 △2,182 7,557

平成 19年２月 28日残高（千円） 18,562 170,000 45,709 234,271 1,338,941

 

評価・換算差額等 
項 目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合

計 

平成 18年２月 28日残高（千円） 17,070 17,070 1,348,454

事業年度中の変動額  

新株の発行 － － 9,740

剰余金の配当 － － △37,237

当期純利益 － － 35,054

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） △8,118 △8,118 △8,118

事業年度中の変動額合計（千円） △8,118 △8,118 △561

平成 19年２月 28日残高（千円） 8,952 8,952 1,347,893

－  － 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第24期 

（自 平成17年３月１日
  至 平成18年２月28日）

第25期 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日） 

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
比較増減 
(△印は減)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  63,682 63,374  

減価償却費  60,125 50,790  

受取利息及び受取配当金  △2,174 △2,718  

支払利息  16,551 18,134  

支払保証料  29 ―  

投資有価証券売却益  ― △40,435  

製品保証引当金の増加額(減少△)  4,712 30,556  

固定資産除却損  1,990 ―  

その他営業外収益  △4,391 △5,631  

その他営業外費用  832 713  

売上債権の減少額(増加△)  86,405 △95,788  

たな卸資産の減少額（増加△）  △100,363 123,393  

仕入債務の増加額(減少△)  65 72,168  

未払消費税等の増加額(減少△)  10,865 8,436  

その他資産の減少額(増加△)  3,750 2,963  

その他負債の増加額(減少△)  5,098 △1,156  

小計  147,181 224,800 77,619 

利息及び配当金の受取額  2,174 2,718  

利息の支払額  △16,415 △18,034  

その他営業外収益の受取額  3,743 5,631  

その他営業外費用の支払額  △682 △628  

法人税等の支払額  △7,377 △46,185  

営業活動によるキャッシュ・フロー  128,623 168,302 39,678 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △252 △264  

投資有価証券の売却による収入  ― 30,090  

有形固定資産の取得による支出  △9,534 △24,309  

無形固定資産の取得による支出  △4,540 △1,744  

出資金の解約による収入  9,900 100  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,426 3,871 8,298 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入れによる収入  650,000 590,000  

長期借入金の返済による支出  △567,386 △720,888  

株式の発行による収入  18,149 9,740  

配当金の支払額  △36,511 △37,135  

財務活動によるキャッシュ・フロー  64,252 △158,283 △222,536 

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  188,449 13,890 △174,559 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,450,148 1,638,598 188,449 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,638,598 1,652,488 13,890 

     

 

－  － 
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⑤【利益処分計算書】 

  第24期 
株主総会承認日 

（平成18年５月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  47,891 

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金  18,508 18,508 

Ⅲ 次期繰越利益  29,383 

   

 
 

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
第24期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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）を採用しております。 

 

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）を採用しております。 

 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品・原材料・仕掛品 

移動平均法による低価法を採用してお

ります。 

 

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（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

あります。 

 建物     50年 

 工具器具備品 ２年～８年 

(2)無形固定資産 

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

づく定額法を採用しております。 

(3)長期前払費用 

定額法を採用しております。 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

        同左 

 

 

(3)長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(2)      ――― 

 

(1)      ――― 

 

 

(2)株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 

－  － 
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項目 
第24期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(2)製品保証引当金 

製品の保証期間中の費用の支出に備

えるため、過年度の実績を基礎に将来の

保証見込額を加味して計上しておりま

す。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2)製品保証引当金 

同左 

 

 

 

（追加情報） 

契約時に一括して売上計上している有

償保守契約については、従来、有償保守

契約と同時に保守の外注先との契約も行

い外注費を支払っておりましたが、外注

先との契約形態の一部変更により、保守

の実績に応じて外注費を支払うケースが

増加していることから、当事業年度より

将来発生が見込まれる外注費等について

も製品保証引当金の対象に含めておりま

す。これにより、売上原価は34,388千円

増加し、売上総利益、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は34,388千円減

少しております。 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

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 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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 

 

 

 

 

－  － 
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重要な会計方針の変更 

第24期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第25期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,347,893

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

－  － 
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 追加情報 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 15 年

法律第９号）が平成 15 年３月 31 日に公布され、平

成16年４月１日以降に開始する事業年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度か

ら、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成 16

年２月 13 日企業会計基準委員会実務対応報告第 12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が 5,117 千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

5,117 千円減少しております。 

――― 

 

 

 注記事項 

（貸借対照表関係） 

第24期 
（平成18年２月28日） 

第25期 
（平成19年２月28日） 

＊１．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 6,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 2,056,500株 

＊１．         ――― 

 

＊２．配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産が17,070千円増加

しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規定に

より、配当に充当することが制限されております。 

 

＊２．         ――― 

  

 ３．受取手形裏書譲渡高 

                        24,012千円 

 

 ３．受取手形裏書譲渡高 

                        11,409千円 

 

－  － 
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（損益計算書関係） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

＊１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 ① 製品 

 ② 商品 

 
 

