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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 29,342 8.4 1,471 △3.5 1,394 △11.1 1,184 41.7

18年３月期 27,072 7.0 1,524 20.1 1,569 31.3 835 39.1

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 82.50 81.12 15.4 7.2 5.0

18年３月期 58.96 58.03 12.1 7.9 5.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 △0百万円 18年３月期 △24百万円

(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 18,769 8,726 43.5 564.65

18年３月期 20,194 7,258 35.9 506.31

（参考）自己資本 19年３月期 8,159百万円 18年３月期 7,258百万円

(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 2,273 690 △2,817 2,361

18年３月期 2,343 △250 △1,503 2,214

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － 7.50 － 12.50 20.00 285 33.9 4.1

19年３月期 － 10.00 － 10.00 20.00 287 24.2 3.7

20年３月期（予想） － 12.00 － 12.00 24.00 － 28.9 －

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 13,760 6.8 590 1.9 555 3.3 250 3.9 17.30

通期 28,920 △1.4 1,770 20.3 1,770 26.9 1,200 1.3 83.04
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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）　有

新規 １社 （社名　日本アイ・エス・テイ㈱） 除外 ２社 （社名　㈱ソフトウェア、㈱プロトン）

（注）詳細は、６・７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。なお、㈱プロトンについては当連結会計年度末

において株式を売却したことにより連結の範囲から除外しておりますが、損益項目については当連結会計年

度の連結損益計算書に含まれております。詳細は、23ページの「追加情報（子会社の異動）」をご覧くださ

い。

(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、22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 15,235,840株 18年３月期 15,235,840株

②　期末自己株式数 19年３月期 785,072株 18年３月期 900,568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、34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 19,137 9.5 1,091 △16.7 1,032 △24.0 656 0.9

18年３月期 17,471 0.2 1,310 13.0 1,358 18.4 650 19.8

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 45.74 45.10

18年３月期 45.92 45.20

(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 15,300 8,271 54.1 572.42

18年３月期 16,188 7,891 48.7 550.51

（参考）自己資本 19年３月期 8,271百万円 18年３月期 7,891百万円

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 9,650 7.4 540 △1.6 500 △3.4 270 △7.6 18.68

通期 19,970 4.3 1,400 28.3 1,360 31.8 1,070 63.0 74.04

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　業績全般に関する分析 

当期におけるわが国経済は、米国や中国向け輸出の拡大や、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加等に

支えられ、景気の拡大は過去最長の「いざなぎ景気」を越えました。今後も、雇用拡大による個人所得の増加や

団塊世代退職に伴う個人消費の伸長等により、緩やかで息の長い景気拡大が続くものと見られています。

　　

情報サービス業界では、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査に見られるように、売上高が前年比4.6％

増加しており、ソフトウエア開発やシステム等管理運営受託の受注が拡大傾向で、情報化投資意欲の活発化が数

字に表れた結果となっております。一方、企業のコスト意識や品質に対する要求度が高いことに加えて、顧客獲

得に向けた競争が激化しており、様々なニーズに応えられる技術力や技術者の確保とならんで、採算性の維持・

向上が業界の課題となっております。

 

このような環境の下、当社グループは、顧客企業のシステム投資に対するニーズに迅速に対応し、受注機会を

逸することのないよう、営業活動に注力いたしました。その結果、石油販売業向けアウトソーシングやメーリン

グビジネス、金融・製造業向け業務アプリケーション開発や制御系ソフトウエア開発等において、受注が活発で

売上増に寄与いたしました。また、当社グループの重点施策である「ストックビジネス(注）の拡大」につきまし

ても、石油販売業・金融業・官公庁向けアウトソーシングビジネスが好調で、確実に取引先の裾野が広がってき

ております。一方で、システム移行期による一時的二重コストや仕損プロジェクト等の影響もあり、利益面にお

いては目標を下回る結果となりました。

なお、関係会社の動向は、平成18年９月20日付で日本アイ・エス・テイ株式会社を連結子会社化いたしました。

さらに、同年10月１日付で連結子会社の株式会社ソフトウェアとの合併を経て株式会社ＩＳＴソフトウェアとし

てスタートさせました。また、平成19年３月23日付で、当社が保有する連結子会社の株式会社プロトンの全株式

を譲渡するなど、経営方針である「選択と集中」に沿ったグループ再編を実行いたしました。

 

