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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）

（注）当社は、平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。

(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 23,027 － 1,400 － 1,304 － 668 －

18年３月期 － － － － － － － －

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 63 70 － － 8.7 11.4 6.1

18年３月期 － － － － － － －

（参考）持分法投資損益 19年３月期 △153百万円 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 11,854 7,949 67.1 757 17

18年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 19年３月期 7,949百万円 18年３月期 －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 643 △828 △246 2,972

18年３月期 － － － －

２．配当の状況

 １株あたり配当金 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 8 75 10 00 18 75 196 － －
19年３月期 10 00 12 00 22 00 230 34.5 3.0

20年３月期（予想） 11 00 11 00 22 00  － 25.1 －

 (注) 19年３月期期末配当の内訳　記念配当２円00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 12,200 12.6 690 22.2 650 30.1 320 30.4 30 48

通期 25,200 9.4 1,710 22.1 1,710 31.1 920 37.6 87 63

－ 1 －



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）

  当期は連結財務諸表作成初年度であるため、該当事項はありません。

(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 10,500,000株 18年３月期 10,500,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 1,360株 18年３月期 1,360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、27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 22,370 1.2 1,423 △7.6 1,481 △3.3 825 △5.3

18年３月期 22,098 1.9 1,540 16.8 1,532 13.8 872 51.3

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

円 銭 円 銭

19年３月期 78 66 － －

18年３月期 81 56 － －

(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 11,665 8,106 69.5 772 16

18年３月期 11,025 7,504 68.1 713 27

（参考）自己資本 19年３月期 8,106百万円 18年３月期 7,504百万円

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 11,500 6.2 700 24.0 705 22.4 390 21.2 37 15

通期 23,700 5.9 1,700 19.5 1,710 15.4 960 16.3 91 44

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当期は、連結初年度になりますので、前期との比較は行っておりません。

（当期の概況）

　当期における国内経済は、米国景気の先行き不透明感や円高の懸念はあるものの、雇用や賃金の改善により個人消

費は回復基調にあり、また企業の設備投資も拡大基調を保ち、安定的な成長が続いています。

　情報サービス業界に関しては、金融業界を中心に情報システム投資が拡大する中、ＳＥ等の要員不足が一段と厳し

さを増し、企業にとって人材獲得力の強化が成長のための益々重要な経営課題になっています。

　当社は、平成18年４月より３ヵ年の中期経営計画「Change X」をスタートさせ、新しい成長モデルへのシフトに取

り組んでいます。その一環として、最重要課題である人材確保を図るため、平成18年９月11日にＩＴ技術者派遣事業

を行うオープンテクノ株式会社を、さらに同年12月18日には株式会社フィネスを子会社化しました。続いて、共にＩ

Ｔ技術者派遣を主力事業としている両社は平成19年４月１日付けで合併し、新たにひと回り大きな事業規模のアグレッ

クスファインテクノ株式会社としてスタートしました。

　当期においては、保険会社、クレジット・カード会社、製薬会社の業務運用やＣＲＭ分野の商品並びにシステム開

発等の受注が好調に推移しましたが、前期からの特定大口顧客との契約見直しの影響が残るとともに、一部の大型の

業務運用において受注が減少したことなどにより、売上高は僅かな伸びにとどまりました。費用面においては、新規

採用にかかわる募集採用費や教育期間中の人件費に加え、新規事業開発にかかわる人件費等が嵩み、販売費及び一般

管理費が大幅に増加しました。

　当中間期より連結決算に移行し、損益に関しては、平成18年10月からオープンテクノ株式会社を、平成19年１月か

ら株式会社フィネスを連結対象にしたことで、連結売上高は６億57百万円増加しました。また、クロノバ株式会社と

株式会社イーラボの損益等を持分法による投資損失として営業外費用に１億53百万円計上しています。

　以上の結果、売上高は230億27百万円、経常利益は13億４百万円、当期純利益は６億68百万円となりました。

 

 （サービス別営業概況）

　ビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）は、公共分野の大型業務やキャンペーンマネジメント業務等の受注

が減少したものの、保険会社の支払査定業務やクレジット・カード会社のカード発行業務等の受注が好調に推移しま

した。また、製薬会社向けの臨床試験支援業務においてもＩＴの優位性を活かして受注が拡大したほか、新規事業の

少額短期保険会社向けの運用サービスもスタートし、売上高は131億39百万円となりました。

　ソフトウェアソリューション（ＳＳ）は、保険会社等に向けてＣＲＭ系商品のセット販売を推進し、功を奏したこ

とに加え、金融機関を中心にデータクレンジング・名寄せツールである「ＴＲＩＬＬＩＵＭ」の拡販が進み、また個

人情報保護をサポートする新商品「個人情報秘匿システム」の販売も順調に推移しました。一方で、ＥＲＰの受注環

境は引き続き厳しく、新規案件の獲得が予定通り進まなかった結果、売上高は20億91百万円にとどまりました。

　システムインテグレーション（ＳＩ）は、金融機関を中心としたＩＴ投資意欲の高まる中、ターゲットとする保険、

銀行等のニーズ拡大に応えて受注を獲得し、順調にシェアを伸張できたことや、子会社の売上高が加わったことによ

り、特定大口顧客との契約見直しによるマイナス要因を撥ね返し、売上高は77億20百万円となりました。

　その他システム機器販売等は、システム開発に付随する情報機器の販売と保険代理店収入で、売上高は75百万円と

なりました。
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 （次期の見通し）

　今後のわが国経済は、企業収益の拡大に伴う好調な設備投資に加え、雇用拡大と賃金上昇による個人消費の拡大と

いう好循環が生まれ、内需主導の景気拡大が続くと予想されます。

　情報サービス業界においては、金融機関を中心とした情報システム投資が高い伸びを継続しており、人材の売り手

市場の下、必要な人材を確保できるかどうかによって成長が左右される状況にあります。

　そのような状況の中で、当社の主力事業であるビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）は、社内リソースを

より柔軟かつ効率的に活用するために、組織を機能別に再編成し、営業体制も事業部体制に合わせて、サービス別に

改編し、製販一体の体制を整えました。重点分野として、保険会社の支払査定業務やその周辺業務の取り込みに加え、

保険代理店支援業務の拡大や少額短期保険への新規参入業者の獲得を推進いたします。また臨床試験支援業務におい

ては、ＥＤＣ（Electronic Data Capture）やモニタリング業務にサービス範囲を広げて、一層の業容拡大を図ること

などにより、増収を見込んでおります。

　ソフトウェアソリューション（ＳＳ）は、銀行、保険などの金融機関を中心にＣＲＭ系商品の拡販が見込まれるも

のの、一部のパッケージソフトウェア取引の収益を総額表示から純額表示に変更するため、その分の売上金額が減少

します。一方、ＥＲＰ分野に関しては、受注が回復傾向にあるため、ＳＳ全体では増収を確保できるものと見込んで

おります。

　また、システムインテグレーション（ＳＩ）は、金融機関を中心に情報システム投資の拡大が続くと予想され、顧

客のニーズに応えるべく、ＳＥ等の技術者確保を強化し、受注拡大を図ります。また、子会社であるアグレックスファ

インテクノ株式会社の売上が通年寄与することにより、大幅な増収を見込んでおります。

　以上のような景気や顧客の動向等を踏まえ、次期の業績については次の通り見込んでおります。

 　　        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）

   

