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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 15,501 16.9 972 110.4 965 31.9 615 146.7

18年３月期 13,263 4.5 462 69.5 732 147.2 249 92.3

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 70 95 69 37 10.7 9.4 6.3

18年３月期 25 91 25 57 4.6 7.9 3.5

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 10,882 6,358 54.9 686 06

18年３月期 9,692 5,518 56.9 635 10

（参考）自己資本 19年３月期 5,977百万円 18年３月期 5,518百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 771 70 △277 4,766

18年３月期 1,167 351 △304 4,202

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 － － 7 50 7 50 65 28.9 1.2
19年３月期 － － 12 00 12 00 105 16.9 1.8

20年３月期（予想） 6 00 6 00 12 00 － 20.9 －

   (注）19年３月期期末配当金の内訳　記念配当金２円50銭

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 7,600 14.1 250 97.1 250 100.6 120 431.1 13 48

通　期 16,500 6.4 1,000 2.9 1,000 3.6 510 △17.1 57 30

   (注）１株当たり当期純利益につきましては、平成19年３月期期末発行済株式数（自己株式を含む）に基づき算出して

おります。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 （注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 8,900,000株 18年３月期 8,900,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 187,524株 18年３月期 247,988株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 8,101 23.4 502 480.3 551 52.5 466 340.9

18年３月期 6,564 △7.7 87 △0.1 361 159.1 106 1.2

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

円 銭 円 銭

19年３月期 53 76 52 56

18年３月期 10 41 10 27

(2）個別財政状態

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

19年３月期 8,503 5,667 66.6 650 48

18年３月期 7,559 5,350 70.8 616 67

（参考）自己資本 19年３月期 5,667百万円 18年３月期 5,350百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 4,000 20.1 100 152.5 120 60.6 70 54.2 7 87

通  期 8,600 6.2 450 △10.4 480 △12.9 280 △39.9 31 46

 (注）１株当たり当期純利益につきましては、平成19年３月期期末発行済株式数（自己株式を含む）に基づき算出してお

ります。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載しております売上高及び利益の業績予想は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な

情報等による判断及び仮定により算出しております。従いまして、今後の経済情勢、事業運営における内外の状況

変化等により、実際の売上高及び利益は今回予想とは異なる場合がありますのでご承知おき下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　わが国経済は順調に回復を続けており、各企業では売上高の増加に伴って企業収益の改善が進んでおります。この

ような環境の中、各企業は収益構造の改善に伴う潤沢なキャッシュフローを背景に活発に設備投資を行っております。

これまでの大企業・製造業を中心とした設備投資の増加が、製造業から非製造業、さらには大企業から中小企業にま

で広がりつつあり、今後も息の長い投資需要が見込まれると考えられます。

　　このような中、当社グループにおいては、上記の経済環境の変化のみならず、当社のマーケットに生じている外部

環境変化を機敏に捉え、業績を伸ばすことが出来ました。具体的には、会社法や日本版ＳＯＸ法の施行に備える「企

業の内部統制システム」に関するコンサルティング・ニーズ、更には、金融業界における基幹システム増強ニーズ等

であります。当社グループでは、これらの顧客ニーズに正面から向き合い、品質面や価格面での厳しい要請に応え、

「顧客の利益増加に貢献する」をモットーに顧客満足度の極大化に努めてまいりました。

　当期の業績につきましては、以下の方針にて対処いたしました結果、当初の目標を大幅に上回る結果を達成いたし

ました。

 ① 営業力基盤の強化

　平成17年12月28日に日立ソフトウェアエンジニアリング㈱と資本・業務提携を結び協業推進を図ってまいりました

が、両社の得意分野を相互補完するとともに、顧客基盤・サービスも補完できる体制が整いつつあり、協業は順調に

推移しております。受注目標も両社で10億円を超える規模に成長しており、今後も更なる成果が期待できます。また、

同社との統合ソリューションの開発にも傾注しております。

　当期は内部統制コンサルティングが大きく飛躍いたしましたが、それと同時に新規顧客との接点も新たに発生いた

しましたので、取引を継続するとともに次のステップとして顧客の全体最適化のためのIT戦略を関連部門が組織横断

的にかかわって検討し、顧客に対する営業戦略を練るようにしております。また、内部統制コンサルティングを通し

て新たなソリューションが拡充してまいりましたので、それを今後大きく展開していく予定です。

 ② 収益力の強化

　赤字プロジェクトの発生を防止するためにプロジェクト管理を徹底するとともに、営業部門、コンサル部門、開発

部門が連携を密にし、受注時利益の確保とリスク回避のための改善活動を組織的に推進してまいりました。その結果

として大きな赤字プロジェクトは発生せず、多大な成果を上げております。

　また、生産性向上の施策としてパートナー企業との連携を積極的に推進してまいりました。今後はオフショア開発

の比重を高める等、更なる生産性向上を図る所存です。

 ③ 人材の育成

　現在の設備投資の拡大基調を確実に捉えていくためには、人材の確保が非常に重要でありますので、中途採用活動

を活発化し、人員調達を加速させました。また、スキルの底上げを狙って資格取得を奨励しており、資格取得率80％

を中期の目標としておりますが、今後も力強く推進していく所存です。

 

　以上の結果、当連結会計年度は売上高15,501百万円（前連結会計年度比16.9％増）、経常利益965百万円（前連結

会計年度比31.9％増）、当期純利益615百万円（前連結会計年度比146.7％増）となりました。

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

[コンサルティング事業]

　コンサルティング事業の当連結会計年度は売上高5,423百万円(前連結会計年度比16.9％増）、営業利益703百万円

（前連結計年度比877.7％増）となりました。

　業務管理に関するコンサルティング分野におきましては、内部統制コンサルティングサービスが非常に好調でした。

コンサルティング需要に対応するために積極的な人員補強をするとともに、弾力的な業務アサインを行うことで稼働

率を向上させ、結果として大幅な売上総利益率の改善を実現いたしました。内部統制コンサルティングサービスに対

する需要は来期も継続すると予想されますので、内部統制ビジネスの拡大に向けて大きく前進する所存です。また、

決算早期化、連結決算支援、人事制度改革等のコンサルティングは前年並みの実績となりました。

　経営管理に関するコンサルティング分野におきましては、「ＳＰＡＣＥ（Strategic Position and ACtion 

Evaluation）分析及び戦略分析ツールの「Strategy Manager」を使ったコンサルティング、経営計画策定に関するコ

ンサルティングをセミナー等により積極的に展開いたしましたが、これらも前年並みの実績となりました。

　ＳＩ開発部門におきましては、大型ＳＩ案件は少なかったものの、前年を上回る実績を計上しました。また、プロ

ジェクト管理の徹底により赤字プロジェクトを回避し、収益確保に貢献いたしました。

　ネットワークセキュリティコンサルティング、アプリケーション統合コンサルティングも順調に成長を続けており

ます。

[システム開発事業]

　システム開発事業の当連結会計年度は売上高8,309百万円（前連結会計年度比14.0％増）、営業利益613百万円（前

連結計年度比8.6％増）となりました。
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　システム開発分野におきましては、好業績に支えられた金融業界の設備投資力を背景にして、情報セキュリティ強

化、株券電子化、株式夜間取引対応などのニーズを的確に捉えることにより業績を伸ばしました。また、安定的な収

益基盤の確立のために主要顧客との連携強化を行うとともに新規顧客開拓を積極的に図ってまいりました。来期も金

融業界を中心とした設備投資需要は継続すると見込まれますので、上記の開発需要と合わせて基幹系システムの更新

等の商機を捕らえてゆく所存です。

　パッケージソリューション開発分野におきましては、ＡＣＴ.ＮｅｔＰｒｏ（.Ｎｅｔ対応のオープン系会計パッケー

ジ）や、独立行政法人向けのＡＣＴ-ｉｏｎについては、当初の販売計画に満たない実績となりましたが、今後も継続

して販売促進してまいります。ＰＬＭ(Product Lifecycle Management)支援ソリューションは継続的な市場の拡大が

見込まれております。顧客ニーズも多様化し自動車業界から他業種へニーズが拡大しつつある環境下、商圏も中部地

区から東日本、西日本へと順調に拡大しております。

[アウトソーシング事業]