以上の結果、売上面では、情報処理サービスが前期比9.4％増と順調に伸びたことや、ソフトウエア開発におい

ても日本アイ・エス・テイ株式会社の下期連結効果等により、前期比26.2％の増収となりました。その結果、売

上高は29,342百万円（前期比8.4％増）となりました。

損益面におきましては、前述の要因による利益率の低下を受け、営業利益は1,471百万円（前期比3.5％減）、

経常利益は1,394百万円（前期比11.1％減）となりました。特別損益につきましては、投資有価証券評価損等を計

上しましたが、株式会社プロトンの株式譲渡益の計上もあり、当期純利益は1,184百万円（前期比41.7％増）と大

幅増益となりました。

 

 （注）ストックビジネス

 当社での定義は、概ね継続的に売上が計上でき、安定収益となるビジネスを指しており、売上区分では「情

報処理サービス」がこれに該当します。

 

②　売上区分別業績の状況

 ［情報処理サービス］

 当連結会計年度におきましては、石油販売業や金融業を中心にアウトソーシングが好調でありました。また、

官公庁（地方自治体）向けバックオフィス業務が本格稼動したことにより、7,241百万円(前期比9.4％増)と増収

となりました。

 ［システム機器販売］

当連結会計年度におきましては、輸入パッケージ販売が好調でありましたが、前連結会計年度にあった飲食業

向けの大型案件が一巡し、5,067百万円(前期比27.1％減)となりました。

 ［ソフトウエア開発］

当連結会計年度におきましては、金融業、製造業を中心に大型案件の獲得が進んだことや、制御系組込ソフト

ウエア開発等が好調で増収に寄与いたしました。加えて、下期より連結子会社となった日本アイ・エス・テイ株

式会社（平成18年10月1日付で、連結子会社：株式会社ソフトウェアと合併し、株式会社ＩＳＴソフトウェアと

してスタート）の業績が加わり、17,034百万円（前期比26.2％増）と大幅増収となりました。
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③　次期の見通し

緩やかな景気拡大が続く中、企業の情報化投資意欲は引き続き活発で、堅調な需要が見込まれます。

以上を踏まえ、平成20年３月期の連結業績は、子会社の異動に伴い売上高は微減となりますが、石油販売業向

けアウトソーシング、メーリングビジネス、製造業向け業務アプリケーション開発や制御系ソフトウエア開発を

中心に伸ばし、増益を計画しております。

 

 連結 個別

売上高 28,920 百万円 19,970 百万円 

営業利益 1,770 百万円 1,400 百万円 

経常利益 1,770 百万円 1,360 百万円 

当期純利益 1,200 百万円 1,070 百万円 

 

なお、上記の予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想数値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

（流動資産）

 当連結会計年度末における流動資産残高は、8,572百万円（前連結会計年度9,071百万円）となり、前連結会計

年度に比べて499百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度比501百万円減）が

主な要因であります。

（固定資産）

 当連結会計年度末における固定資産残高は、10,189百万円（前連結会計年度11,121百万円）となり、前連結会

計年度に比べて932百万円減少しました。これは主に、減価償却等による有形固定資産ならびに無形固定資産の減

少（前連結会計年度比468百万円減）および、のれんの償却等による減少（前連結会計年度比751百万円減）によ

るものであります。

（流動負債）

 当連結会計年度末における流動負債残高は、6,098百万円（前連結会計年度9,970百万円）となり、前連結会計

年度に比べて3,871百万円減少しました。これは、主に短期借入金の減少（前連結会計年度比2,516百万円減）な

らびに1年以内償還予定の社債の減少（前連結会計年度比544百万円減）によるものです。

（固定負債）

 当連結会計年度末における固定負債残高は、3,944百万円（前連結会計年度2,773百万円）となり、前連結会計

年度に比べて1,170百万円増加しました。これは、主に社債の増加（前連結会計年度比380百万円増）ならびに長

期借入金の増加（前連結会計年度比251百万円増）によるものです。 

（純資産）

 当連結会計年度末における純資産残高は、8,726百万円となりました。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」および「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」を適

用しており、少数株主持分558百万円および新株予約権8百万円が残高に含まれているため、前連結会計年度（資

本の部合計7,258百万円）に比べて1,468百万円増加しております。これ以外の主な増加要因は、利益剰余金の増

加（前連結会計年度比862百万円増）によるものであります。
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②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは次のとおりであります。

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度と比

較して147百万円増加し、当連結会計年度末には2,361百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は2,273百万円となりました（前連結会計年度は2,343

百万円の獲得）。

　これは主に、税金等調整前当期純利益の計上1,692百万円（前年同期比322百万円増）および償却による資金

の内部留保1,096百万円（前年同期比163百万円増）により資金の増加となった一方、法人税等の支払677百万

円（前年同期比134百万円増）等資金の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は690百万円となりました（前連結会計年度は250百万