ビジネスプロセスアウトソーシング 138億40百万円 （前期比　 5.3％増）

ソフトウェアソリューション 21億50百万円 （前期比　 2.8％増）

システムインテグレーション 91億90百万円 （前期比　19.0％増）

その他システム機器販売等 20百万円 （前期比　73.5％減）

売上高合計 252億00百万円 （前期比　 9.4％増）

営業利益 17億10百万円 （前期比　22.1％増）

経常利益 17億10百万円 （前期比　31.1％増）

当期純利益 ９億20百万円 （前期比　37.6％増）

 　　（参考）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）

   

ビジネスプロセスアウトソーシング 138億40百万円 （前期比　 5.3％増）

ソフトウェアソリューション 21億50百万円 （前期比　 2.8％増）

システムインテグレーション 76億90百万円 （前期比　 8.9％増）

その他システム機器販売等 20百万円 （前期比　73.5％減）

売上高合計 237億00百万円 （前期比　 5.9％増）

営業利益 17億00百万円 （前期比　19.5％増）

経常利益 17億10百万円 （前期比　15.4％増）

当期純利益 ９億60百万円 （前期比　16.3％増）

（注）上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在するさまざまな不

確定要因や今後の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のでご承知おき

下さい。
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(2）財政状態に関する分析

 当期は、連結初年度になりますので、前期との比較は行っておりません。

 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、６億43百万円となりました。

　これは主に、法人税等の支払額が９億21百万円、売上債権の増加額が２億27百万円あったものの、税金等調整前当

期純利益が13億28百万円計上されたこと、減価償却費が３億11百万円及び持分法による投資損失が１億53百万円あっ

たこと等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）

　投資活動の結果減少した資金は、８億28百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入が２億47百万円あったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出が３億23百万円及び事業所拡張等による有形固定資産の取得による支出が２億96百万円あったこと等

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は、２億46百万円となりました。

　これは、配当金の支払額が２億10百万円あったことによるものであります。

 

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期

自己資本比率（％） 67.1

時価ベースの自己資本比率（％） 124.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 287.0

　（注）　自己資本比率　：　自己資本／総資産

　　　　　時価ベースでの自己資本　：　株式時価総額／総資産

　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　＊１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　　　　なお、当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度までの推移については

            記載しておりません。

      　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

　　　　３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし　

　　　　　　ております。

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

            るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(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、株主尊重を重要な経営政策のひとつとして位置付けております。利益の配分につきましては、将来の事業

基盤拡大に備えた内部留保と財務体質の強化を図りながら、株主に対する継続的で安定的な配当を実施することを基

本方針としております。

　内部留保金につきましては、技術革新や事業拡大に対応して、研究開発投資・設備投資を適宜実施し、新規事業の

創出、新商品の開発、新技術の導入、ＢＰＯセンターの新設など、競争優位性を確保するために有効に投資してまい

ります。

 上記方針に基づいて、当期の配当金につきましては、中間配当10円と東証一部上場記念配当２円を合わせて、１株に

つき22円の年間配当を実施する予定であります。また、次期の配当金につきましては、１株につき22円の年間配当を

見込んでおります。
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(4）事業等のリスク

 ①　当社事業に係るリスクについて

 ａ． 技術者及び労働力の確保について

   当社は、事業の拡大を図るためには、優秀な人材及び良質な労働力の確保が必要不可欠であります。ビジネスプロ

セスアウトソーシングにおいては、優秀な技術者や業務知識の保有者の確保とともに、事務処理・データ入力サービ

スにおける良質な労働力の確保が必要であります。また、ソフトウェアソリューション及びシステムインテグレーショ

ンにおいて、優秀な技術者の確保が必要であります。労働力市場の逼迫等により当社が必要とする優秀な技術者又は

労働力を確保できない場合には、当社の事業展開が制約される可能性、並びに当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

 ｂ． 技術の進展等について

   当社の事業は、情報技術、通信技術に密接に関連しており、これらの技術分野は、技術の進展が著しいという特徴

を有しております。当社が想定していないような新技術・新サービスの普及等により事業環境が変化し、その対応が

遅れた場合には、受注の減少等から当社の経営成績が影響を受ける可能性を有しております。また、新規参入の状況

及び競合の状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ｃ． 顧客情報の管理について

   当社は、特にビジネスプロセスアウトソーシングにおいて、顧客情報を大量に取扱っております。当社では、プラ

イバシーマーク制度（注１）やＩＳＭＳ適合性評価制度（注２）の認証を取得するなど、情報管理及び社員の教育に

十分留意しておりますが、今後、顧客情報の流出等が発生した場合には、当社の事業展開が制約される可能性、並び

に当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（注１）プライバシーマーク制度：「JIS Q 15001」に準拠したコンプライアンス・プログラムが定められ、当該コン

プライアンス・プログラムに基づき個人情報の適切な取扱いが実施され、または実施可能な体制が整備されているこ

とにより認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)の評価制度。

（注２）ＩＳＭＳ適合性評価制度：企業の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)が、ISO/IEC27001及び「JIS 

Q27001」に基づく認証基準に適合することを認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)の評価制度。

 

 ｄ． プロジェクト採算の管理について

   当社は、ソフトウェアソリューション及びシステムインテグレーションにおいて、見積り精度の向上、プロジェク

トマネジメントの強化等に努め、効率的なシステム開発を目指しております。しかしながら、作業開始後の仕様変更、

納入後の不具合発生等、当初見積りを超える作業工数の発生により、プロジェクトの採算が悪化した場合、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 

㈱アグレックス (4799) 平成 19 年３月期決算短信

－ 6 －



 ②　親会社であるＴＩＳ株式会社を中心とした企業集団（以下、「ＴＩＳグループ」）における当社の位置付けと　

　親会社との関係について

ａ． 当社の位置付けについて

　当社は、ＴＩＳ株式会社の連結子会社であります。ＴＩＳグループの主な業務は、情報化投資に関わるアウトソー

シングサービス、ソフトウェア開発サービス、ソリューションサービスの提供であります。

　ＴＩＳグループは、顧客基盤ならびに業務・技術分野を相互に補完する企業グループを形成し、グループ各社が「自

立・自律した事業体」として強みを活かした事業展開を図るとともに、グループシナジーを発揮することにより、グ

ループの事業拡大を図ることを基本方針としております。

　ＴＩＳグループの事業区分において、当社のサービス区分であるビジネスプロセスアウトソーシングはアウトソー

シングサービスに、ソフトウェアソリューション、システムインテグレーションはソフトウェア開発サービス及びソ

リューションサービスに分類されます。

　ＴＩＳグループにおける当社の位置付けについては、下記の通りであります。

・アウトソーシングサービス

　アウトソーシングサービスは、①システム、ネットワークを安定稼動させるための操作、監視を中心とするＩＴア

ウトソーシングと②ＩＴを活用して契約処理業務、通信販売受注業務等の事務処理業務全体を行うビジネスプロセス

アウトソーシングに大別され、当社はグループ内でビジネスプロセスアウトソーシングを主力事業とする企業として

位置付けられます。

・ソフトウェア開発サービス及びソリューションサービス

　ソフトウェア開発サービス及びソリューションサービスについては、グループ内に類似した事業を営む企業が存在

しておりますが、顧客基盤、案件規模、取扱商品等が異なっており、当社はグループ内でＣＲＭソリューション等に

強みを持つ企業として独自の位置を占めております。

　当社とＴＩＳグループ各社は、それぞれ独自の事業領域を確立し、グループシナジーが期待できる分野において協

業することにより、互いに企業価値を高める関係にありますが、環境変化が著しい事業分野に属しているため、今後

の事業環境の変化によっては、グループ内において、一部事業の競合が生じる可能性があります。

 