　アウトソーシング事業の当連結会計年度は売上高2,062百万円（前連結会計年度比4.6％増）、営業利益62百万円（前

連結計年度比22.9％減）となりました。

　人事・給与・労務業務アウトソーシング分野におきましては、順調に規模を拡大しておりますが、一定規模以上に

なることにより限界利益率を向上させて、安定した収益を確保できると考えられますので、今後も取扱件数10万人を

目標に拡大を続けてまいります。一方で作業品質の安定も重要な課題として捉え、トラブル撲滅に向けて対策を取っ

てまいりました。また、他社との協業を行うことにより社宅管理代行などの周辺業務への展開も行っております。

　人材派遣業務分野におきましては、企業業績の回復に伴って要員需要は旺盛でしたが、各企業の正社員採用の傾向

が強まるとともに、派遣社員の正社員希望が顕著になり、派遣要員の調達は困難な状況でありました。結果として業

績は前年を下回りました。一方で、事業エリアの拡大及び事業ドメインの拡張を狙って東京支店を開設し人材派遣・

人材紹介・関連コンサルティングを新たに展開していく準備を整えております。病院医療事務受託分野におきまして

は、調達人件費上昇による利益の圧迫は見られるものの、売上高は堅調に推移しております。

　中堅中小企業向け経理・財務及び人事・給与アウトソーシング分野におきましては、ＳＰＣ（特別目的会社）関連

の記帳代行・給与計算の増加により売上を大きく伸ばしました。ＳＰＣ関連の受注増加に合わせて中途採用を実施し

業容拡大に対応しております。

 

次期の見通しに関しましては、以下のとおり考えております。

　今後のわが国経済は、企業収益の回復による設備投資の継続や、個人消費等の回復により、景気は回復基調のもとで

推移すると予想されます。そのような中で当社グループは、中期経営計画が掲げる「成長と拡大」をテーマに、更なる

「量の拡大」に取組んでまいります。なお、量の拡大を目指して売上高を増加させてまいりますが、一方で継続的な成

長を維持するための投資にも積極的に経営資源を配分してまいります。

　事業の種類別セグメントにつきましては、コンサルティング事業分野におきまして引き続き内部統制コンサルティン

グの需要が高く見込まれますので、当期同様売上高及び売上総利益の確保に大きく貢献するものと予想されます。また、

システム開発分野におきましては、金融業界を中心としたシステム開発需要が継続するものと見込まれますので、引き

続き増収が予想されます。アウトソーシング分野におきましては、利益率の確保の課題はあるものの、給与人事のアウ

トソーシングと記帳代行のアウトソーシングの成長が見込まれます。当社グループ全体としては、売上高は拡大基調に

ありますので、生産性を維持・改善しながら更なる利益獲得に邁進する所存です。

　次期連結会計年度の業績見通しは、売上高16,500百万円（当連結会計年度比6.4％増）、経常利益1,000百万円（当連

結会計年度比3.6%増）、当期純利益510百万円（当連結会計年度比17.1％減）を見込んでおります。なお、次期は現時点

において今期と同様の特別利益の発生を見込んでおりませんので、当期純利益は減少となる見込みであります。

  （連結財務指標）

 19年３月期(実績) 20年３月期(見込) 増減

株主資本利益率(ROE)(％) 10.7 8.0 △2.7

 １株当たり当期純利益(円) 70.95 57.3 △13.65

（注）１．平成20年３月期の１株当たり当期純利益は、当連結会計年度末の発行済株式数（自己株式を含む）により

算出しております。

２．本資料による業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報等により当社で判断したものであり、今

後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。

 

(2）財政状態に関する分析

 ① 資産負債及び純資産の状況

（資産）

 　当連結会計年度末の総資産は10,882百万円となり、前連結会計年度に比べ1,190百万円の増加となりました。
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　流動資産は、9,006百万円と前連結会計年度比1,492百万円増加しました。この増加は、主として現金及び預金の増

加714百万円と売掛金の増加725百万円によるものであります。

　固定資産は、1,876百万円と前連結会計年度に比べ302百万円減少となりました。有形固定資産は、136百万円と前

連結会計年度比31百万円増加しました。この増加は、主として建物等の増加21百万円によります。無形固定資産は、

39百万円と前連結会計年度比92百万円減少しました。この減少は、ソフトウェアの減価償却及びソフトウェアの評価

損等による減少92百万円によります。投資その他の資産は、1,701百万円と前連結会計年度比242百万円減少しました。

この減少は、主として投資有価証券の減少314百万円によるものであります。

（負債）

　当連結会計年度末の負債合計額は4,524百万円となり、前連結会計年度に比べ684百万円の増加となりました。

　流動負債は、3,070百万円と前連結会計年度比753百万円増加しました。この増加は、主として未払法人税等の増加

389百万円、買掛金の増加234百万円によりますが、一方で1年以内返済予定の長期借入金が176百万円減少しておりま

す。

　固定負債は、1,454百万円と前連結会計年度比68百万円減少しました。この減少は、退職金規程及び退職年金規定

改正による退職給付引当金の減少59百万円によるものであります。

（資本）

　当連結会計年度末の純資産合計額は6,358百万円となり、前連結会計年度に比べ505百万円増加しました。この増加

は、利益剰余金529百万円の増加によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度比564百万円増加の

4,766百万円となりました。

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、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）

　税金等調整前当期純利益1,243百万円に加え、賞与引当金の増加額101百万円、売掛債権の増加額725百万円、仕入

債務の増加額234百万円、ソフトウェア評価損90百万円、退職給付引当金の減少額59百万円等により、771百万円の資

金収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資有価証券の取得及び売却による収支404百万円、定期預金の純増加額200百万円、有形固定資産の取得による支

出47百万円等により、70百万円の資金収入となりました。

（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180百万円、自己株式の取得による支出68百万円等により、277百万円の資金支出とな

りました。

 

 17年３月期 18年３月期 19年３月期

 自己資本率(％) 59.1 56.9 54.9

 時価ベースの自己資本比率(％) 46.4 56.5 54.5

 債務償還年数(年) 0.9 0.3 0.18

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 35.5 121.8 166.1

（注）各指標の算出は、以下の算式によります。

 自己資本比率 ＝ 株主資本／総資産

 時価ベースの自己資本 ＝ 株式時価総額(自己株式を除く)／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

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は創業以来一貫して、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考えております。

 利益配分につきましては、株主の皆様への安定的な利益配当を基本に、当期業績に基づく株主の皆様への利益還元

と財務体質強化のための内部留保を総合的に勘案して実施する方針であります。

 この基本方針をもとに、平成19年３月期の利益配当金につきましては、当社創業40周年を記念して１株当たり10円

（内、記念配当２円50銭）を当初予定しておりましたが、当期業績に鑑み、１株当たり12円（内、記念配当２円50銭）

とさせていただきます。なお、平成20年３月期の利益配当金に関しましては、中間配当６円、期末配当６円、（１株

当たり合計12円）を予定しております。

  今後も業績の向上に努めて、株主の皆様への利益還元に努力いたす所存でございます。
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(4）事業等のリスク

  新たなリスクの発生が無いため、記載を省略しております。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社８社で構成され、コンサルティング及びシステム開発並びにアウトソーシング

サービスの事業をしております。

 

コンサルティング

　当社が経営及び業務のコンサルティング・ＩＴコンサルティングサービスを提供し、㈱ギャブコンサルティングが経

営及び業務コンサルティングサービス、グローバルセキュリティエキスパート㈱がセキュリティー関連のコンサルティ

ング及びソリュ－ションサービスを提供しております。

 

システム開発

　当社が民間企業及び官庁・自治体向けのシステム開発、会計システムパッケージソリューション開発等を行い、㈱ファ

イナンシャルブレインシステムズが証券会社向けシステム開発、㈱アドファインが銀行向けシステム開発、㈱ＰＬＭジャ

パンがＰＬＭシステム構築支援ソリューションサービスを提供しております。

 

アウトソーシング

　当社が大会社向け人事・給与計算等のアウトソーシングサービスを提供し、㈱アドックが人材派遣、データエントリー

サービス、㈱ミックスが医療福祉機関の運営支援サービス、㈱ＥＯＳが経理及び人事のアウトソーシングサービスを提

供しております。

 

 

　事業の系統図は以下のとおりであります。 

 お客様 

連結子会社 

㈱ギャブコンサルティング 

グローバルセキュリティ 

エキスパート㈱ 

その他の関係会社 
 

日立ソフトウェア 

エンジニアリング㈱ 

連結子会社 
 

 
㈱ファイナンシャル 
ブレインシステムズ 

㈱アドファイン 

㈱PLMジャパン 

㈱ビジネスブレイン太田昭和（当社） 

コンサルティング システム開発 アウトソーシング 

連結子会社 

㈱アドック 
㈱ミックス 

㈱EOS 

コンサルティング 

 

コンサルティング 
システム開発 

アウトソーシング 
システム開発 アウトソーシング 

コンサルティング・ 
システム開発 

　（注）１　矢印は事業の流れを示しております。

２　その他の非連結子会社１社は、重要性が乏しいため上図に記載しておりません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当ＢＢＳグループの経営理念は、「顧客の利益増加に貢献する」であります。当社グループの提供する無形のサー