円の使用）。

　これは主に、有形・無形の固定資産の取得による支出740百万円（前年同期比25百万円減）があったものの

連結子会社株式売却による収入1,365百万円が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）

　当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は2,817百万円となりました（前連結会計年度は1,503

百万円の使用）。

　これは主に、長期借入れによる収入1,050百万円、社債発行による収入739百万円があったものの短期・長期

借入の返済による支出3,469百万円、社債償還による支出878百万円および配当金支払323百万円があったこと

等によるものであります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成18年３月期 平成19年３月期

時価ベースの自己資本比率（％） 81.6 67.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 24.2 25.2

債務償還年数（年） 2.8 1.9

自己資本比率（％） 35.9 43.5

（注）上記指標の計算式は下記のとおりであります。

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

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

債　務　償　還　年　数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

自　己　資　本　比　率 ：自己資本／総資産

決算短信に掲記されている「自己資本比率」と同じ数値

であります。

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。

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．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。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。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利

息の支払額を使用しております。

(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、収益力を向上させ、企業価値を高めることにより、株主の皆様への利益還元を充実させていくことが重要

な経営課題であると認識しております。利益配分に関しましては、一時的な業績の変動や財務状況の変化を考慮しつ

つ、安定的な配当を基本としております。

　上記の方針に基づき、平成20年３月期は１株当たり24円の年間配当を実施する予定であります。
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２．企業集団の状況
 

当社グループ（当社および当社の関係会社）は当社（株式会社アイネット）、連結子会社２社および関連会社１社

より構成されており、事業内容は情報処理サービス、システム機器の販売、ソフトウエア開発を主たる業務としてお

ります。

当社および各社の事業内容は次のとおりであります。

会社名 事業内容

株式会社アイネット

（当社）…………………………  (1) 情報処理サービス

①石油販売業、小売流通業、金融業等の勘定系・情報系処理受託

②クレジットデータの与信管理ならびにカード会社への納品代行

③請求書、販促ＤＭ等の印刷、加工ならびに発送処理

④サーバ等の運用管理受託 

⑤運用（業務）支援要員の派遣

 (2) システム機器販売

 ＰＣ、ＰＯＳ、サプライ品、パッケージソフトの仕入・販売、操作指導

 (3) ソフトウエア開発

 ①金融、流通、製造、官公庁等の基幹業務ソフトウエアから携帯電話、カーナ

ビなどの制御用ソフトウエアの受託開発

 ②パッケージソフト開発・販売

 

株式会社ＩＳＴソフトウェア

（連結子会社）………………… (1) 官公庁、流通、通信および文教（大学）分野を中心に、情報システムの導入

コンサルティングから設計・開発までのシステム構築

 (2) 計測、制御系のソフトウエア開発

 (3) システム機器販売

 

株式会社スリーディー

（連結子会社）………………… 三次元コンピュータグラフィックス（3ＤＣＧ）を用いたソフトウエアの開発

 

カシオアイネットソリューション株式会社

（関連会社）…………………… (1) 各種業界向けにＡＳＰ方式でのアプリケーションの提供とアウトソーシング

サービスの提供

(2) ソフトウエアの開発・販売

 (3) システム機器販売
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株
　
　
式
　
　
会
　
　
社
　
　
ア
　
　
イ
　
　
ネ
　
　
ッ
　
　
ト

得
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
先

㈱ISTソフトウェア

（65.2％）

㈱スリーディー
（98.6％）

３ＤＣＧを用いた
ソフトウエア開発

ソフトウエア開発

＜連結子会社＞

ｶｼｵｱｲﾈｯﾄ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱
（40.0％）

＜関連会社で持分法適用会社＞

情報処理サービス ・ システム機器販売 ・ ソフトウエア開発

３ＤＣＧを用いた
ソフトウエア開発

情報処理サービス
ソフトウエア開発

情報処理サービス
ソフトウエア開発・販売
システム機器販売

金融業・自治体向他
ソフトウエア開発

ソフトウエア開発

ソフトウエア開発
システム機器販売

データセンター設備の提供
ソフトウエア開発・販売

 

(注)１. 株式会社ＩＳＴソフトウェアは、当中間連結会計期間において株式の取得により新たに連結の範囲に含めた

日本アイ・エス・テイ株式会社と当社連結子会社であった株式会社ソフトウェアとが平成18年10月１日付で

合併し商号変更したものです。

２. 株式会社プロトンについては、当連結会計年度末において、株式を売却したことにより連結の範囲から除外

しておりますが、損益項目については当連結会計年度の連結損益計算書に含まれております。詳細は23ペー

ジの「追加情報（子会社の異動）」をご覧ください。  

３. キーサイト株式会社については、当期純損益および利益剰余金等におよぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性が無いため、持分法の適用範囲から除外しておりましたが、当連結会計年度において株式を売