ｂ． 取引関係について

　従来、当社は株式会社アプラスから同社の基幹システムである「アトラスシステム」の開発等を受託しておりまし

たが、契約内容の変更に伴い、2005年７月よりＴＩＳ株式会社から当該システムの開発等を受託することになりまし

た。また、当社は、ＴＩＳ株式会社から株式会社アプラス以外のシステム開発等も受託しております。

 

ｃ． 人的関係について

　平成19年３月31日現在、当社役員14名のうち、ＴＩＳ株式会社の取締役を兼ねる者は２名であり、ＴＩＳグループ

内の協業とシナジーによる企業価値の向上に資するために当社が就任を要請したものであります。

 

d． 独立性の確保の状況について

　当社は、設立以来40年以上の実績を積み重ね、業務ノウハウ、技術等を蓄積し、大手企業を中心に強固な顧客基盤

を築き、独自の事業基盤を確立しております。当社は情報サービス業界の中でＢＰＯのリーディングカンパニーとし

て競争優位を確立しており、ＴＩＳグループにあって独自の事業領域を確保し、ＴＩＳグループへの取引の依存度も

低く、自由な事業活動を行える状況にあります。

　当社はグループ各社の自主・自立を基本とするＴＩＳグループの方針の下、独自の経営判断に基づいて、事業活動

を行っており、十分な独立性が確保されていると認識しております。
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２．企業集団の状況
 当社の親会社としてＴＩＳ株式会社（以下、「ＴＩＳ」）があり、当社と同じ情報サービス業を行っております。当社

はＴＩＳに対してシステムインテグレーション（ＳＩ）の一部を委託するとともに、ＴＩＳからＳＩ及びソフトウェア

ソリューション（ＳＳ）の一部を受託しております。

　当期にＩＴ関連業務を中心とした技術者派遣事業を行うオープンテクノ株式会社（以下、「オープンテクノ」）並び

に株式会社フィネスが当社の100％子会社になり、当社はオープンテクノにＳＩの一部を委託しております。

  また関連会社では、医薬品開発支援サービスを提供しているクロノバ株式会社からビジネスプロセスアウトソーシン

グ（ＢＰＯ）の一部を受託しており、ＡＳＰサービスを提供している株式会社イーラボからＳＳの一部を受託しており

ます。

　以上の事項を系統図によって示すと次のとおりであります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 　当社は、「人とＩＴのチカラでお客様の価値創造を支援し、豊かで活力ある社会の実現に貢献する」ことを企業使

命にしております。当社の事業は、お客様にサービスを提供する“人”と、それを支えるＩＴで成り立っています。

人とＩＴのチカラを最大限に発揮して、お客様の価値創造を支援することで、“お客様のお客様”の満足感が高まり、

その満足の輪が広がれば、社会がより豊かになっていくと考えております。

「お客様、社員、株主、そして社会の期待に応え、長期にわたって成長し、企業価値を高める」ことを目指していき

ます。

 

(2）目標とする経営指標

 　売上高及び営業利益の増加による継続的な成長を基本的な経営指標として設定し、経営効率と生産性の向上を図り、

企業価値を高めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 　当社は、2005年９月に策定した経営ビジョンの実現に向け、１stステージとなる３ヵ年（2007年３月期～2009年３

月期）の中期経営計画を策定いたしました。この中期経営計画では、事業構造、組織、制度、仕組み、意識などを変

革し、新しい成長モデルにシフトすることをテーマにしております。

①基本方針

   ・ 新しい事業モデルへの選択と集中

   ・ 戦略に適した組織・体制の整備

   ・ 組織的なマネジメントの仕組みの構築

   ・ 魅力的な人事・処遇制度と成長できる環境の整備

   ・ ブランドイメージの向上

②事業展開の方向性

  ａ．業種集中戦略

   成長の期待できる業種に集中して、専門性の高いサービスを提供することでシェアの拡大を図る

   ・ 保険業界、クレジットカード業界での専門性を活かして、業務範囲の拡大を図る

   ・ 銀行、証券等の金融機関の業務ノウハウを蓄積し、サービス提供力を強化する

   ・ 新たな市場として、医薬分野、少額短期保険分野、公共分野等を開拓する

  ｂ．業務集中戦略

   強みの発揮できる分野に経営資源を集中して、競争優位を確立する

   ・ 契約・受注、口座振替、決済の業務プロセスを対象にしたアウトソーシングを推進する

   ・ ＣＲＭ分野（顧客管理、マーケティング）の商品・サービスの充実を図る

・ ＩＴマネジメントサービス（ヘルプデスク、サーバ管理等）を強化して、システムライフサイクルを一貫して

サポートできる体制を構築する 

   ｃ．高付加価値戦略

　 業務ノウハウ、ＩＴ、設備を統合化して、高付加価値サービスを提供する

 ・ 各サービスを標準化・部品化し、お客様のニーズに合わせて必要なサービスを組み合わせ、シームレスなサー

ビスを提供する

        ・ 業務ノウハウ、ＩＴ、設備等のリソースの活用度を高めて、プロセス・イノベーションを推進する

        ・ セキュリティと品質の管理体制を強化して、信頼性の高いサービスを提供する

       ｄ．Ｍ＆Ａ・アライアンス戦略

       社外のリソースや商品・サービスの総合化・融合化を図り、サービス提供力を高める

        ・ 人材、業務ノウハウ、技術等を補完・強化できる企業・事業とのＭ＆Ａ、アライアンスを推進する
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(4）会社の対処すべき課題