ビスと商品によって、お客様を含めた社会に貢献するために、グループ社員一人一人が、それぞれプロフェッショナ

ルとなり、グループとしてのシナジー効果を発揮して、高度な知識と最新の技術を提供してまいります。

 　この企業理念を受けて、当社グループは、経営とＩＴ（情報技術）の総合コンサルティング会社を目指して、最先

端事業領域に果敢に挑む頭脳集団として、顧客の顧客までを視野に入れ、真の顧客満足を追及する経営をしてまいり

ます。

  この企業理念・基本方針に基づき事業の発展、拡大を図り、グループ全体の企業価値向上に努めてまいります。

(2）目標とする経営指標

  当社は、「ＢＢＳグループ中期経営計画」を作成しております。当中期経営計画では、当社グループの「成長と拡

大」をテーマにして「経営とＩＴの総合コンサルティング会社」を目指し、営業利益率5.5％、株主資本利益率（ＲＯ

Ｅ）8.0％を安定的に実現できる企業体質を確立することを目標としております。この中期経営計画で目標とする指標

につきましては、内部統制コンサルティングサービスの業容拡大等により、当連結会計年度において達成いたしまし

た。このような業務環境を踏まえ、中期経営計画の目標数値を上方修正し、平成22年３月期におきまして、営業利益

率6.5％、株主資本利益率8.0％を達成することを目標といたします。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、今後も継続してさらなる成長・発展をするために次のような経営戦略を実行して「経営とＩＴの総合コン

サルティング会社」を目指してまいります。

 ①コア事業の強化・拡大

 　当社グループは、コンサルティングサービス、ＩＴソリューションサービス及びアウトソーシングサービスの３

分野をコア事業と位置付け、経営資源をコア事業に集中し、この分野での「成長と拡大」を図ります。

 ②顧客志向の経営

　顧客志向の経営を推し進めるために、日頃より「高品質」「短納期」のサービス提供に努めております。具体的

には品質管理体制を更に強化することにより生産性を高め、或いは、提供するシステムやサービスの質を高めると

ともに、ソリューションモデルを一層充実させることにより、顧客の抱える課題を迅速に解決する体制を整えてま

いります。

 ③社員教育の充実

　当社グループが顧客に提供するサービスは、当社グループ社員の専門的能力等に大きく依存しているため、「社

員が最大の経営資源」と位置付けて、社員をプロフェッショナルとして徹底的に育成してまいります。 

 

(4）会社の対処すべき課題

　世界的な景気拡大の流れの中で、わが国経済も安定的な拡大基調を続け、企業の情報関連投資も底堅い状況が続い

ております。当社のコア事業との関連におきましても、会計制度の諸改正や内部統制システムの構築等引き続きフォ

ローの風が続くものと予想しておりますが、一方では、企業の投資意欲が回復したことに伴う人材調達競争の激化、

情報漏洩事件等に端を発した情報サービス事業者のセキュリティ対策等事業インフラの一層の整備・確立等、新たな

課題にも直面しております。また、システム開発やシステム運用におけるオフショア化が急速に進んでおり、価格競

争において厳しい環境が続いております。今後も、顧客のサービス価格と品質に対して向けられる目はますます厳し

さを増してくるものと思われ、これらの要求に高い水準で応えていくことが求められております。このような状況下

で、当社は、今後も「成長と拡大」をスローガンに更なる「量の拡大」を目指し、合わせて企業体質強化のための「変

革への挑戦」を継続しつつ、具体的には以下の方針で対処してまいります。

 ① 高付加価値受注・売上高の拡大

1. 顧客満足度の向上とBBSブランド価値の向上

2. ソリューションモデルの活用による新規顧客の獲得

3. 日立ソフト・日立グループとの共同ビジネスの推進

4. 既存顧客の深耕、ストックビジネスの拡充

 ② コスト競争力の強化

1. 生産性の向上

2. 品質管理体制の強化

 ③ 人材の採用と育成

1. プロフェッショナルの育成

2. 教育研修の計画・実施
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3. 資格取得の奨励

4. 人材の積極的な採用

 ④コンプライアンス体制の確立

 1．法令に準拠した内部統制システムの確立と運用

 2. 機密情報管理体制の強化及び社員教育の徹底

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況 

　当社の管理部門は、総務部・経理部・経営企画室等から構成され、内部管理体制を確立するために、稟議規程、

業務管理に関する諸規程、インサイダー情報管理規程等の社内規程を整備し、関係法令の改正・内部統制機能の

整備等に対応して適宜規程の改定を実施しております。また、「内部通報制度運用規定」を平成19年２月に制定

し、コンプライアンスの強化につとめております。

　 社内管理体制の運用を監視する内部監査については、通常の業務執行部門とは独立した監査室が、業務活動の

合理性や効率性、諸規程の適正性や妥当性を評価し、経営者への報告並びに改善提言を行っております。

 ② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　 金融商品取引法の規定に基づく内部統制システムの構築に向け、「内部統制準備室」を設け、具体的な実施に

向けての制度作りを開始しております。また、内部監査部門では、内部監査の項目を拡大するとともに、予め想

定されるリスク項目をチェックリスト化することにより、質的向上をはかっております。

　 また、当社グループで想定される事業リスクに対しては、その低減及び回避の為の諸施策を各部門が分担して

あたっております。リスクが現実のものとなった場合には、経営トップの指揮のもと迅速・適切な対応を図るこ

とを基本としており、社内外の円滑な情報伝達体制とあわせ、対応方針を明確にしております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３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   4,231,416   4,945,762  714,346

２．売掛金   2,604,036   3,328,689  724,653

３．有価証券   20,373   70,093  49,720

４．たな卸資産   251,244   203,901  △47,343

５．繰延税金資産   293,678   352,373  58,695

６．その他   113,093   104,856  △8,237

貸倒引当金   △644   △156  488

流動資産合計   7,513,196 77.5  9,005,518 82.8 1,492,322

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物   68,624   89,149  20,525

(2）器具備品   36,086   38,587  2,501

(3）土地   －   8,225  8,225

有形固定資産合計   104,710 1.1  135,961 1.2 31,251

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   127,813   36,101  △91,712

(2）その他   3,664   3,379  △285

無形固定資産合計   131,477 1.4  39,480 0.4 △91,997

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  775,186   461,400  △313,786

(2）敷金・保証金   342,791   412,221  69,430

(3）繰延税金資産   665,993   689,081  23,088

(4）その他   170,842   144,643  △26,199

貸倒引当金   △12,349   △6,475  5,874

投資その他の資産合
計

  1,942,463 20.0  1,700,870 15.6 △241,593

固定資産合計   2,178,650 22.5  1,876,311 17.2 △302,339

資産合計   9,691,846 100.0  10,881,829 100.0 1,189,983
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３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   757,850   991,943  234,093

２．短期借入金   136,000   125,000  △11,000

３．一年以内返済予定の
長期借入金

  180,080   4,000  △176,080

４．未払金   142,865   274,578  131,713

５．未払法人税等   182,254   571,342  389,088

６．賞与引当金   545,723   646,470  100,747

７．役員賞与引当金   －   52,801  52,801

８．その他   371,894   403,413  31,519

流動負債合計   2,316,666 23.9  3,069,547 28.2 752,881

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   12,000   8,000  △4,000

２．長期未払金   60,823   45,616  △15,207

３．退職給付引当金   1,334,177   1,274,849  △59,328

４．役員退職慰労引当金   115,849   126,001  10,152

固定負債合計   1,522,849 15.7  1,454,466 13.4 △68,383

負債合計   3,839,515 39.6  4,524,013 41.6 684,498

（少数株主持分）         

少数株主持分   333,969 3.4  －  △333,969

（資本の部）         

Ⅰ　資本金   2,205,750 22.8  －  △2,205,750

Ⅱ　資本剰余金   2,655,970 27.4  －  △2,655,970

Ⅲ　利益剰余金   644,193 6.6  －  △644,193

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  117,023 1.2  －  △117,023

Ⅴ　自己株式 ※３  △104,574 △1.1  －  104,574

資本合計   5,518,362 56.9  －  △5,518,362

負債、少数株主持分及
び資本合計

  9,691,846 100.0  －  △9,691,846
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３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   － －  2,205,750 20.3 2,205,750

２．資本剰余金   － －  2,642,047 24.3 2,642,047

３．利益剰余金   － －  1,172,807 10.8 1,172,807

４．自己株式   － －  △93,766 △0.9 △93,766

株主資本合計   － －  5,926,837 54.5 5,926,837

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  50,458 0.5 50,458

評価・換算差額等合計   － －  50,458 0.5 50,458

Ⅲ　少数株主持分   － －  380,521 3.5 380,521

純資産合計   － －  6,357,816 58.4 6,357,816

負債純資産合計   － －  10,881,829 100.0 10,881,829
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   13,262,745 100.0  15,500,668 100.0 2,237,923

Ⅱ　売上原価   10,774,538 81.2  12,155,206 78.4 1,380,668

売上総利益   2,488,207 18.8  3,345,462 21.6 857,255

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,026,371 15.3  2,373,662 15.3 347,291