却したことにより関連会社でなくなりました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、いつの時代においても、「顧客第一主義」の名の下、顧客ニーズの変化に迅速に対応し、最良の

サービスを提供し、お客様ならびに株主の皆様に満足いただくとともに、情報サービス業界発展の一翼を担い、社会

に貢献することを経営理念としております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループでは、本業の儲けを表す「営業利益」を重視しており、「売上高営業利益率」を重要な経営指標とし

ております。翌連結会計年度の目標は6.1％であります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは平成19年度から平成20年度までの３ヵ年の中期計画を策定しており、その内容は

 ①　データセンターを核として、情報システム関連業務のアウトソーシングであるＩＴＯ（Information Technology 

Outsourcing）と業務プロセスや周辺業務のアウトソーシングであるＢＰＯ（Business Process Outsourcing）を

提供するアウトソーサーとしての展開を継続

 ②　ワンストップサービスによる一括受注、情報処理サービスの拡大

 ③　ソフトウエア開発の直接契約比率向上によるストックビジネスの拡大

 ④　グループ会社の収益性向上

となっております。

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、景気動向の変化や法制度の改革といった、経営環境や経営課題の変化に柔軟に対応しつつ、従来

から推し進めてきました「営業力の強化」と「収益性の向上」の各施策により、売上高の拡大と営業利益率の向上を

図ります。

 ①　営業力・提案力の強化

　・新規営業強化による直接契約比率の向上

　・既存客フォロー充実による顧客満足度向上

　・提案力強化に伴う、ソフトウエア開発以外のＩＴ付帯サービス（マシンの運用管理、プリンティングサービス、

メーリングサービス、業務アウトソーシング等）の受注拡大

 ②　品質向上と原価低減

　・個々のプロジェクトマネジメント能力と品質向上を専門的に支援する部署であるＰＭＯ（Project Management 

Office）強化によるさらなる品質管理の徹底

　・データセンター稼働率向上と、オープン化（従来の大規模コンピュータシステムから小型ワークステーション

やパーソナルコンピュータへの切替え）推進による原価低減

　・ソフトウエア開発のオフショア活用促進とブリッジＳＥによる品質確保

 ③　人材教育ならびに女性社員の積極的登用

 ④　内部統制システムの強化

 ⑤　情報セキュリティの強化

 

－ 8 －



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）

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 2,214,345 2,371,647

２．受取手形及び売掛金 ※７ 5,674,672 5,173,001

３．たな卸資産 622,298 342,073

４．繰延税金資産 280,272 302,373

５．その他 289,601 388,185

６．貸倒引当金 △9,301 △4,511

流動資産合計 9,071,888 44.9 8,572,768 45.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 ※２ 4,029,839 4,074,041

減価償却累計額 1,110,269 2,919,569 1,279,716 2,794,324

２．土地 ※２ 2,517,593 2,429,138

３．建設仮勘定  － 10,000

４．その他 1,481,578 1,546,120

減価償却累計額 865,749 615,829 991,130 554,989

有形固定資産合計 6,052,992 30.0 5,788,452 30.8

(2）無形固定資産

１．連結調整勘定 1,579,070 －

２．のれん － 827,602

３．ソフトウエア 1,158,970 958,420

４．その他 56,489 52,620

無形固定資産合計 2,794,530 13.8 1,838,643 9.8

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 1,007,476 897,504

２．繰延税金資産 611,614 777,328

３．その他  667,944 898,451

４．貸倒引当金 △12,628 △10,898

投資その他の資産合計 2,274,406 11.3 2,562,386 13.7

固定資産合計 11,121,930 55.1 10,189,483 54.3

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 933 6,822

繰延資産合計 933 0.0 6,822 0.0

資産合計 20,194,751 100.0 18,769,074 100.0
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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）

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  2,643,774 1,954,755

２．短期借入金 ※2,6 4,447,130 1,930,544

３．1年以内償還予定の社債 800,000 256,000

４．未払法人税等 459,210 151,002

５．賞与引当金 475,365 577,192

６．製品保証引当金 4,347 －

７．その他 1,140,443 1,229,166

流動負債合計 9,970,270 49.4 6,098,661 32.5

 Ⅱ　固定負債

１．社債 200,000 580,000

２．長期借入金 ※２ 1,218,510 1,469,982

３．退職給付引当金 1,022,810 1,153,393

４．その他 332,550 740,644

固定負債合計 2,773,871 13.7 3,944,019 21.0

負債合計 12,744,142 63.1 10,042,681 53.5

(少数株主持分)