 　当社は2005年９月、創立40周年を機に10年後の2015年に向けた長期ビジョン「AGREX VISION 2015」を策定し、ビ

ジョン実現に向けた１stステージとなる３ヵ年の中期経営計画「Change X」を2006年４月にスタートさせました。

　１年目は、９月の東証一部上場に続く、オープンテクノ株式会社、株式会社フィネスの子会社化（2007年４月両社

を統合し、アグレックスファインテクノ株式会社を発足）、システム事業部門の機構改革、ＩＳＯ２００００認証取

得等、計画に沿って一定の成果を上げることができました。

　２年目は、次の飛躍への基盤づくりをさらに加速するため、計画実行のスピードアップを図り、以下の課題に取り

組んでいきます。

①営業力の強化

  当社は、大型の高収益業務のピークアウトが重なり、業績面で端境期を経験しました。どんな高収益事業や優良業

務にもライフサイクルがあり、何れは下降局面を迎えます。これをカバーして成長を持続するためには、成長が見込

まれる新規顧客や当社の強みが発揮できる分野の新規業務を継続的に獲得していくことが不可欠です。市場規模が大

きく、今後ともニーズの拡大が見込まれる金融業界をメインターゲットにして事業を拡大していきます。

②全社（グループ）リソースの最適活用

  当社は、事業の専門性を重視するとともに、効率的な事業活動を行うため、サービス別の事業部制を採用していま

すが、各事業部の業務内容は相互に関連しており、高度化、複雑化する顧客ニーズに応えるためには、各事業部が密

接に連携し、シナジー効果を発揮することが重要です。全社リソースを有効に活用する仕組みを整備することにより、

顧客に最適なサービスを提供し、顧客満足度を高めるとともに、生産性の向上に努めていきます。

③マネジメントの強化

  受託する業務の規模が大きくなるにつれ、プロジェクトマネジメントの重要性が高まっています。大規模な業務で

想定以上の工数投入を余儀なくされた場合などは、業績に多大な影響を与える結果となります。不測の損害を発生さ

せないために、受注時の見積り精度の向上、進捗管理、採算管理の厳正化等、リスク・マネジメントを一層強化して

いきます。

④内部統制の整備

  企業の不祥事が多発する中で、コーポレートガバナンス、コンプライアンスへの社会的な要請が高まっています。

新会社法の施行に続き、金融商品取引法が制定され、業務の適正を確保するための体制や財務報告の信頼性を確保す

るための内部統制の構築が求められています。こうした状況に対応して内部統制整備プロジェクトを発足し、専任体

制でグループ全体の内部統制の課題に取り組み、企業の信頼性を高めていきます。　

⑤人材の確保と強化

  情報サービス業界ではＳＥ等技術者の需給が逼迫し、人材獲得競争が激化しています。当社の成長も、必要な人材

を確保できるかどうかにかかっています。事業ニーズに適合した多様な人材を獲得できるように採用活動を強化する

とともに、業容の拡大を支える人材の育成に注力します。また、これらの人材が能力を最大限に発揮できる環境を整

備するとともに、企業理念の浸透を図り、長期ビジョンの実現に取り組んでいきます。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   1,679,724  

２．受取手形及び売掛金 ※２  3,539,086  

３．有価証券   1,613,390  

４．たな卸資産   295,946  

５．繰延税金資産   598,647  

６．その他   254,158  

７．貸倒引当金   △4,719  

流動資産合計   7,976,233 67.3

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  692,269   

 　 減価償却累計額  368,727 323,542  

(2）土地   205,976  

(3）その他  985,524   

    減価償却累計額  560,464 425,059  

  有形固定資産合計   954,578 8.1

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   276,306  

(2）のれん   423,305  

(3）その他   15,928  

  無形固定資産合計   715,540 6.0

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  1,040,145  

(2）敷金及び保証金   887,273  

(3）長期定期預金   100,000  

(4）繰延税金資産   141,154  

(5）その他   40,219  

(6）貸倒引当金   △397  

　投資その他の資産合計   2,208,394 18.6

固定資産合計   3,878,513 32.7

資産合計   11,854,746 100.0
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当連結会計年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   468,756  

２．短期借入金   150,000  

３．未払費用   1,013,339  

４．未払法人税等   367,686  

５．未払消費税等   149,568  

６．賞与引当金   1,093,212  

７．役員賞与引当金   14,000  

８．プログラム補修引当金   21,500  

９．その他   274,274  

流動負債合計   3,552,337 29.9

Ⅱ　固定負債     

１．退職給付引当金   165,998  

２．役員退職慰労引当金   130,942  

３．長期未払金   56,183  

固定負債合計   353,124 3.0

負債合計   3,905,461 32.9

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,292,192 10.9

２．資本剰余金   1,493,807 12.6

３．利益剰余金   5,159,484 43.5

４．自己株式   △431 △0.0

株主資本合計   7,945,052 67.0

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  4,232 0.0

 評価・換算差額等合計   4,232 0.0

純資産合計   7,949,285 67.1

負債及び純資産合計   11,854,746 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   23,027,551 100.0

Ⅱ　売上原価   18,723,078 81.3

売上総利益   4,304,473 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費     

１．役員報酬  148,082   

２．給料賞与手当  1,061,237   

３．賞与引当金繰入額  150,208   

４．役員賞与引当金繰入額  14,000   

５．役員退職慰労引当金繰入
額

 22,032   

６．地代家賃  292,874   

７．採用費  210,938   

８．その他 ※１ 1,004,590 2,903,962 12.6

営業利益   1,400,510 6.1

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  15,091   

２．投資事業組合収益  26,107   

３．投資有価証券売却益  3,248   

４．その他  16,064 60,511 0.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  2,241   

２．持分法による投資損失  153,792   

３．その他  421 156,455 0.7

経常利益   1,304,566 5.7

Ⅵ　特別利益     

１．積立保険返戻差益  49,441 49,441 0.2

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 25,380 25,380 0.1

税金等調整前当期純利益   1,328,627 5.8

法人税、住民税及び事業
税

 688,163   

法人税等調整額  △28,264 659,898 2.9

当期純利益   668,729 2.9
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(3）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4月1日　残高（千円） 1,292,192 1,493,807 4,717,052 △431 7,502,620

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(前期） ― ― △104,986 ― △104,986

剰余金の配当(中間) ― ― △104,986 ― △104,986

利益処分による役員賞与
(前期）

― ― △16,000 ― △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減
少高

― ― △324 ― △324

当期純利益 ― ― 668,729 ― 668,729

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）

― ― 442,432 ― 442,432

平成19年３月31日　残高（千円） 1,292,192 1,493,807 5,159,484 △431 7,945,052

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4月1日　残高（千円） 1,693 1,693 7,504,313

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(前期) ― ― △104,986

剰余金の配当(中間) ― ― △104,986

利益処分による役員賞与
(前期）

― ― △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減
少高

― ― △324

当期純利益 ― ― 668,729

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

2,539 2,539 2,539

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,539 2,539 444,971

平成19年３月31日　残高（千円） 4,232 4,232 7,949,285
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（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  1,328,627

減価償却費  311,693

のれん償却額  43,038

長期前払費用償却額  8,477

賞与引当金の増加額  39,257

役員賞与引当金の増加額  14,000

退職給付引当金の増加額  67,651

役員退職慰労引当金の減少額  △95,668

プログラム補修引当金の増加額  17,000

貸倒引当金の増加額  125

受取利息及び受取配当金  △15,215

支払利息  2,241

持分法による投資損失  153,792

有形固定資産除却損  20,506

無形固定資産除却損  4,874

積立保険返戻差益  △49,441

投資有価証券売却益  △3,248

投資事業組合損益  △26,107

売上債権の増加額  △227,149

たな卸資産の増加額  △15,391

その他流動資産の増加額  △44,182

長期前払費用の増加額  △11,689

仕入債務の増加額  14,736

未払費用の減少額  △50,331

未払消費税等の増加額  1,283

その他流動負債の増加額  78,893

役員賞与の支払額  △16,000

小計  1,551,774

利息及び配当金の受取額  15,215

利息の支払額  △2,241

法人税等の支払額  △921,630

営業活動によるキャッシュ・フロー  643,117
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △296,778