営業利益   461,836 3.5  971,800 6.3 509,964

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,071   2,434    

２．受取配当金  8,690   10,506    

３．有価証券運用益  280,621   －    

４．有価証券売却益  －   2,521    

５．雇用助成金受入  －   3,400    

６．その他  19,570 309,952 2.3 10,732 29,593 0.2 △280,359

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  9,581   4,642    

２．投資有価証券評価損  6,128   －    

３．投資事業組合費用  －   5,516    

４．支払手数料  18,246   2,214    

５．固定資産除却損  －   3,649    

６．その他  5,620 39,575 0.3 19,923 35,944 0.2 △3,631

経常利益   732,213 5.5  965,449 6.2 233,236
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入  2,250   6,487    

２．投資有価証券売却益  191,479   223,589    

３．退職給付過去勤務債
務戻入益

 －   166,464    

４．その他  － 193,729 1.5 4,092 400,632 2.6 206,903

Ⅶ　特別損失         

１．たな卸資産評価損  22,067   －    

２．ソフトウェア評価損  45,168   90,194    

３．役員退職慰労引当金
繰入額

 98,667   －    

４．退職給付過去勤務債
務

 164,083   －    

５．減損損失 ※３ 63,453   18,903    

６．関係会社株式売却損  －   7,504    

７．その他  77,854 471,292 3.6 6,575 123,176 0.8 △348,116

税金等調整前当期純
利益

  454,650 3.4  1,242,905 8.0 788,255

法人税、住民税及び
事業税

 178,805   591,999    

過年度法人税、住民
税及び事業税

 11,270   5,383    

法人税等調整額  △69,650 120,425 1.0 △35,767 561,615 3.6 441,190

少数株主利益   84,747 0.6  65,951 0.4 △18,796

当期純利益   249,478 1.9  615,339 4.0 365,861
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,655,970

Ⅱ　資本剰余金期末残高   2,655,970

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   448,049

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  249,478 249,478

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  52,634  

２　取締役賞与金  700 53,334

Ⅳ　利益剰余金期末残高   644,193
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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18年３月31日　残高
 （千円）

2,205,750 2,655,970 644,193 △104,574 5,401,339

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当　(注) － － △64,890 － △64,890

役員賞与　(注) － － △21,834 － △21,834

当期純利益 － － 615,339 － 615,339

自己株式の取得 － － － △67,816 △67,816

自己株式の処分 － △13,924 － 78,624 64,700

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

－ △13,924 528,615 10,808 525,499

平成19年３月31日　残高
 （千円）

2,205,750 2,642,047 1,172,807 △93,766 5,926,837

 

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

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
 （千円）

117,023 117,023 333,969 5,852,331

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当　(注) － － － △64,890

役員賞与　(注) － － － △21,834

当期純利益 － － － 615,339

自己株式の取得 － － － △67,816

自己株式の処分 － － － 64,700

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△66,565 △66,565 46,552 △20,013

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△66,565 △66,565 46,552 505,486

平成19年３月31日　残高
 （千円）

50,458 50,458 380,521 6,357,816

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  454,650 1,242,905  

減価償却費  150,995 40,858  

減損損失  63,453 18,903  

連結調整勘定償却額  14,626 －  

賞与引当金の増減額  272,138 100,747  

役員賞与引当金の増減額  － 52,801  

退職給付引当金の増減額（△は減少
額）

 257,895 △59,328  

役員退職慰労引当金の増減額  115,849 10,152  

受取利息及び受取配当金  △9,761 △12,940  

支払利息  9,581 4,642  

有価証券運用益  △280,621 －  

有価証券売却益  － △2,521  

投資有価証券評価損  6,128 －  

投資事業組合費用  － 5,516  

有形固定資産除却損  14,877 4,972  

ソフトウェア評価損  45,168 90,194  

電話加入権評価損  14,881 －  

役員退職慰労金  11,100 －  

投資有価証券売却益  △191,479 △223,596  

関係会社株式売却損  － 7,504  

売上債権の増減額（△は増加額）  484,126 △724,653  

たな卸資産の増減額（△は増加額）  △10,733 47,343  

仕入債務の増減額（△は減少額）  △251,543 234,093  

未払金の増減額（△は減少額）  △69,771 131,713  

未払消費税等の増減額（△は減少額）  18,869 47,628  

その他の増減額（△は減少額）  119,545 △19,244  

役員賞与の支払額  － △24,100  

   小計  1,239,973 973,589 △266,384

利息及び配当金の受取額  9,767 12,940  

利息の支払額  △9,370 △5,466  

法人税等の支払額  △62,525 △209,940  

役員退職慰労金の支払額  △11,100 －  

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,166,745 771,123 △395,622
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増減額（△は純増加額）  － △200,000  

有価証券の取得による支出  △1,596,652 △572,333  

有価証券の売却による収入  1,877,273 574,854  

投資有価証券の取得による支出  △368 △25,324  

投資有価証券の売却による収入  217,628 429,679  

関係会社株式の追加取得による支出  △18,150 △2,888  

関係会社株式の売却による収入  230 8,019  

有形固定資産の取得による支出  △18,821 △46,843  

有形固定資産の売却による収入  399 287  

無形固定資産の取得による支出  △125,545 △17,011  

その他の増減額  15,419 △78,176  

投資活動によるキャッシュ・フロー  351,413 70,264 △281,149

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（△は純減少
額）

 80,000 △11,000  

長期借入金の返済による支出  △263,960 △180,080  

ストックオプションの権利行使等によ
る収入

 － 64,700  

自己株式の取得による支出  △67,476 △67,816  

配当金の支払額  △52,634 △64,890  

少数株主への配当金の支払額  － △18,235  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △304,070 △277,321 26,749

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  1,214,088 564,066 △650,022

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,987,701 4,201,789 1,214,088

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  4,201,789 4,765,855 564,066
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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

 項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社　８社

会社名：㈱アドック

㈱ミックス

グローバルセキュリティエキ

スパート㈱

㈱ギャブコンサルティング

㈱ファイナンシャルブレイン

システムズ

㈱ＥＯＳ

㈱アドファイン

㈱ＰＬＭジャパン

(1）連結子会社　８社

会社名：㈱アドック

㈱ミックス

グローバルセキュリティエキ

スパート㈱

㈱ギャブコンサルティング

㈱ファイナンシャルブレイン

システムズ

㈱ＥＯＳ

㈱アドファイン

㈱ＰＬＭジャパン

 

 

(2）非連結子会社　３社

会社名：㈱ビービーエス

BBS USA Holding Ltd.

BBS (USA) LLC

(2）非連結子会社　１社

会社名：㈱ＢＢＳ

 (注)１.　㈱ビービーエスは、平成18年６

　　　　月30日付けで、社名を㈱ＢＢＳに

        変更いたしました。

２.　前連結会計年度まで非連結子会

　 社でありましたBBS (USA) LLCの

   持株会社であるBBS USA Holding 

   Ltd. につきましては、平成18年

　 ８月に全株式を売却いたしまし　

　 た。

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した関連会社

－社

(1）持分法を適用した関連会社

－社

 

 

 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

３社

会社名：㈱ビービーエス

BBS USA Holding Ltd.

BBS (USA) LLC

(2）持分法を適用していない非連結子会社

１社

会社名：㈱ＢＢＳ

 (注)１.　㈱ビービーエスは、平成18年６

　　　　月30日付けで、社名を㈱ＢＢＳに

        変更いたしました。

２.　前連結会計年度まで非連結子会

　 社でありましたBBS (USA) LLCの

   持株会社であるBBS USA Holding 

   Ltd. につきましては、平成18年

　 ８月に全株式を売却いたしまし　

　 た。

 

 

（持分法を適用していない理由）

　非連結子会社はいずれも連結純損益及び

連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため持

分法の適用範囲から除外しております。

（持分法を適用していない理由）

同左
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 項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 

イ　有価証券

(イ) 売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）

イ　有価証券

(イ) 売買目的有価証券

同左

 

 

 

(ロ) その他有価証券

　時価のあるもの

　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）

(ロ) その他有価証券

　時価のあるもの

　期末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）

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 

 

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

──────

 

 

ハ　たな卸資産

①商品……移動平均法による原価法

　　　②仕掛品…個別法による原価法

③貯蔵品…最終仕入原価法

ハ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

イ　有形固定資産

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　　　　　３～22年

器具備品　　　３～15年

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

 

ロ　無形固定資産

（イ）ソフトウェア（販売目的）

　見込有効期間（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

大きい金額を計上しております。

ロ　無形固定資産

（イ）ソフトウェア（販売目的）

同左

 

 

（ロ）ソフトウェア（自社利用目的）

　社内における利用可能期間（５

年以内）に基づく定額法によって

償却しております。

（ロ）ソフトウェア（自社利用目的）

同左

 

 

（ハ）その他

　定額法を採用しております。

（ハ）その他

同左
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 項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）重要な繰延資産の処理

方法

──────   株式交付費は、支出時に全額費用として

処理しております。　

　なお、株式交付費は連結損益計算書上、

営業外費用のその他に含めて表示していま

す。

 　

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒れに備えるた

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。

イ　貸倒引当金

同左

 