少数株主持分 192,502 1.0 － －

(資本の部)

Ⅰ　資本金 ※３ 3,203,992 15.9 － －

Ⅱ　資本剰余金 3,329,660 16.5 － －

Ⅲ　利益剰余金 1,052,521 5.2 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 151,932 0.7 － －

Ⅴ　自己株式 ※４ △479,999 △2.4 － －

資本合計 7,258,106 35.9 － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

20,194,751 100.0 － －
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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）

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  － － 3,203,992 17.1

２．資本剰余金  － － 3,357,654 17.9

３．利益剰余金  － － 1,914,620 10.2

４．自己株式  － － △443,838 △2.4

　　株主資本合計  － － 8,032,429 42.8

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額
金

 － － 127,195 0.7

　　評価・換算差額等合計  － － 127,195 0.7

Ⅲ　新株予約権  － － 8,000 0.0

Ⅳ　少数株主持分  － － 558,767 3.0

純資産合計  － － 8,726,392 46.5

負債純資産合計  － － 18,769,074 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 27,072,774 100.0 29,342,709 100.0

Ⅱ　売上原価 21,002,069 77.6 23,040,290 78.5

売上総利益 6,070,704 22.4 6,302,418 21.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 4,546,139 16.8 4,830,804 16.5

営業利益 1,524,565 5.6 1,471,614 5.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 13,015 10,806

２．投資有価証券売却益 198,146 53,525

３．その他 28,895 240,057 0.9 38,658 102,990 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 99,332 91,346

２．投資事業組合出資金運用
損

31,929 53,085

３．支払手数料 10,061 16,174

４．社債発行費償却 4,666 1,662

５．持分法による投資損失 24,516 672

６．その他 24,560 195,067 0.7 16,711 179,652 0.6

経常利益 1,569,555 5.8 1,394,951 4.8

Ⅵ　特別利益

１．関係会社株式売却益  － 561,764

２．固定資産売却益 ※４ － 12,922

３．貸倒引当金戻入益 810 600

４．訴訟和解金 23,416 24,226 0.1 － 575,287 2.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価損 27,499 145,429

２．減損損失 ※３ 156,621 82,455

３．関係会社合併費用 － 38,250

４．固定資産除却損 6,983 11,043

５．固定資産売却損 ※５ 3,427 426

６．ソフトウェア除却損 12,743 －

７．その他 16,075 223,351 0.8 － 277,605 1.0

税金等調整前当期純利益 1,370,431 5.1 1,692,632 5.8

法人税、住民税及び事業税 654,821 372,855

法人税等調整額 △260,318 394,503 1.5 △42,025 330,829 1.2

少数株主利益 140,294 0.5 177,588 0.6

当期純利益 835,633 3.1 1,184,215 4.0
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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 3,374,945

Ⅱ　資本剰余金減少高

１．自己株式処分差損 45,285 45,285

Ⅲ　資本剰余金期末残高 3,329,660

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 534,140

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 835,633 835,633

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 317,252 317,252

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,052,521
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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）

3,203,992 3,329,660 1,052,521 △479,999 7,106,174

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △322,115 △322,115

当期純利益 1,184,215 1,184,215

自己株式の取得 △69,142 △69,142

自己株式の処分 27,994 105,304 133,298

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）

－ 27,994 862,099 36,161 926,255

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,203,992 3,357,654 1,914,620 △443,838 8,032,429

評価・換算差額等

新株予約権
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）

151,932 151,932 － 192,502 7,450,609

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △322,115

当期純利益 1,184,215

自己株式の取得 △69,142

自己株式の処分 133,298

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△24,736 △24,736 8,000 366,264 349,527

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△24,736 △24,736 8,000 366,264 1,275,783

平成19年３月31日　残高
（千円）

127,195 127,195 8,000 558,767 8,726,392

（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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,370,431 1,692,632

減価償却費 650,489 812,310

減損損失 156,621 82,455

連結調整勘定償却額 282,456 －

のれん償却額 － 284,164

貸倒引当金の増加額 521 96

役員退職慰労引当金の減少額 △12,907 －

投資有価証券評価損 27,499 145,429

受取利息及び受取配当金 △13,015 △10,806

支払利息 99,332 91,346

ソフトウエア除却損 12,743 －

投資有価証券売却益 △198,146 △53,525

連結子会社売却益 － △561,764

売上債権の増加額 △108,471 △103,480

たな卸資産の減少（△増加）額 △55,815 244,959

仕入債務の増加（△減少）額 511,907 △180,241

未払消費税等の増加（△減少）額 △66,998 121,056

その他 290,360 467,190

小計 2,947,009 3,031,821

利息及び配当金の受取額 13,018 9,061

投資事業組合分配金の受取額 22,618 395

利息の支払額 △96,736 △90,401

法人税等の支払額 △542,233 △677,014

営業活動による
キャッシュ・フロー

2,343,675 2,273,862
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △386,332 △411,319