有形固定資産の売却による収入  1,579

無形固定資産の取得による支出  △123,302

定期預金の預入による支出  △123,003

定期預金の解約による収入  3,000

投資有価証券の取得による支出  △254,744

関係会社株式の取得による支出  △64,400

投資有価証券の売却による収入  247,280

投資有価証券の償還による収入  63,549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入及び支出

 ※２ △323,086

その他投資による支出  △111,309

その他投資による収入  152,946

投資活動によるキャッシュ・フロー  △828,269

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  360,000

短期借入金の返済による支出  △396,400

配当金の支払額  △210,368

財務活動によるキャッシュ・フロー  △246,768

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  △431,920

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,404,910

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,972,990
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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
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) 連結子会社の数

　　 ２社

（2）連結子会社の名称

　　 オープンテクノ㈱

　　 ㈱フィネス

  オープンテクノ㈱は、平成18年９月11日

の株式取得に伴い、当中間連結会計期間よ

り連結子会社となりました。

  ㈱フィネスは、平成18年12月18日の株式

取得に伴い、当第３四半期連結会計期間よ

り連結子会社となりました。

  なお、非連結子会社はありません。

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の数

　　６社

（2）持分法適用の関連会社の名称

　　クロノバ㈱

　　㈱イーラボ　他４社

　なお、持分法を適用しない関連会社はあ

りません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

  オープンテクノ㈱は決算日を従来の９月

30日から３月31日へ変更いたしましたので、

平成18年10月１日から平成19年３月31日ま

での６ヶ月間の財務諸表を使用して連結財

務諸表を作成しております。

　㈱フィネスは決算日を従来の12月20日か

ら３月31日へ変更いたしましたので、平成

18年12月21日から平成19年３月31日までの

３ヶ月11日間の財務諸表を使用して連結財

務諸表を作成しております。
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項目
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）

４．会計処理基準に関する事

項

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

　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。

  時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

  ただし、投資事業有限責任組合出資金は

個別法によっており、組合決算の損益を営

業外収益または営業外費用として計上する

方法を採用しております。

 ②　たな卸資産

 仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

  定率法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　　　　　3～27年

　　　　　　構築物　　 　10～20年

            器具及び備品　3～20年

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、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、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売数量に基づく

償却額と見込有効期間（３年）に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか大きい額を

償却する方法を採用しております。
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項目
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）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

 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

を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。

 

 ②　賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

 ③　役員賞与引当金

 役員に対する賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

 ④  プログラム補修引当金

 プログラムの無償補修費用の支出に備え

るため、過去の実績に基づく将来発生見込

額を計上しております。

 ⑤　退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、期末要

支給額を計上しております。

 ⑥　役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

(4）重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんは、５年で均等償却しております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

 　　　投資有価証券（株式） 379,404 千円

※２　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当連結会計

年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結

会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれ

ております。

　　　受取手形　　　　 2,214　千円

 

（連結損益計算書関係）

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　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 29,347千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 17,433千円

器具及び備品 3,073千円

ソフトウェア 1,628千円

のれん 3,245千円

計 25,380千円
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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

前事業年度末株式数
（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 10,500,000 ― ― 10,500,000

合計 10,500,000 ― ― 10,500,000

自己株式

普通株式 1,360 ― ― 1,360

合計 1,360 ― ― 1,360

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22日

定時株主総会
 普通株式 104,986 10.0 平成18年３月31日 平成18年６月23日

平成18年11月７日

取締役会
 普通株式 104,986 10.0 平成18年９月30日 平成18年12月７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期となるもの

（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６月21日

定時株主総会
普通株式 125,983 利益剰余金 12.0 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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　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

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,679,724千円

マネー・マネージメント・ファンド 1,313,270千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △20,003千円 

現金及び現金同等物 2,972,990千円

※２　新規連結子会社の取得による収入及び支出の内訳

 

 　 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のため

の支出（純額）との関係は次のとおりであります。

             オープンテクノ㈱（平成18年９月30日現在)

 流動資産 439,613 千円

 固定資産 43,913 千円

 のれん 378,419 千円

 流動負債 295,810 千円

 固定負債 59,804 千円

 オープンテクノ㈱株式の取得価額 506,332 千円

 オープンテクノ㈱の現金及び現金同等物 241,561 千円

 差引：オープンテクノ㈱の株式取得によ　

　　　　　　　 る支出

264,770 千円

 　　　　　　㈱フィネス（平成18年12月20日現在)

 流動資産 289,076 千円

 固定資産 80,037 千円

 のれん 82,550 千円

 流動負債 200,863 千円

 固定負債 － 千円

 ㈱フィネス株式の取得価額 250,800 千円

 ㈱フィネスの現金及び現金同等物 192,484 千円

 差引：㈱フィネスの株式取得による支出 58,315 千円

（リース取引関係）

 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。
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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

種類

当連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
　差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

（１）株式 142 591 448

（２）債券

　　　 社債

 

100,000

 

100,120

 

120

　小計 100,142 100,711 568

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

（１）株式 4,522 4,232 △290

（２）債券

　　  社債

 

600,000

 

598,280

 

△1,720

　　小計　 604,522 602,512 △2,010

合計 704,665 703,223 △1,441

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

247,280 3,248 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

当連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 48,147

投資事業有限責任組合出資金 209,490

その他（証券投資信託） 1,313,270

４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結貸借対照表日後における償還予定額

種類

当連結会計年度（平成19年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円） 

５年超
 （千円） 

（１）債券

　　　 社債

 

300,120

 

398,280

 

―

 （２）その他 ― ― ―

 合計 300,120 398,280 ―
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（デリバティブ取引関係）

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）

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

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定拠出年金制度、退職一時金制度（確定型）及び厚生年金基金制度を併用しております。また、厚生年金基

金は総合設立型（全国情報サービス産業厚生年金基金）に加入しておりますが、当社の拠出に対応する年金資産を合理

的に計算することができないため、退職給付債務の計算には含めておりません。なお、掛金拠出割合により按分計算し

た当社の年金資産の額は平成19年３月31日現在は、5,724,082千円であります。

 また、連結子会社の一部は退職一時金制度のみを採用しております。他の連結子会社は退職金共済契約に加入しており、

退職給付債務の計算から除外しております。

 

２．退職給付債務に関する事項

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △165,998

(2）年金資産（千円） ―

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △165,998

(4）未認識数理計算上の差異（千円） ―

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） ―

(6）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) （千円） △165,998

(7）前払年金費用（千円） ―

(8）退職給付引当金(6)－(7)（千円） △165,998

　（注）連結子会社の一部は、退職給付債務の算定にあたり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

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）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

(2）利息費用（千円）

(3）期待運用収益（減算）（千円）

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円）

(5) 厚生年金基金掛金拠出額（千円）　 

(6) 確定拠出年金への支払額（千円） 

(7) 退職金共済への拠出額（千円）

435,293

79,938

―

―

―

274,555

79,104

1,696

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は退職一時金制度（確定型）であり、連結子会社の一部は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を使用しており

ますので、該当事項はありません。

 

（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）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりであります。

項目
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

繰延税金資産

賞与引当金繰入限度超過額

未払事業税否認額

未払事業所税否認額

退職給付引当金繰入限度超過額

役員退職慰労引当金否認額

少額減価償却資産償却超過額

未払金否認額

未払費用否認額

税務上の繰越欠損金

持分法による投資損失

のれん償却

その他

小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

プログラム等準備金

特別償却準備金

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

（千円）

444,446

35,900

12,385

67,450

53,162

30,067

32,317

47,365

15,705

62,439

17,473

28,287

847,002

△79,913

767,088

△23,397

△996

△2,892

△27,287

739,801
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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要な項目別内訳は次のとおり