 

ロ　賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

ロ　賞与引当金

同左

 

 

ハ　　　　　────── ハ　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当連結

会計年度における支給見込額に基づ

き計上しております。

（会計方針の変更）

  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

第４号　平成17年11月29日）を適用

しております。

  これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ52,500千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。

 

 

ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。過去勤務

債務は、発生時に一括処理しており

ます。

ニ　退職給付引当金

同左

 

 

 

ホ　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に

備えて、当社及び連結子会社の一部

は役員退職慰労金規程に基づく、期

末要支給額を計上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

同左
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 項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップにおいて、要件を充

足しておりますので、特例処理を適

用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・同左

ヘッジ対象・・・同左

 

 

ハ　ヘッジ会計

　借入金利息の変動リスクを軽減す

るため、金利スワップを行っており

ます。

ハ　ヘッジ会計

同左

 

 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　当金利スワップは特例処理を適用

しているため、有効性の評価を省略

しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　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。

イ　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

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、その個

別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な

年数で償却しております。

──────

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

────── 　のれんの償却については、その個別案件

ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で

償却しております。

８．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。

──────

９．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でありま

す。

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純利益が63,453千円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づいて当該各資産の金額から直接控除しており

ます。

──────

　

 

　

────── （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5,977,295

千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結損益計算書）

 　前連結会計年度において営業外収益「その他」に含め

て表示しておりました「受取配当金」（前連結会計年度

1,612千円）は、金額の重要性が増したため、当連結会

計年度より区分掲記しております。

 　また、前連結会計年度において営業外費用「その他」

に含めて表示しておりました「支払手数料」（前連結会

計年度1,256千円）は、営業外費用の総額の100分の10を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。

（連結損益計算書）

  前連結会計年度まで営業外収益「その他」に含めて表

示しておりました「雇用助成金受入」は、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

め区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「雇用助成金受入」は8,115

千円であります。

　前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「固定資産除却損」は、当連結会計

年度において、営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。

 　なお、前連結会計年度における「固定資産除却損」の

金額は2,191千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの小計区分前の「その他の増減額」に含めて表示

しておりました「有形固定資産除却損」（前連結会計年

度　8,748千円）は、金額の重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「役員賞与の支

払額」は、前連結会計年期間は「その他の増減額」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

区分掲記しております。

 なお、前連結会計期間の「その他増減」に含まれてい

る「役員賞与の支払額」は、700千円であります。
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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18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　 244,718千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　 249,086千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対する事項

投資有価証券（株式）　　　　　　　24,523千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対する事項

投資有価証券（株式）　　　　　　　10,000千円

※３　自己株式の保有数

　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。

普通株式　　　　　　　　　　　　　 247,988株

※３　　　　　　　　──────

 

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

　４　　　　　　　 　　 同左　

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額
800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要費目 ※１　販売費及び一般管理費の主要費目

役員報酬 332,513千円

給与・手当・賞与 590,116千円

賞与引当金繰入額 179,298千円

退職給付費用 45,551千円

不動産賃借料 135,597千円

役員報酬 357,745千円

給与・手当・賞与 625,385千円

賞与引当金繰入額 208,302千円

役員賞与引当金繰入額 52,500千円

退職給付費用 23,654千円

※２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 ※２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

 10,036千円  40,446千円

※３　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について、減損損失を計上しております。

※３　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について、減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

長野県上水内郡
信濃町

遊休
資産

建物
器具備品
その他投資等

63,453千円

場所 用途 種類 金額

長野県上水内郡
信濃町

遊休
資産

土地 18,903千円

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、事業区分及び遊休資産にグルーピング

しております。

　当連結会計年度において、事業の用に供していない

遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（18,903千円）として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額（固

定資産税評価額）により測定しております。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、事業区分及び遊休資産にグルーピング

しております。

　上記の資産は、当社グループ研修施設として利用し

てきましたが、今後の使用見込みがなくなったため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（63,453千円）として特別損失に計上しており

ます。

　その内訳は、建物51,908千円、器具備品1,423千円

及びその他投資10,122千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

価額（固定資産税評価額）により測定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 8,900 － － 8,900

合計 8,900 － － 8,900

自己株式     

普通株式　（注）１，２ 248 109 170 188

合計 248 109 170 188

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加109千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加106

千株、単元未満株式の買取りによる増加４千株によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少170千株は、ストックオプションの権利行使による減少169千株、単元未

満株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。

 

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株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 64,890 7.5 平成18年３月31日 平成18年６月26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株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年4月24日

取締役会
普通株式 104,550  利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月21日

（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

現金及び預金勘定 4,231,416千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△50,000千円

有価証券勘定 20,373千円

現金及び現金同等物 4,201,789千円

現金及び預金勘定 4,945,762千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△250,000千円

有価証券勘定 70,093千円

現金及び現金同等物 4,765,855千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、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

 器具備品

取得価額相当額 216,001千円

減価償却累計額相当額 121,782千円

期末残高相当額 94,220千円

 器具備品

取得価額相当額 154,468千円

減価償却累計額相当額 78,106千円

期末残高相当額 76,333千円

 (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 34,452千円

１年超 61,202千円

合計 95,654千円

１年内 32,876千円

１年超 44,807千円

合計 77,683千円

 (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 47,273千円

減価償却費相当額 45,179千円

支払利息相当額 1,550千円

支払リース料 39,564千円

減価償却費相当額 38,176千円

支払利息相当額 1,346千円

(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、

利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リース取引に係る借主側

の未経過リース料期末残高相当額があります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第

三者にリースしておりますので、ほぼ同額の貸主側の未

経過リース料期末残高相当額があります。

２．転貸リース取引

同左

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

１年内 3,522千円

１年超 14,564千円

合計 18,086千円

１年内 3,522千円

１年超 14,564千円

合計 18,086千円

（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ので、項

目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 区分 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

（株式） 359,425 557,788 198,363

（債券） － － －

（その他） － － －

小計 359,425 557,788 198,363

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（株式） 4,544 4,350 △194

（債券） － － －

（その他） － － －

小計 4,544 4,350 △194

合計 363,969 562,138 198,169

２．時価のない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

（非連結子会社株式）  

非上場株式 24,523

（その他有価証券）  

非上場株式 54,138

ＦＦＦ 20,373
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当連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 区分 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

（株式） 129,959 215,654 85,695

（債券） － － －

（その他） － － －

小計 129,959 215,654 85,695

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（株式） － － －

（債券） － － －

（その他） 49,981 49,683 △298

小計 49,981 49,683 △298

合計 179,940 265,337 85,397

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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）

317,417 83,056 ―

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

（非連結子会社株式）  

非上場株式 10,000

（その他有価証券）  

非上場株式 79,138

ＦＦＦ 20,410

投資事業有限責任組合出資金 156,608
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（デリバティブ取引関係）

　　１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回避を

目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ

会計を行っております。

(3) 取引の利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、要件を充足しております

ので、特例処理を適用しております。

 

 

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

 

 

ヘッジ方針

　借入金利息の変動リスクを軽減するため、金利ス

ワップを行っております。

 

 

ヘッジ有効性評価の方法

　当金利スワップは特例処理を適用しているため、有

効性の評価を省略しております。

 

 

(4) 取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動リスクを有してお

ります。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行、管理については、取引権限

及び取引限度等を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。

　なお、多額の借入金等は、取締役会の専決事項であり

ますので、それに伴う金利スワップの締結等は、同時に

取締役会で決定されることになります。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　特記すべき事項はありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

　　２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社グループは、金利スワップ取引を行っておりますが、

ヘッジ会計の特例処理を適用しているため、注記の対象か

ら除いております。

　期末残高がないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、総合設立型の厚生年金基金制度、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　当社については、従業員退職金の15％相当分について平成９年４月１日より適格退職年金制度を採用して

おります。

　当連結会計年度末現在、退職一時金制度については、当社、㈱アドック、㈱ミックス、㈱ファイナンシャ

ルブレインシステムズ及び㈱ＥＯＳが、適格退職年金制度については、当社が有しております。また、総合

設立型の厚生年金基金制度は、当社、㈱アドック、グローバルセキュリティエキスパート㈱、㈱ギャブコン

サルティング、㈱ファイナンシャルブレインシステムズ及び㈱ＥＯＳが有しております。

２．退職給付債務に関する事項

 （単位：千円）

①退職給付債務 △1,500,521

②年金資産 105,686

③未積立退職給付債務（①＋②） △1,394,835

④会計基準変更時差異の未処理額 －

⑤未認識数理計算上の差異 60,658

⑥未認識過去勤務債務 －

⑦連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥） △1,334,177

⑧前払年金費用 －

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △1,334,177

（注）　退職給付債務の算定にあたり、連結子会社は全て簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 （単位：千円）