有形固定資産の売却による収入 176,121 20,967

無形固定資産の取得による支出 △379,904 △329,048

投資有価証券の取得による支出 △110,858 △254,717

投資有価証券の売却による収入 369,614 138,655

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式売却による収入

※３ － 1,365,347

連結子会社株式の取得による支出 － △30,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による収入

※２ － 204,485

定期預金の払戻による収入 33,027 －

定期預金の預入による支出 △500 －

その他 48,789 △13,908

投資活動による
キャッシュ・フロー

△250,042 690,460

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加（△減少）額（純
額）

468,500 △2,380,000

長期借入れによる収入 220,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △978,050 △1,089,448

社債の発行による収入 － 739,462

社債の償還による支出 △1,010,000 △878,000

自己株式の売却による収入 112,197 133,298

自己株式の取得による支出 △174 △69,142

配当金の支払額 △315,626 △323,190

財務活動による
キャッシュ・フロー

△1,503,154 △2,817,021

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 590,479 147,302

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,623,865 2,214,345

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,214,345 2,361,647
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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

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）連結子会社の数　　　 ３社

連結子会社名

 株式会社プロトン

 株式会社ソフトウェア

 株式会社スリーディー

(1）連結子会社の数　　　 ２社

連結子会社名

 株式会社ＩＳＴソフトウェア

 株式会社スリーディー

 　　上記のうち株式会社ＩＳＴソフトウェ

アについては当中間連結会計期間におい

て株式の取得により新たに連結の範囲に

含めた日本アイ・エス・テイ株式会社と

当社連結子会社であった株式会社ソフト

ウェアとが平成18年10月１日付で合併し

商号変更いたしたものであります。

 　　なお、株式会社プロトンについては当

連結会計年度末において株式を売却した

ことにより連結の範囲から除外しており

ますが、損益項目については当連結会計

年度の連結損益計算書に含まれておりま

す。詳細は「追加情報（子会社の異

動）」をご覧ください。

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数　

1社

　カシオアイネットソリューション株式

会社

(1) 持分法を適用した関連会社数　

同左

(2) 持分法を適用していない関連会社　

1社

　キーサイト株式会社

　当期純損益および利益剰余金等におよ

ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性が無いため、持分法の適用範囲

から除外しております。

(2) 持分法を適用していない関連会社　

 キーサイト株式会社については、当期

純損益および利益剰余金等におよぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性が無いため、持分法の適用範囲から除

外しておりましたが、当連結会計年度に

おいて株式を売却したことにより関連会

社でなくなりました。
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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）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　全ての連結子会社の事業年度の末日は、

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

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）

(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）

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たな卸資産

商品・製品・原材料・貯蔵品

先入先出法による原価法

②たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

(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

下記を除き、定率法

１．平成10年4月1日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)：定額

法

(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

同左

２．横浜情報センターの建物附属設

備および構築物：定額法

　主な耐用年数は下記のとおりであり

ます。

建物及び構築物 6～50年

その他 2～20年

②無形固定資産

１）情報処理サービス業務用等の自

社利用のソフトウエアの自社制作

費用および購入費用は、経済的耐

用年数（5年以内）に基づき定額

法により償却しております。

②無形固定資産

１）　　　同左

２）市場販売目的のソフトウェアは、

販売見込期間（３年以内）におけ

る見込販売収益に基づく償却額と

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）　　　同左

－ 19 －



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）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

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、次期支給見込額の当連結会計年

度対応分を計上しております。

②賞与引当金

同左

③製品保証引当金

　製品販売後の無償サービスに備える

ため、売上高を基準として、過去の経

験率により計上しております。

③　　────────

④退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に備えるた

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する

こととしております。

　過去勤務債務はその発生時の従業員

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

額を発生した連結会計年度から費用処

理することとしております。

④退職給付引当金

同左

⑤役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金内規に基づ

く期末要支給額を計上しておりました

が、役員報酬制度見直しの一環として、

平成17年６月24日の定時株主総会の決

議をもって役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。なお、当該総会までの

期間に対する役員退職慰労金相当額は、

各取締役および監査役の退任時に支給

されるため、長期未払金として固定負

債の「その他」に含めて表示しており

ます。

⑤　　────────
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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）