であります。

項目
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

法定実効税率 40.6％

（調整）

当社と連結子会社の実効税率差異による影

響
△0.1

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

住民税均等割 2.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.0

所得税額控除 △0.2

評価性引当額の影響額 6.0

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.6％

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業

の種類別セグメント情報を記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載して

おりません。

ｃ．海外売上高

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）

　当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。
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（関連当事者との取引）

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．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有(被所
有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社 ＴＩＳ㈱
大阪府

吹田市
23,088

情報処理

サービス業
50.0 兼任3人

ＳＩ業務

の受託

ＳＩ業務の

一部を委託
16,117 買掛金 5,675

ＳＩ業務等

の受託
907,311 売掛金 129,921

　 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記の取引については、市場価格を参考に決定しております。

（１株当たり情報）

項目
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（円） 757.17

１株当たり当期純利益金額（円） 63.70

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

額については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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） 668,729

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） 668,729

期中平均株式数（株） 10,498,640

 

（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） 増減
（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,196,578 1,303,879  

２．受取手形 ※６ 49,407 49,177  

３．売掛金 ※１ 3,036,835 3,284,629  

４．有価証券 2,208,332 1,613,390  

５．仕掛品 275,235 286,803  

６．貯蔵品 5,206 5,512  

７．前払費用 98,329 130,472  

８．繰延税金資産 543,926 562,698  

９．その他 103,746 117,903  

10．貸倒引当金 △3,187 △3,447  

流動資産合計 7,514,409 68.2 7,351,019 63.0 △163,389

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 653,012 676,748

減価償却累計額 338,206 314,806 356,324 320,423  

(2）構築物 15,520 15,520

減価償却累計額 11,876 3,644 12,402 3,118  

(3）器具及び備品 794,036 979,115

減価償却累計額 410,076 383,960 555,526 423,588  

(4）土地 205,976 205,976  

有形固定資産合計 908,387 8.2 953,107 8.2 44,719

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 220,451 276,171  

(2）電話加入権 15,743 15,743  

(3）その他 85 78  

無形固定資産合計 236,280 2.1 291,993 2.5 55,712

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 984,062 660,741  

(2）関係会社株式 469,121 1,290,653  

(3）長期前払費用 12,124 12,809  

(4）敷金及び保証金 790,933 863,209  

(5）保険積立金 28,941 26,652  

(6) 長期定期預金 － 100,000  

(7）繰延税金資産 80,066 114,554  

(8）その他 1,664 657  

(9）貸倒引当金 △404 △397  

投資その他の資産合計 2,366,510 21.5 3,068,879 26.3 702,368

固定資産合計 3,511,179 31.8 4,313,980 37.0 802,801

資産合計 11,025,588 100.0 11,665,000 100.0 639,411
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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） 増減
（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※１ 392,021 435,266  

２．未払金 59,386 71,588  

３．未払費用 1,000,145 993,376  

４．未払法人税等 574,616 367,541  

５．未払消費税等 136,907 138,497  

６．前受金 60,413 58,313  

７．預り金 43,780 115,029  

８．賞与引当金 1,022,431 1,050,162  

９. 役員賞与引当金 － 14,000  

10．プログラム補修引当金 4,500 21,500  

流動負債合計 3,294,201 29.9 3,265,275 28.0 △28,926

Ⅱ　固定負債

１．長期未払金 23,436 －  

２．退職給付引当金 94,726 162,101  

３．役員退職慰労引当金 108,910 130,942  

固定負債合計 227,073 2.0 293,043 2.5 65,970

負債合計 3,521,274 31.9 3,558,319 30.5 37,044

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 1,292,192 11.7 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,493,807 －

資本剰余金合計 1,493,807 13.6 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 71,450 －

２．任意積立金

(1）プログラム等準備金 77,177 －

(2）特別償却準備金 8,419 －

(3）別途積立金 2,720,000 －

３．当期未処分利益 1,840,005 －

利益剰余金合計 4,717,052 42.8 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

1,693 0.0 － － －

Ⅴ　自己株式 ※３ △431 △0.0 － － －

資本合計 7,504,313 68.1 － － －

負債及び資本合計 11,025,588 100.0 － － －
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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） 増減
（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   －   1,292,192 11.1 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,493,807    

資本剰余金合計   －   1,493,807 12.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   71,450    

(2）その他利益剰余金         

プログラム等準備金  －   34,232    

特別償却準備金  －   1,458    

別途積立金  －   3,420,000    

繰越利益剰余金  －   1,789,739    

利益剰余金合計   －   5,316,880 45.6 －

４．自己株式   －   △431 △0.0 －

株主資本合計   －   8,102,448 69.5 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  －   4,232 0.0 －

評価・換算差額等合計   －   4,232 0.0 －

純資産合計   －   8,106,681 69.5 －

負債及び純資産合計   － －  11,665,000 100.0 －
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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） 増減

（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  22,098,042 100.0 22,370,257 100.0 272,214

Ⅱ　売上原価 18,044,697 81.7 18,193,057 81.3 148,359

売上総利益 4,053,345 18.3 4,177,200 18.7 123,854

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 22,045 40,023

２．役員報酬 132,457 131,392

３．給料賞与手当 906,881 1,019,688

４．賞与引当金繰入額 135,665 149,092

５．役員賞与引当金繰入額 － 14,000

６．退職給付費用 53,931 63,397

７．役員退職慰労引当金繰
入額

11,423 22,032

８．福利厚生費 124,730 147,676

９．地代家賃 281,094 283,582

10．機器賃借料 5,133 3,685

11．減価償却費 30,897 34,385

12．採用費 185,497 210,938

13．支払手数料 80,473 99,361

14．研究開発費 ※１ 32,436 29,347

15．貸倒引当金繰入額 340 253

16．その他 510,112 2,513,120 11.4 505,320 2,754,176 12.3 241,056

営業利益 1,540,224 7.0 1,423,023 6.4 △117,201

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 416 4,100

２．有価証券利息 9,122 10,902

３．受取配当金 259 123

４．有価証券売却益 － 3,248

５．積立保険返戻差益 1,163 3,136

６．事務取扱手数料 3,550 3,356

７．受取賃貸料 3,074 3,021

８．投資事業組合収益 － 26,107

９．その他 5,002 22,588 0.1 6,224 60,221 0.2 37,633

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 890 1,009

２．リース解約損 5,383 －

３．投資事業組合費用 18,334 －

４．投資有価証券評価損 4,999   －    

５．その他 1,202 30,810 0.1 342 1,351 0.0 △29,458

経常利益 1,532,003 6.9 1,481,893 6.6 △50,110
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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） 増減

（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別損失

１．固定資産除却損  ※２ 24,047 24,047 0.1 22,106 22,106 0.1 △1,941

税引前当期純利益 1,507,955 6.8 1,459,786 6.5 △48,168

法人税、住民税及び事
業税

735,000 688,000

法人税等調整額 △99,261 635,738 2.9 △54,014 633,985 2.8 △1,752

当期純利益 872,216 3.9 825,800 3.7 △46,416

前期繰越利益 1,059,651 － －

中間配当額 91,863 － －

当期未処分利益 1,840,005 － －
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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
（株主総会承認日
 平成18年６月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,840,005