①勤務費用 246,494

②利息費用 12,806

③期待運用収益 △2,437

④会計基準変更時差異の費用処理額 －

⑤数理計算上の差異の費用処理額 11,036

⑥過去勤務債務の費用処理額 164,083

⑦臨時に支払った割増退職金 －

⑧退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦） 431,982

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。

２　総合設立型の厚生年金基金の要拠出額は「①勤務費用」に計上しております。

３　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 1.8％

③　期待運用収益率 0.75％

④　過去勤務債務の額の処理年数 １年

⑤　数理計算上の差異の処理年数 10年

⑥　会計基準変更時差異の処理年数 －

⑦　総合設立型の厚生年金基金に係る退職給付費用及び年金資産

　当社及び連結子会社の一部が有する総合設立型の厚生年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算することができない厚生年金基金であるため、退職給付費用は厚生年金基金への要拠出額を用

いております。

　なお、掛金拠出割合により計算した年金資産は、1,707,013千円であります。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、総合設立型の厚生年金基金制度、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　当社については、従業員退職金の15％相当分について平成９年４月１日より適格退職年金制度を採用して

おります。

　当連結会計年度末現在、退職一時金制度については、当社、㈱アドック、㈱ミックス、㈱ファイナンシャ

ルブレインシステムズ及び㈱ＥＯＳが、適格退職年金制度については、当社が有しております。また、総合

設立型の厚生年金基金制度は、当社、㈱アドック、グローバルセキュリティエキスパート㈱、㈱ギャブコン

サルティング、㈱ファイナンシャルブレインシステムズ及び㈱ＥＯＳが有しております。

２．退職給付債務に関する事項

 （単位：千円）

①退職給付債務 △1,520,204

②年金資産 118,502

③未積立退職給付債務（①＋②） △1,401,702

④会計基準変更時差異の未処理額 ―

⑤未認識数理計算上の差異 126,853

⑥未認識過去勤務債務 ―

⑦連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥） △1,274,849

⑧前払年金費用 ―

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △1,274,849

（注）　退職給付債務の算定にあたり、連結子会社は全て簡便法を採用しております。
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３．退職給付費用に関する事項

 （単位：千円）

①勤務費用 187,116

②利息費用 16,564

③期待運用収益 △242

④会計基準変更時差異の費用処理額 ―

⑤数理計算上の差異の費用処理額 4,100

⑥過去勤務債務の費用処理額 △166,464

⑦臨時に支払った割増退職金 ―

⑧退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦） 41,074

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。

２　総合設立型の厚生年金基金の要拠出額は「①勤務費用」に計上しております。

３　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 　1.8％

③　期待運用収益率 　0.75％

④　過去勤務債務の額の処理年数 　１年

⑤　数理計算上の差異の処理年数 　10年

⑥　会計基準変更時差異の処理年数 　－

⑦　総合設立型の厚生年金基金に係る退職給付費用及び年金資産

　当社及び連結子会社の一部が有する総合設立型の厚生年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算することができない厚生年金基金であるため、退職給付費用は厚生年金基金への要拠出額を用

いております。

　なお、掛金拠出割合により計算した年金資産は、1,870,852千円であります。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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16年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役、使用人及び当社の子会

社の取締役　　合計382名

ストック・オプションの数（注） 普通株式　　576,000株

付与日 平成16年６月29日

権利確定条件

 権利行使時において当社または当社

の子会社の取締役及び使用人の地位に

あること。

　ただし、任期満了による退任、定年

退職その他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ない。

　権利行使時において、当該行使にか

かる新株予約権発行の日以降、破産宣

告を受けていないこと、法令並びに当

社または当社の子会社の内部規律に違

反する行為がないこと。

対象勤務期間 ──────

権利行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成21年６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19年３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16年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  484,000

付与  －

失効  11,000

権利確定  473,000

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  473,000

権利行使  169,000

失効  －

未行使残  304,000
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②単価情報

  平成16年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 380

行使時平均株価 （円） 633

付与日における公正な評価単価 （円） －

（税効果会計関係）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

当連結会計年度末
（平成19年３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

繰延税金資産  

賞与引当金損金不算入額 223,576千円

未払費用否認額 23,417千円

退職給付引当金損金不算入額 544,206千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 46,165千円

ソフトウェア評価損否認額 32,025千円

減価償却資産償却超過額 64,796千円

繰越欠損金に係る税効果額 93,184千円

その他 76,211千円

小計 1,103,580千円

評価性引当額 △62,540千円

繰延税金資産合計 1,041,040千円

繰延税金負債  

未収還付事業税 △325千円

その他有価証券評価差額金 △81,146千円

その他 △89千円

繰延税金負債合計 △81,560千円

繰延税金資産の純額 959,480千円

繰延税金資産  

未払事業税 46,382千円

賞与引当金損金不算入額 264,812千円

未払費用否認額 32,679千円

退職給付引当金損金不算入額 520,553千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 50,577千円

ソフトウェア評価損否認額 55,112千円

減価償却資産償却超過額 38,101千円

繰越欠損金に係る税効果額 65,728千円

その他 61,300千円

小計 1,135,244千円

評価性引当額 △58,846千円

繰延税金資産合計 1,076,398千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △34,939千円

その他 △5千円

繰延税金負債合計 △34,944千円

繰延税金資産の純額 1,041,454千円

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

（調整）  

交際費の損金不算入額 3.9

寄付金の損金不算入額 0.3

損金計上罰科金 0.2

住民税均等割 2.4

過年度法人税等 2.5

評価性引当額の減少 △24.1

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.5％

法定実効税率 41.0％

（調整）  

交際費の損金不算入額 1.9

役員賞与引当金損金不算入額 1.7

受取配当金の益金不算入額 △0.2

損金計上罰科金 0.0

住民税均等割 1.2

過年度法人税等 0.4

評価性引当額の減少 △0.1

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.2％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

 
コンサル
ティング事
業（千円）

システム開
発事業
（千円）

アウトソー
シング事業
（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 4,623,749 6,856,926 1,782,070 13,262,745 － 13,262,745

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,094 433,668 188,535 636,297 (636,297) －

計 4,637,843 7,290,594 1,970,605 13,899,042 (636,297) 13,262,745

営業費用 4,565,955 6,726,041 1,890,583 13,182,579 (381,670) 12,800,909

営業利益 71,888 564,553 80,022 716,463 (254,627) 461,836

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 1,902,972 2,748,053 774,737 5,425,761 4,266,085 9,691,846

減価償却費 97,537 19,274 3,903 120,714 30,281 150,995

減損損失 － － － － 63,453 63,453

資本的支出 38,885 100,278 2,510 141,673 2,693 144,366

　（注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。

２．各事業の主要な製品

(1）コンサルティング事業………経営コンサルティング、業務コンサルティング、システムインテグレーショ

ン他

(2）システム開発事業……………システム設計及び開発、パッケージソリューション開発他

(3）アウトソーシング事業………人事・給与・経理のアウトソーシング、人材派遣、医療事務受託他

３．　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、255,315千円であり、主として

親会社の管理部門にかかる費用であります。

　また、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、5,646,504千円であり、主として親会

社における現金預金及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 
コンサル
ティング事
業（千円）

システム開
発事業
（千円）

アウトソー
シング事業
（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 5,412,074 8,178,184 1,910,410 15,500,668 － 15,500,668

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,808 131,256 151,147 293,211 (293,211) －

計 5,422,882 8,309,440 2,061,557 15,793,879 (293,211) 15,500,668

営業費用 4,720,056 7,696,357 1,999,831 14,416,245 112,623 14,528,868

営業利益 702,826 613,083 61,726 1,377,634 (405,834) 971,800

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 2,162,847 3,423,033 713,403 6,299,283 4,582,546 10,881,829

減価償却費（注４） 32,029 88,409 3,196 123,634 7,417 131,051

減損損失 － － － － 18,903 18,903

資本的支出 26,319 17,458 19,318 63,095 7,451 70,547

　（注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。

２．各事業の主要な製品

   (1）コンサルティング事業………経営コンサルティング、業務コンサルティング、システムインテグレー

ション他

 (2）システム開発事業……………システム設計及び開発、パッケージソリューション開発他

 (3）アウトソーシング事業………人事・給与・経理のアウトソーシング、人材派遣、医療事務受託他

３．　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、250,786千円であり、その主な

ものは、親会社の管理部門にかかる費用であります。

　また、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、5,970,062千円であり、その主なもの

は、親会社における現金預金及び管理部門に係る資産等であります。

 　　　 ４．　減価償却費にはソフトウェア評価損が、「コンサルティング事業」に10,883千円、「システム開発事業」

に79,310千円含まれております。

５．会計方針の変更

　　（役員賞与に関する会計基準）

　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4）ハに記載のとおり、当連結会計年度より「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「システム開発事業」で10,000千円、「アウトソーシング事業」で

2,500千円及び「消去又は全社」で40,000千円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し

ております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年４月１

日　至　平成19年３月31日）

　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年４月１

日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高は、重要性がないため、記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 635.10円

１株当たり当期純利益金額 25.91円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
25.57円

１株当たり純資産額 686.06円

１株当たり当期純利益金額 70.95円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
69.37円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 249,478 615,339