(4）重要なリース取引の処理

　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。

(4）重要なリース取引の処理

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、繰延

ヘッジ処理によっております。ただし、

金利スワップの特例処理の要件を満たす

ものについては、金利スワップに係る金

銭の受払の純額等をヘッジ対象の借入金

の利息に加減して処理しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

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：特定借入金の支払金利

②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

③ヘッジ方針

　借入金利息の金利変動に伴うキャッ

シュ・フローの変動を回避する目的で

行っております。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ開始時期およびその後継続して、

相場変動又はキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定することがで

きるため、ヘッジの有効性の判定は省略

しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(6）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

　連結子会社の資産および負債の評価方法

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

　連結調整勘定は10年で均等償却しており

ます。

────────

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

──────── 　のれんは10年で均等償却しております。

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

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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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

れにより税金等調整前当期純利益は156,621千円減少して

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

表規則に基づき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8,159,625

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）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において無形固定資産の「その他」に含

めておりました「ソフトウエア」は、当連結会計年度にお

いて資産の総額の100分の５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「ソフトウエア」の金額

は956,811千円であります。

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において「連結調整勘定」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示し

ております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　　　　　　　　─────────

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」と表示しております。

－ 22 －



追加情報

（子会社の異動）

当社は、平成19年3月23日開催の取締役会決議に基づき、連結子会社の株式会社プロトンの株式を、平成19年3月

23日付でＡＣＰ１株式会社に譲渡いたしました。

これは、当社が最重要課題とする「ストックビジネス」の一段の強化、拡大を図るために、資金調達面と併せ政

策的判断により実施しました。

株式異動の方法は次のとおりです。

・平成19年3月23日　当社が保有するプロトンの株式を全株ＡＣＰ１株式会社(※)に売却し、連結子会社でなくな

りました。

・平成19年4月6日　 当社はＡＣＰ１株式会社が実施しました367,300千円の第三者割当増資を引受けて、ＡＣＰ１

株式会社を持分法適用会社としました。（議決権比率23.0％）

ＡＣＰ１株式会社（消滅会社）と株式会社プロトン（存続会社）は、9月を目処に合併する予定です。当社は合

併後の新プロトンの株式を約20％保有し持分法適用会社とする予定です。

※ＡＣＰ1株式会社（東京都千代田区　代表取締役社長　髙橋　真弥　資本金615,450千円[平成19年3月31日現

在]）　　

アライズ・キャピタル・パートナーズ株式会社が、管理・運営しているアライズ1号投資事業有限責任組合が

100％出資する特定目的会社です。　

（事業用資産新規取得）

　当社はアウトソーシングビジネスの拡大のため、平成19年２月23日の取締役会決議に基づき、平成19年３月30日

に土地の売買契約を締結しております。

　土地の内容は下記の通りです。

[取得資産の内容]

名称　　　：第２センター（仮称）用地

所在地　　：神奈川県横浜市

資産の概要：土地　6,491.18㎡（1,963.58坪）

　　　　　　（建蔽率　60%、容積率　200%）　

取得価格　：980,000千円 

　なお、所有権移転登記は売買代金の支払により行われるため、本契約締結時において支払った手付金（10,000千

円）を建設仮勘定として計上しております。
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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　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※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） 6,353千円 投資有価証券（株式） －千円

※２　担保に供している資産及び対応する債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保に供している資産及び対応する債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 1,611,495千円

土地 2,037,474

計 3,648,969千円

建物 1,575,167千円

土地 2,037,474

計 3,612,641千円

　担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。 　担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

短期借入金及び長期借入金

(１年以内返済予定分を含む)
1,261,480千円

短期借入金及び長期借入金

(１年以内返済予定分を含む)
796,450千円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式15,235千株であ

ります。

※３　　　　　　─────────

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式900千株

であります。

※４　　　　　　─────────

５　　　　　　───────── ５．保証債務

(株)プロトンの取引先に対する仕入債務に対する保

証

41,324千円

※６　貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容

拡大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にす

る手段として取引銀行５行と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。

貸出コミットメントの総額    

 2,000,000千円

借入実行残高   

 1,500,000 

差引額 500,000千円

※７　　　　　　─────────

※６　貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容

拡大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にす

る手段として取引銀行５行と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。

貸出コミットメントの総額    

 3,000,000千円

借入実行残高   

 － 

差引額 3,000,000千円

※７　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については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

受取手形 18,273千円
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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うち主要な科目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 1,682,937千円