研究開発費 792千円

工具器具備品 1,361 

その他 1,662 

合計 3,816 

研究開発費 164千円

工具器具備品 6,731 

その他 1,066 

合計 7,963 

＊１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 ① 製品 

 ② 商品 

 
 

 

工具器具備品 894千円

その他 1,063 

合計 1,958 

研究開発費 369千円

工具器具備品 2,313 

その他 3,096 

合計 5,779 

＊２．販売費に属する費用のおおよその割合は31％、一

   般管理費に属する費用のおおよその割合は69％で

   あります。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 

給料手当 267,545千円

広告宣伝費 65,917 

研究開発費 102,983 

地代家賃 36,454 

減価償却費 22,911 

  

＊２．販売費に属する費用のおおよその割合は31％、一

   般管理費に属する費用のおおよその割合は69％で

   あります。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 

給料手当 316,682千円

広告宣伝費 63,598 

研究開発費 178,233 

地代家賃 36,454 

減価償却費 20,179 

  

＊３．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は102,983千円 

であります。 

 

 

＊３．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は178,233千円 

であります。 

 

 

＊４．固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。

 
 

 工具器具備品 1,990千円

＊４．         ――― 

 

 

－  － 
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(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 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（株） 

当事業年度 

増加株式数（株）

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式（注）  2,056,500 24,500 ― 2,081,000

合  計 2,056,500 24,500 ― 2,081,000

自己株式  

普通株式 ― ― ― ―

合  計 ― ― ― ―
 

（注）普通株式の株式数の増加 24,500 株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 
 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 

３. 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株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18 年５月 29 日
定時株主総会 

普通株式 18,508 9 平成18年２月28日 平成 18 年５月 29 日

平成18年 10月 10日
取締役会 

普通株式 18,729 9 平成18年８月31日平成 18年 11月 10 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 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成 19 年５月 28 日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 18,729 9 平成19年２月28日 平成 19 年５月 28 日

 
 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び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２月28日現在） 

現金及び預金勘定 1,638,598千円 

現金及び現金同等物 1,638,598 
 

（平成19年２月28日現在） 

現金及び預金勘定 1,652,488千円 千

現金及び現金同等物 1,652,488 
 

－  － 
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（リース取引関係） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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

当額及び期末残高相当額 
 

 
取
当

（

期
当

得価額相
額 
（千円）

減価償却累
計額相当額
千円） 

末残高相
額 
（千円）

車 1 7両運搬具 2,684 ,610 5,073

合 1 7計 2,684 ,610 5,073

  

 

 
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）

車両運搬具 12,684 10,147 2,536

合計 12,684 10,147 2,536

  
(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 2,697千円

１年超 2,858 

合計 5,556 
  

 
１年内 2,858千円

１年超 ― 

合計 2,858 
  

(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 2,946千円

減価償却費相当額 2,536 

支払利息相当額 409 
  

 
支払リース料 2,946千円

減価償却費相当額 2,536 

支払利息相当額 248 
  

(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。 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(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

ては級数法によっております。 

 

(5）利息相当額の算定方法 

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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（有価証券関係） 

１. その他有価証券で時価のあるもの 
第24期（平成18年２月28日） 第25期（平成19年２月28日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

(1）株式 48,426 77,213 28,786 15,086 30,182 15,096

(2）債券   

① 国債・地方
債等 

― ― ― ― ― ―

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

合計 48,426 77,213 28,786 15,086 30,182 15,096

 
 

２. 当事業年度中に売却したその他有価証券 
第24期 

（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日） 
区分 

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） 

株式 ― ― ― 74,040 40,435 ―

合計 ― ― ― 74,040 40,435 ―

 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

第 24 期（自平成 17 年３月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 当社は、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。 

 

第 25 期（自平成 18 年３月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 当社は、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。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

退職金規程に基づき確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度及び厚生年金基金制度とし

て「関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金（総合設立型）」に加入しております。 

尚、中小企業退職金共済制度については平成 18 年 8月末を以って退会しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

第 24 期 
（平成 18 年２月 28 日） 

第 25 期 
（平成 19 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 同左 

（注）厚生年金基金の年金資産残高のうち、加入人員比に基づく当社の平成 18 年２月 28 日現在における年金資

産残高は 106,534 千円、平成 19 年２月 28 日現在における年金資産残高は 125,821 千円であります。 

 

３．退職給付費用の内訳 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 

勤務費用 22,928 千円 

退職給付費用 22,928 
 

 

勤務費用 17,533 千円 

退職給付費用 17,533 
 

 

 

－  － 
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（ストックオプション等関係） 

当事業年度（自 平成 18 年３月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

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 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 13 年４月 26 日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
取締役    ３名 
従業員の一部 24 名 

株式の種類及び付与数（株） （注） 普通株式  35,000 

付与日 平成 13 年５月 17 日 

権利確定条件 
付与日（平成 13 年５月 17 日）から権利確定日（平成
15 年９月１日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 平成 13 年５月 17 日 ～ 平成 15 年８月 31 日 

権利行使期間 平成 15 年９月 １日 ～ 平成 18 年８月 31 日 

 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 14 年２月 27 日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
取締役    １名 
従業員の一部 37 名 