普通株主に帰属しない金額（千円） 23,500 －

（うち利益処分による役員賞与金） (23,500)  (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 225,978 615,339

期中平均株式数（株） 8,721,587 8,673,098

   

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） 115,200 197,529

（うち新株予約権） (115,200) (197,529)

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まれなかっ

た潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

 　 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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   2,883,015   3,537,331   

２．売掛金 ※３  1,410,297   2,025,923   

３．有価証券   20,373   70,093   

４．商品   172   3,035   

５．仕掛品   159,964   106,507   

６．貯蔵品   －   6,064   

７．前渡金   －   12,382   

８．前払費用   8,461   4,395   

９．立替金   14,843   13,685   

10．関係会社短期貸付金   180,000   130,000   

11．繰延税金資産   166,646   234,798   

12．その他   56,141   60,178   

　貸倒引当金   △610   －   

流動資産合計   4,899,301 64.8  6,204,391 73.0 1,305,089

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  106,491   130,545    

減価償却累計額  67,832 38,659  70,408 60,137   

(2）器具備品  165,495   162,600    

減価償却累計額  134,579 30,916  131,621 30,979   

 (3）土地   －   8,225   

有形固定資産合計   69,575 0.9  99,341 1.2 29,766

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   118,421   26,582   

(2）その他   1,731   1,425   

無形固定資産合計   120,152 1.6  28,007 0.3 △92,145
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   745,309   446,059   

(2）関係会社株式   627,773   773,150   

(3）関係会社長期貸付金   230,000   80,000   

(4）敷金・保証金   320,746   341,241   

(5）施設利用会員権   98,338   82,483   

(6）繰延税金資産   389,759   397,845   

(7）その他   70,446   57,139   

　貸倒引当金   △12,434   △6,475   

投資その他の資産合計   2,469,938 32.7  2,171,442 25.5 △298,496

固定資産合計   2,659,665 35.2  2,298,790 27.0 △360,875

資産合計   7,558,966 100.0  8,503,180 100.0 944,214

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※３  432,377   788,122   

２．短期借入金   30,000   －   

３．一年以内返済予定の長
期借入金

  180,080   4,000   

４．未払金   78,453   175,257   

５．未払費用   35,622   56,748   

６．未払法人税等   113,133   390,405   

７．未払消費税等   24,653   73,786   

８．前受金   35,268   30,330   

９．預り金   18,192   18,418   

10．賞与引当金   333,881   431,013   

11．役員賞与引当金   －   40,000   

12．その他の流動負債    －   3,726   

流動負債合計   1,281,659 17.0  2,011,804 23.7 730,144
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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）

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   12,000   8,000   

２．退職給付引当金   745,771   644,358   

３．役員退職慰労引当金   64,074   71,324   

４．長期未払金   60,823   45,617   

５．預り保証金 ※３  44,214   54,768   

固定負債合計   926,882 12.3  824,066 9.7 △102,815

負債合計   2,208,541 29.2  2,835,870 33.4 627,329

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  2,205,750 29.2  － － △2,205,750

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  2,205,970   －    

２．その他資本剰余金         

(1）資本準備金減少差益  450,000   －    

資本剰余金合計   2,655,970 35.2  － － △2,655,970

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  81,809   －    

２．任意積立金         

(1）別途積立金  201,000   －    

３．当期未処分利益  194,218   －    

利益剰余金合計   477,026 6.3  － － △477,026

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  116,253 1.5  － － △116,253

Ⅴ　自己株式 ※２  △104,574 △1.4  － － 104,574

資本合計   5,350,425 70.8  － － △5,350,425

負債・資本合計   7,558,966 100.0  － － △7,558,966
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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   － －  2,205,750 25.9 2,205,750

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,005,971    

(2）その他資本剰余金  －   1,636,076    

資本剰余金合計   － －  2,642,047 31.1 2,642,047

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   81,809    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   201,000    

繰越利益剰余金  －   580,569    

利益剰余金合計   － －  863,377 10.2 863,377

４．自己株式   － －  △93,766 △1.1 △93,766

  株主資本合計   － －  5,617,407 66.1 5,617,407

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  49,903 0.6 49,903

評価・換算差額等合計   － －  49,903 0.6 49,903

純資産合計   － －  5,667,310 66.6 5,667,310

負債純資産合計   － －  8,503,180 100.0 8,503,180
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  6,563,886 100.0  8,100,731 100.0 1,536,845

Ⅱ　売上原価         

１. 当期製品製造原価 ※１ 5,415,284   6,285,793    

２. 商品売上原価  － 5,415,284 82.5 － 6,285,793 77.6 870,509

  売上総利益   1,148,602 17.5  1,814,938 22.4 666,336

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１. 役員報酬  111,666   137,649    

２. 給与・手当・賞与  187,085   234,318    

３. 賞与引当金繰入額  146,384   177,487    

４. 役員賞与引当金繰入額  －   40,000    

５. 役員退職慰労引当金繰
入額

 9,075   11,250    

６. 退職給付費用  31,277   13,875    

７. 法定福利費  76,872   115,925    

８. 福利厚生費  16,128   16,884    

９. 広告宣伝費  12,261   15,840    

10. 募集費  21,167   42,351    

11. 交際費  21,359   34,969    

12. 旅費交通費  48,079   61,714    

13. 通信費  12,731   13,461    

14. 消耗品費  9,700   14,889    

15. 減価償却費  15,147   9,486    

16. 不動産賃借料  91,707   83,708    

17. リース・レンタル料  5,307   5,680    

18. 人員等委託費 ※１ 97,678   122,538    

19. その他  148,452 1,062,075 16.2 160,777 1,312,800 16.2 250,725

  営業利益   86,527 1.3  502,138 6.2 415,611
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１. 受取利息 ※１ 9,553   7,492    

２. 受取配当金 ※１ 11,680   47,256    

３. 有価証券運用益  280,621   －    

４. 有価証券売却益  －   2,521    

５. その他  8,662 310,516 4.7 6,784 64,053 0.8 △246,463

Ⅴ　営業外費用         

１. 支払利息  7,557   2,272    

２. 株式交付費  －   1,160    

３. 投資有価証券評価損  6,128   －    

４. 投資事業組合費用  －   5,516    

５. 支払手数料  17,167   2,214    

６. 固定資産除却損  －   3,649    

７. その他  4,825 35,677 0.5 428 15,240 0.2 △20,436

  経常利益   361,366 5.5  550,951 6.8 189,584

Ⅵ　特別利益         

１. 貸倒引当金戻入  2,542   6,694    

２. 投資有価証券売却益  191,479   223,589    

３. 退職給付過去勤務債務
戻入益

 － 194,021 3.0 166,464 396,747 4.9 202,726
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１. ソフトウェア評価損  45,168   90,194    

２. 役員退職慰労引当金繰
入額

 54,999   －    

３. 退職給付過去勤務債務  164,083   －    

４. 役員退職慰労金  11,100   －    

５. 減損損失 ※２ 63,453   18,903    

６. その他  12,103 350,906 5.3 7,629 116,726 1.4 △234,181

  税引前当期純利益   204,481 3.1  830,972 10.3 626,491

法人税、住民税及び 
事業税

 99,821   391,275    

過年度法人税、住民税
及び事業税

 11,270   3,587    

法人税等調整額  △12,366 98,725 1.5 △30,131 364,731 4.5 266,006

当期純利益   105,756 1.6  466,241 5.8 360,485

前期繰越利益   88,462   －   

当期未処分利益   194,218   －   
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  2,417,738 43.9 2,714,728 43.5

Ⅱ　外注費 ※１ 2,502,637 45.5 2,965,622 47.5

Ⅲ　経費 ＊１ 582,735 10.6 559,351 9.0

　　当期総製造費用  5,503,110 100.0 6,239,702 100.0

　　期首仕掛品たな卸高  124,936  159,964  

合計  5,628,046  6,399,666  

　　期末仕掛品たな卸高  159,964  106,507  

　　他勘定振替高 ＊２ 52,798  7,366  

当期製品製造原価  5,415,284  6,285,793  

      

　（注）＊１　主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

リース・レンタル料 119,930 リース・レンタル料 136,475

減価償却費 121,603 減価償却費 19,774

旅費交通費 62,183 旅費交通費 60,371

不動産賃借料 159,084 不動産賃借料 152,776

　（注）＊２　他勘定振替の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

ソフトウェア 52,798 7,366

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、プロジェクト別の個別原価計算であります。
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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

  
前事業年度

（平成18年６月23日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   194,218

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  64,890  

２．役員賞与金  15,000 79,890

Ⅲ　次期繰越利益   114,327

    

 (注)　日付は株主総会決議日であります。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
(千円)

2,205,750 2,205,970 450,000 2,655,970 81,809 201,000 194,218 477,026 △104,574 5,234,172