Ⅱ　任意積立金取崩高

１．プログラム等準備金取崩
高

22,249

２．特別償却準備金取崩高 3,473 25,723

合計 1,865,728

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 104,986

２．役員賞与金
（うち監査役賞与金）

16,000
(600)

３．任意積立金

　　別途積立金 700,000 820,986

Ⅳ　次期繰越利益 1,044,742

　（注）　プログラム等準備金及び特別償却準備金の取崩高は、租税特別措置法に基づくものであります。
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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
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

プログラ
ム等準備
金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　
残高
（千円）

1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 77,177 8,419 2,720,000 1,840,005 4,717,052 △431 7,502,620

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － － 700,000 △700,000 － － －

プログラム等準備
金の取崩高(前期)

－ － － － △22,249 － － 22,249 － － －

プログラム等準備
金の取崩高

－ － － － △20,695 － － 20,695 － － －

特別償却準備金の
取崩高(前期)

－ － － － － △3,473 － 3,473 － － －

特別償却準備金の
取崩高

－ － － － － △3,487 － 3,487 － － －

剰余金の配当
(前期)

－ － － － － － － △104,986 △104,986 － △104,986

剰余金の配当 － － － － － － － △104,986 △104,986 － △104,986

利益処分による役
員賞与(前期)

－ － － － － － － △16,000 △16,000 － △16,000

当期純利益 － － － － － － － 825,800 825,800 － 825,800

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）

－ － － － △42,944 △6,961 700,000 △50,265 599,828 － 599,828

平成19年３月31日　
残高
（千円）

1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 34,232 1,458 3,420,000 1,789,739 5,316,880 △431 8,102,448
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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）

1,693 1,693 7,504,313

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － －

プログラム等準備
金の取崩高(前期)

－ － －

プログラム等準備
金の取崩高

－ － －

特別償却準備金の
取崩高(前期) 

－ － －

特別償却準備金の
取崩高

－ － －

剰余金の配当
(前期)

－ － △104,986

剰余金の配当 － － △104,986

利益処分による
役員賞与(前期)

－ － △16,000

当期純利益 － － 825,800

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

2,539 2,539 2,539

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,539 2,539 602,367

平成19年３月31日　残高
（千円）

4,232 4,232 8,106,681
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(4)キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,507,955

減価償却費 263,989

長期前払費用償却額 8,362

賞与引当金の増加額 45,087

退職給付引当金の増加額 66,876

役員退職慰労引当金の増加額 11,423

貸倒引当金の減少額 △19,874

受取利息及び受取配当金 △9,797

支払利息 890

有形固定資産除却損 23,042

無形固定資産除却損 1,005

投資有価証券評価損益 815

投資事業組合損益 18,049

売上債権の減少額 959,080

たな卸資産の減少額 67,156

その他流動資産の増加額 △86,492

長期前払費用の増加額 △8,940

仕入債務の減少額 △547,398

未払費用の増加額 217,476

未払消費税等の減少額 △15,184

その他流動負債の増加額 8,826

長期未払金の減少額 △26,651

役員賞与の支払額 △14,000

小計 2,471,697

利息及び配当金の受取額 13,282

利息の支払額 △890

法人税等の還付による収入 14,278

法人税等の支払額 △209,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,289,356
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △375,322

無形固定資産の取得による支出 △92,083

投資有価証券の取得による支出 △772,301

投資有価証券の償還による収入 512,031

その他の投資取得等による支出 △48,853

その他の投資売却等による収入 59,686

投資活動によるキャッシュ・フロー △716,842

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 360,000

短期借入金の返済による支出 △360,000

配当金の支払額 △183,729

財務活動によるキャッシュ・フロー △183,729

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

1,388,783

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,016,126

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,404,910

 (注) 前事業年度まではキャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたが、当事業年度より連結キャッシュ・フロー

　　　計算書を作成しているため、キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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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）関連会社株式
　　移動平均法による原価法を採用し
　ております。

(1）関連会社株式
同左

(2）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。
（会計方針の変更）
  その他有価証券の時価のあるものに
ついて、従来、決算日の市場価格等に
基づく時価法（評価差額は部分資本直
入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）によっておりました
が、市場価格の変動による損益を損益
計算書に影響させることなく、その他
有価証券の評価差額をすべて資本の部
に計上する原則的な方法にすることに
より、期間損益をより適正に反映する
ため、当期より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）に変更いたしまし
た。
　これによる損益に与える影響は軽微
であります。

 

(2）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。
 
 

 

時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用して
おります。
　ただし、投資事業有限責任組合出資
金は個別法によっており、組合決算の
損益を営業外収益又は営業外費用とし
て計上する方法を採用しております。

時価のないもの
同左

２．たな卸資産の評価基準及
び評価方法

(1）仕掛品
　　個別法による原価法を採用してお
　ります。

(1）仕掛品
同左

(2）貯蔵品
　　最終仕入原価法を採用しておりま
　す。

(2）貯蔵品
同左

３．固定資産の減価償却の方
法

(1）有形固定資産
　定率法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

(1）有形固定資産
同左

建物 ３～27年
構築物 10～20年
器具及び備品 ３～20年

(2）無形固定資産
　定額法を採用しております。
　ただし、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、市場販売目的のソ
フトウェアについては、見込販売数量に
基づく償却額と見込有効期間（３年）に
基づく均等配分額とを比較し、いずれか
大きい額を償却する方法を採用しており
ます。

(2）無形固定資産
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）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金
　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
可能性を勘案し、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
　従業員に対する賞与の支給に備えるた
め、支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金
同左

(3）        ──────
 

(3）役員賞与引当金
  役員に対する賞与の支給に充てるため、
支給見込額に基づき計上しております。

(4）        ──────
 

(4）プログラム補修引当金
  プログラムの無償補修費用の支出に備
えるため、過去の実績に基づく将来発生
見込額を計上しております。

(5) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、期末
要支給額を計上しております。

(5) 退職給付引当金　　　 
 　　　　　　　同左

(6）役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金支給に備えるため、
内規に基づく期末要支給額を計上してお
ります。

(6）役員退職慰労引当金          
 　　　　　　　同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっております。

                 同左

６．キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない取得日
から３ヵ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。

──────

７．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
　税抜方式によっております。

　  消費税等の会計処理
同左
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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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）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、

8,106,681千円であります。

　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。

 　　　　　　　　　　――――― （役員賞与に関する会計基準)

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。これにより、従来、株主総会決議時

に未処分利益の減少として会計処理していた役員賞与を当

事業年度から発生時に費用処理しております。この結果、

従来の方法に比べ、営業利益、経常利益、税引前当期純利

益がそれぞれ14,000千円減少しております。
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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　関係会社に対する債権債務の明細は次のとおりであ

ります。

※１　関係会社に対する債権債務の明細は次のとおりであ

ります。

売掛金 151,128千円

買掛金 11,382千円

売掛金 133,215千円

買掛金 10,391千円

※２　会社が発行する株式及び発行済株式の総数は次のと

おりであります。

※２　　　　　　　　　―――――

会社が発行する株式 普通株式 36,000,000株

発行済株式総数 普通株式 10,500,000株

    