株式の種類及び付与数（株） （注） 普通株式 106,000 

付与日 平成 14 年２月 28 日 

権利確定条件 
付与日（平成 14 年２月 28 日）から権利確定日（平成
16 年９月１日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 平成 14 年２月 28 日 ～ 平成 16 年８月 31 日 

権利行使期間 平成 16 年９月 １日 ～ 平成 19 年８月 31 日 

（注）当社は平成 14 年５月 23 日付で株式１株を５株にする株式分割を行っておりますが、株式の付与数は、株

式分割考慮後の株式数により記載しております。 

－  － 
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック･オプションの数 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年４月26日 平成14年２月27日 

権利確定前   

期首（株）                ―                ― 

付与（株）                ―                ― 

失効（株）                ―                ― 

権利確定（株）                ―                ― 

未確定残（株）                ―                ― 

権利確定後                     

期首（株）                     500               27,000 

権利確定（株）                ―                ― 

権利行使（株）               500              24,000 

失効（株）                ―               3,000 

未行使残（株）                ―                 ― 

（注）当社は平成 14 年５月 23 日付で株式１株を５株にする株式分割を行っておりますが、ストック・オプショ

ンの数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。 

 
② 単価情報 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年４月26日 平成14年２月27日 

権利行使価格（円）           280               400 

行使時平均株価（円）            695               695 

付与日における公正な評価単価（円）             ―                 ― 

－  － 
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（税効果会計関係） 

第24期 
（平成18年２月28日） 

第25期 
（平成19年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債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主な原因別の内訳
 
（

製 5,

未 4,

た 2,

減 1,

そ 36

 14

繰延税金資産） 

品保証引当金繰入額否認 962千円

払事業税 361 

な卸資産評価損否認額 167 

価償却超過額 296 

の他償却超過額 6 

 繰延税金資産合計 ,154 

  

（  

そ 11

繰 11

繰延税金負債） 

の他有価証券評価差額金 ,716千円

延税金負債合計 ,716 

繰 2,延税金資産の純額 438 
  

 
（

製 18

未 3,

た 10

減 59

そ 36

 33

繰延税金資産） 

品保証引当金繰入額否認 ,398千円

払事業税 348 

な卸資産評価損否認額 ,723 

価償却超過額 8 

の他償却超過額 6 

 繰延税金資産合計 ,435 

  

（  

そ 6,

繰 6,

繰延税金負債） 

の他有価証券評価差額金 144千円

延税金負債合計 144 

繰 27延税金資産の純額 ,290 
  

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 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6 

住民税等均等割 3.0 

修正申告による税額 1.9 

その他 △1.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3 
 

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 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 

住民税等均等割 3.0 

その他 △0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7 
 

  

 
（持分法損益等） 

第 24 期（自平成 17 年３月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

第 25 期（自平成 18 年３月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

－  － 
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（発行済株式の増加） 
第24期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１．第1回新株予約権の権利行使（平成17年7月15日）

  発行株式数      2,500株 

  行使価格        280円 

  資本組入額       140円 

２. 第2回新株予約権の権利行使（平成17年7月15日）

  発行株式数      44,000株 

  行使価格        400円 

  資本組入額       200円 

 

１．第1回新株予約権の権利行使（平成18年7月14日）

  発行株式数       500株 

  行使価格        280円 

  資本組入額       140円 

２. 第2回新株予約権の権利行使（平成18年7月14日）

  発行株式数     24,000株 

  行使価格        400円 

  資本組入額       200円 

 

 

（関連当事者との取引） 

第 24 期（自平成 17 年３月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

第 25 期（自平成 18 年３月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

－  － 
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（１株当たり情報） 

項目 
第24期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１株当たり純資産額 655.70円 647.71円 

１株当たり当期純利益 17.08円 16.92円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 16.87円 16.87円 

（注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。 

 
第24期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第25期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 34,838 35,054 

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） 34,838 35,054 

期中平均株式数（株） 2,039,173 2,071,871 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） 26,568 6,316 

うち新株予約権（旧商法第280条ノ19の

規定に基づくもの） 
(26,568) (6,316) 

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 

― ― 

 

 

（重要な後発事象） 

第24期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第25期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

－  － 
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績 

 当社の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

第25期 
（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

品目別 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ストレージ本体 1,673,236 101.3 

周辺機器 291,277 95.9 

合計 1,964,513 100.5 

 （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）商品仕入実績 

 当社の商品仕入実績は、次のとおりであります。 

第25期 
（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

品目別 

金額（千円） 前年同期比（％） 

商品 365,555 209.6 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3）受注状況 

 当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

 
(4）販売実績 

 当社の販売実績を品目別に区分して示すと、次のとおりであります。 

第25期 
（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

品目別 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ストレージ本体 1,717,272 108.1 

周辺機器 295,378 96.4 

製品計 2,012,650 106.2 

商品 446,844 219.4 

サービス 410,928 107.0 

合計 2,870,423 115.6 

 （注）1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

 

 

 

 

－  － 

 
34



 

６．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。 

 

 
 

以上 

－  － 
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