事業年度中の変動額           

剰余金の配当　(注) － － － － － － △64,890 △64,890 － △64,890

役員賞与　(注) － － － － － － △15,000 △15,000 － △15,000

資本準備金取崩 － △1,200,000 1,200,000 － － － － － － －

当期純利益 － － － － － － 466,241 466,241 － 466,241

自己株式の取得 － － － － － － － － △67,816 △67,816

自己株式の処分 － － △13,924 △13,924 － － － － 78,624 64,700

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額
（純額）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ △1,200,000 1,186,076 △13,924 － － 386,351 386,351 10,808 383,235

平成19年３月31日　残高
(千円)

2,205,750 1,005,971 1,636,076 2,642,047 81,809 201,000 580,569 863,377 △93,766 5,617,407

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差

額金

 評価・
換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高
(千円)

116,253 116,253 5,350,425

事業年度中の変動額    

剰余金の配当　(注) － － △64,890

役員賞与　(注) － － △15,000

資本準備金取崩 － － －

当期純利益 － － 466,241

自己株式の取得 － － △67,816

自己株式の処分 － － 64,700

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額
（純額）

△66,350 △66,350 △66,350

事業年度中の変動額合計
（千円）

△66,350 △66,350 316,885

平成19年３月31日　残高
(千円)

49,903 49,903 5,667,310

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

 項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法によ

り算定）

(1）売買目的有価証券

同左

 

 

(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

(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

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）

(3）その他有価証券

時価のあるもの

期末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）

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 ──────

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

 

 

(2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

 

 

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

４．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　　　　　３～22年

器具備品　　　３～15年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

①ソフトウェア（販売目的）

　見込有効期間（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、いずれか大きい金額を計上しており

ます。

(2）無形固定資産

①ソフトウェア（販売目的）

同左

 

 

②ソフトウェア（自社利用）

　社内における利用可能期間（５年以

内）に基づく定額法によって償却してお

ります。

②ソフトウェア（自社利用）

同左

 

 

③その他

　定額法を採用しております。

③その他

同左

５．繰延資産の処理方法 ──────   株式交付費は、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
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒れに備えるた

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

　従業員に支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3）　　　 　──────

 

(3）役員賞与引当金

　　　役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額に基づき計上し

ております。

　（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）を適用しておりま

す。

　　　これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ40百万

円減少しております。

 

 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、発生時に一括処理

しております。

(4）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に備

えて、当社は役員退職慰労金規程に基

づく、期末要支給額を計上しておりま

す。

(5）役員退職慰労引当金

同左

７．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
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 項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

 　金利スワップにおいて、要件を充足

しておりますので、特例処理を適用し

ております。

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

同左

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針

 　借入金利息の変動リスクを軽減する

ため、金利スワップを行っております。

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法

 　当金利スワップは特例処理を適用し

ているため、有効性の評価を省略して

おります。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

・消費税等の会計処理 同左

　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。

 

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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」（企業会計基準委員会　平成

15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。

　これにより税引前当期純利益が63,453千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づいて当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。

──────

────── （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5,667,310

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。

－ 51 －



表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（損益計算書）

　前事業年度において営業外費用「その他」に含めて表示

しておりました「支払手数料」（前事業年度1,256千円）

は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業

年度より区分掲記しております。

（損益計算書）

　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前事業年度における「固定資産除却損」の金額は

2,145千円であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　授権株式数は、普通株式35,600千株であります。

　　ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場

　　合には、会社が発行する株式について、これに相当

　　する株式数を減ずることとなっております。

　発行済株式総数は、普通株式8,900千株でありま

す。

※１　　　　　　　――――――――

※２　当社が保有する自己株式の数は、普通株式247,988

　　株であります。

※２　　　　　　　――――――――　

※３　関係会社に対する主な債権債務のうち区分掲記さ

　　れたもの以外のものは、以下のとおりであります。

※３　関係会社に対する主な債権債務のうち区分掲記さ

　　れたもの以外のものは、以下のとおりであります。

売掛金 157,727千円

買掛金 85,761千円

預り保証金 44,214千円

売掛金 228,535千円

買掛金 192,240千円

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

　　銀行３行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメ

　　ント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。

　４　                  同左

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円

　５　配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が116,253千

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。

　５　            ――――――――

 

 

－ 52 －



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　関係会社に係る注記 ※１　関係会社に係る注記

売上高 903,440千円

人員等委託費 633,052千円

受取利息 5,685千円

受取配当金 8,691千円

受取配当金 36,765千円

　なお、人員等委託費は「販売費及び一般管理費」

の「人員等委託費」及び「当期製品製造原価」の

「外注費」に含まれるものの合計であります。

※２　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産について、

減損損失を計上しております。

 ※２　減損損失

 　当事業年度において、当社は以下の資産につい

て、減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

長野県上水内郡
信濃町

遊休
資産

建物
器具備品
その他投資等

63,453千円

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、事業区分及び遊休資産にグルーピングして

おります。

　上記の資産は、当社研修施設として利用してきま

したが、今後の使用見込みがなくなったため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（63,453千円）として特別損失に計上しており

ます。

　その内訳は、建物51,908千円、器具備品1,423千

円及びその他投資10,122千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売

却価額（固定資産税評価額）により測定しておりま

す。

場所 用途 種類 金額

長野県上水内郡
信濃町

遊休
資産

土地 18,903千円

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、事業区分及び遊休資産にグルーピングして

おります。

　当事業年度において、事業の用に供していない遊

休資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（18,903千円）として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額

（固定資産税評価額）により測定しております。

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式　　（注）１，２ 248 109 170 188

合計 248 109 170 188

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加109千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加106

千株、単元未満株式の買取りによる増加４千株によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少170千株は、ストックオプションの権利行使による減少169千株、単元未

満株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 器具備品

取得価額相当額 160,215千円

減価償却累計額相当額 77,430千円

期末残高相当額 82,786千円

 器具備品

取得価額相当額 138,833千円

減価償却累計額相当額 71,057千円

期末残高相当額 67,746千円

（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 31,426千円

１年超 52,685千円

合計 84,111千円

１年内 30,209千円

１年超 38,731千円

合計 68,940千円

（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 37,046千円

減価償却費相当額 35,810千円

支払利息相当額 1,254千円

支払リース料 36,990千円

減価償却費相当額 35,759千円

支払利息相当額 1,185千円

（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、

利息法によっております。

（5）利息相当額の算定方法

同左

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リース取引に係る借主側

の未経過リース料期末残高相当額があります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第

三者にリースしておりますので、ほぼ同額の貸主側の未

経過リース料期末残高相当額があります。

２．転貸リース取引

同左

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

１年内 32,886千円

１年超 －千円

合計 32,886千円

１年内 3,522千円

１年超 14,564千円

合計 18,086千円

（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ので、項

目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日）及び当事業年度（平成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３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

繰延税金資産  

賞与引当金損金不算入額 136,891千円

退職給付引当金損金不算入額 305,766千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 26,270千円

ソフトウェア評価損否認額 32,025千円

減価償却資産償却超過額 63,498千円

施設利用会員権評価損否認額 20,217千円

その他 52,523千円

繰延税金資産合計 637,190千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △80,785千円

繰延税金負債合計 △80,785千円

繰延税金資産の純額 556,405千円

繰延税金資産  

賞与引当金損金不算入額 176,715千円

未払費用否認額 23,266千円

退職給付引当金損金不算入額 264,186千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 29,242千円

ソフトウェア評価損否認額 55,112千円

減価償却資産償却超過額 37,742千円

施設利用会員権評価損否認額 18,987千円

その他 62,193千円

繰延税金資産合計 667,443千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △34,800千円

繰延税金負債合計 △34,800千円

繰延税金資産の純額 632,643千円

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

（調整）  

交際費の損金不算入額 4.3

寄付金の損金不算入額 0.6

損金計上罰科金 0.3

住民税均等割 4.1

過年度法人税等 5.5

受取配当金の益金不算入額 △1.3

税効果を認識していない一時差異の

減少
△7.2

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.3％

法定実効税率 41.0％

（調整）  

交際費の損金不算入額 1.7

役員賞与引当金損金不算入額 2.0

損金計上罰科金 0.0

住民税均等割 1.4

過年度法人税等 0.4

受取配当金の益金不算入額 △2.1

税効果を認識していない一時差異の

減少
△0.5

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 616.67円

１株当たり当期純利益金額 10.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
10.27円

１株当たり純資産額 650.48円

１株当たり当期純利益金額 53.76円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
52.56円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 105,756 466,241

普通株主に帰属しない金額（千円） 15,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (15,000)  (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 105,756 466,241

期中平均株式数（株） 8,721,587 8,673,098

   

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） 115,200 197,529

（うち新株予約権） (115,200) (197,529)

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まれなかっ

た潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。 
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６．その他
(1）役員の異動

　平成19年４月24日付、「役員の異動に関するお知らせ」にて開示しております。

(2）その他

 「生産、受注及び販売の状況」については、決算短信における開示を省略しております。
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