    

　なお、平成17年11月18日に1：2の株式分割を実施し

ましたので5,250,000株増加しております。

 

※３　自己株式 ※３　　　　　　　　　―――――

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,360株

であります。

　

　４　保証債務

　従業員の借入金に対し、1,134千円の債務保証を行っ

ております。

　４　保証債務

　従業員の借入金に対し、721千円の債務保証を行っ

ております。

　５　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,693千円で

あります。

  ５　　　　　　　　　―――――

　

※６　　　　　　　　　―――――

 

※６　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　 2,214　千円

 

（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　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 32,436千円

 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 29,347千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 18,595千円

器具及び備品 4,447千円

ソフトウェア 871千円

その他の無形固定資産 133千円

計 24,047千円

建物 17,433千円

器具及び備品 3,044千円

ソフトウェア 1,628千円

計 22,106千円
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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（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）

普通株式 1,360 － － 1,360

合計 1,360 － － 1,360

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※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３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,196,578千円

マネー・マネージメント・ファンド 1,808,328千円

キャッシュ・リザーブ・ファンド 400,003千円

現金及び現金同等物 3,404,910千円
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額（千円）

　差額（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

（１）株式 3,952 10,161 6,209

（２）債券

　　　 社債

 

100,000

 

100,860

 

860

 （３）その他 ― ― ―

　小計 103,952 111,021 7,069

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

（１）株式 ― ― ―

（２）債券

　　  社債

 

600,000

 

594,580

 

△5,420

　　小計　 600,000 594,580 △5,420

合計 703,952 705,601 1,649

 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18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）

― ― ―

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
37,147

投資事業有限責任組合出資金 241,314

その他（証券投資信託） 2,208,332

４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

種類

前事業年度（平成18年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円） 

５年超
 （千円） 

（１）債券

　　　 社債

 

―

 

695,440

 

―

 （２）その他 ― ― ―

 合計 ― 695,440 ―

当事業年度（平成19年３月31日現在）

　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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（デリバティブ取引関係）

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

　当社は、確定拠出年金制度、退職一時金制度（確定型）及び厚生年金基金制度を併用しております。また、厚生年金

基金は総合設立型（全国情報サービス産業厚生年金基金）に加入しておりますが、当社の拠出に対応する年金資産を合

理的に計算することができないため、退職給付債務の計算には含めておりません。なお、掛金拠出割合により按分計算

した当社の年金資産の額は平成18年３月31日現在は、5,049,940千円であります。

 

２．退職給付債務に関する事項

前事業年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △94,726

(2）年金資産（千円） －

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △94,726

(4）未認識数理計算上の差異（千円） －

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） －

(6）貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) （千円） △94,726

(7）前払年金費用（千円） －

(8）退職給付引当金(6)－(7)（千円） △94,726

３．退職給付費用に関する事項

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

(2）利息費用（千円）

(3）期待運用収益（減算）（千円）

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円）

(5) 厚生年金基金掛金拠出額（千円）　 

(6) 確定拠出年金への支払額（千円） 

411,249

71,466

－

－

－

266,088

73,694

４．退職給付債務の計算基礎

前事業年度
（平成18年３月31日）

(1）割引率（％） ────

(2）期待運用収益率（％）  

(3）退職給付見込額の期間配分方法  

(4）過去勤務債務の処理年数（年）  

(5）数理計算上の差異の処理年数（年）  

 　（注）　平成17年３月に退職給付制度を改定したため、平成17年３月以降は該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりであります。

項目
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）

繰延税金資産

賞与引当金繰入限度超過額

未払事業税否認額

未払事業所税否認額

退職給付引当金繰入限度超過額

役員退職慰労引当金否認額

少額減価償却資産償却超過額

未払金否認額

未払費用否認額

その他

繰延税金資産合計

繰延税金負債

プログラム等準備金

特別償却準備金

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

（千円）

415,106

51,144

11,859

38,458

44,217

30,666

18,966

43,324

13,311

667,055

△37,543

△3,380

△2,137

△43,061

623,993

（千円）

426,365

35,631

12,385

65,813

53,162

30,067

8,719

45,465

26,927

704,540

△23,397

△996

△2,892

△27,287

677,252

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要な項目別内訳は次のとおり

であります。

項目
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）

法定実効税率 40.6％ 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 1.2

住民税均等割 2.0 1.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.0 △0.0

税率変更による期末繰延税金資産の減額修

正
0.1 －

ＩＴ投資税額控除等 △1.1 －

その他 △0.1 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.2％ 43.5％
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（持分法損益等）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 469,121

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 468,796

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 91

（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有(被所
有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社 ＴＩＳ㈱
大阪府

吹田市
23,084

情報処理

サービス業
50.0 兼任3人

ＳＩ業務

の受託

ＳＩ業務の

一部を委託
338,055 買掛金 11,382

ＳＩ業務等

の受託
641,308 売掛金 150,108

　 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記の取引については、市場価格を参考に決定しております。

２．子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有(被所
有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

関連会社
クロノバ

㈱

東京都

中央区
362 サービス業 25.6 －

ＢＰＯ業

務の受託

ＢＰＯ業務

の受託
3,883 売掛金 760

増資の引受 340,000  － －

　 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 ２．ＢＰＯ業務の受託については、市場価格を参考に決定しております。

 ３．増資の引受については、当社がクロノバ㈱の行った第三者割当増資を引き受けたものであります。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額（円） 713.27 772.16

１株当たり当期純利益金額（円） 81.56 78.66

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

同左

　（注）１.　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） 872,216 825,800

普通株主に帰属しない金額（千円） 16,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (16,000)  　　　　　　　　　　　　 (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 856,216 825,800

期中平均株式数（株） 10,498,640 10,498,640

２.　平成17年11月18日に１：２の株式分割を実施しましたが、上記に記載した前事業年度の１株当たり当期純

利益金額及び期中平均株式数は、株式分割が当期首に行われたものとして算出しております。

 

（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

 記載が可能になり次第開示致します。追加開示は５月15日の予定であります。

 

 

(2）生産、受注及び販売の状況

 当連結会計年度は、連結初年度になりますので、前期との比較は行っておりません。

①生産実績

当連結会計年度における生産実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。
（単位：千円）

サービス
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） 前年同期比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 13,096,814 ―

ソフトウェアソリューション 2,146,529 ―

システムインテグレーション 7,734,621 ―

合計 22,977,965 ―

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②受注状況

当連結会計年度における受注状況をサービス別に示すと、次のとおりであります。
（単位：千円）

サービス

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）

受注高 受注残高
前年同期比（％） 前年同期比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 13,264,169 ― 6,352,476 ―

ソフトウェアソリューション 2,215,596 ― 1,132,762 ―

システムインテグレーション 8,015,084 ― 2,723,624 ―

その他システム機器販売等 75,355 ― ― ―

合計 23,570,206 ― 10,208,862 ―

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③販売実績

当連結会計年度における販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。
（単位：千円）

サービス
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） 前年同期比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 13,139,782 ―

ソフトウェアソリューション 2,091,426 ―

システムインテグレーション 7,720,985 ―

その他システム機器販売等 75,355 ―

合計 23,027,551 ―

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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