賞与 323,265

法定福利費 233,740

賃借料 250,036

減価償却費 122,876

給与手当 1,750,875千円

賞与 391,413

法定福利費 253,916

賃借料 260,634

減価償却費 95,025

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 13,433千円  7,078千円

※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

グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

 北海道虻田郡京極町 遊休 土地

 千葉県長生郡長柄町 遊休 土地

 千葉県君津市 遊休 土地

 ※茨城県鉾田市 遊休 土地

 ※平成17年10月11日付けの合併により鹿島郡旭村より鉾

田市へと名称変更しております。

 　当社グループは、減損に係る会計基準の適用に当たり、

当社の資産については各事業部毎にグルーピングを実施

しております。

　また、子会社の資産については会社別にグルーピング

を実施しております。なお、遊休資産については、独立

したキャッシュ・フローを生み出す単位として、各物件

をグルーピングの単位としております。

　グルーピングの単位である各事業部および子会社にお

いては、減損の兆候がありませんでしたが、遊休状態で

ある土地について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（156,621千円）として特別損失に

計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、市場価格が存在する場合には市

場価格に基づく価額を、市場価格が観測できない場合に

は、合理的に算定された価額により評価しております。

※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

グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

 千葉県長生郡長柄町 遊休 土地

 千葉県君津市 遊休 土地

 　当社グループは、減損に係る会計基準の適用に当たり、

当社の資産については各事業部毎にグルーピングを実施

しております。

　また、子会社の資産については会社別にグルーピング

を実施しております。なお、遊休資産については、独立

したキャッシュ・フローを生み出す単位として、各物件

をグルーピングの単位としております。

　グルーピングの単位である各事業部および子会社にお

いては、減損の兆候がありませんでしたが、遊休状態で

ある土地について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（82,455千円）として特別損失に

計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、市場価格が存在する場合には市

場価格に基づく価額を、市場価格が観測できない場合に

は、合理的に算定された価額により評価しております。

※４　　　　　　───────── ※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

　　　土地および建物 12,753千円

　　　建物附属設備 169 

　　　　計 12,922千円

※５　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※５　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

　　　土地 3,366千円

　　　車両運搬具 60 

　　　　計 3,427千円

　　　車両運搬具 426千円
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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 15,235 － － 15,235

合計 15,235 － － 15,235

自己株式

普通株式 900 76 191 785

合計 900 76 191 785

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加76千株は、単元未満株式の買取りおよび会社法第165条第２項の規定による定

款の定めに基づく市場買付のための増加であります。

　普通株式の自己株式の株式数の減少191千株は、ストックオプション行使による割当のための減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社
ストックオプションとしての

新株予約権
－ － － － － 8,000

合計 － － － － － 8,000

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 179,190 12.5 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年11月９日

取締役会
普通株式 142,924 10.0 平成18年９月30日 平成18年12月11日

(2）基準日が当期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22日

定時株主総会
普通株式 144,507  利益剰余金 10.0 平成19年３月31日 平成19年６月25日
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（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(平成18年３月31

日現在)

※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 2,214,345千円

預入期間３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 2,214,345千円

現金及び預金勘定 2,371,647千円

預入期間３ヶ月を超える定期預金 △10,000 

現金及び現金同等物 2,361,647千円

※２　　　　　　───────── ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産および負債の主な内訳

　株式の取得により新たに日本アイ・エス・テイ株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産およ

び負債の内訳並びに日本アイ・エス・テイ株式会社

の取得価額と日本アイ・エス・テイ株式会社取得に

よる収入（純額）との関係は次のとおりであります。

　なお、日本アイ・エス・テイ株式会社は平成18年

10月１日付で当社連結子会社株式会社ソフトウェア

と合併し株式会社ＩＳＴソフトウェアと商号変更し

ております。

流動資産 1,868,810千円

固定資産 563,119 

繰延資産 436 

のれん 115,452 

流動負債 △486,862 

固定負債 △872,259 

少数株主持分 △340,297 

株式の取得価額 848,400 

日本アイ・エス・テイ株式会社から

の預り金 △400,000

 

日本アイ・エス・テイ株式会社の現

金及び現金同等物 △652,885 

差引：日本アイ・エス・テイ株式会

社取得による収入 △204,485千円
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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）

※３　　　　　　───────── ※３　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産および負債の主な内訳

　株式の売却により株式会社プロトンが連結子会社

でなくなったことに伴う売却時の資産および負債の

内訳並びに株式会社プロトンの売却価額と売却によ

る収入は次のとおりであります。

流動資産 1,997,799千円

固定資産 243,356 

繰延資産 3,423 

のれん 572,926 

流動負債 △1,226,471 

固定負債 △329,235 

少数株主持分 △109,457 

株式売却益 561,764 

株式売却繰延収益 151,134 

株式の売却価額 1,865,240 

株式会社プロトンの現金及び現金同

等物 △499,892 

差引：売却による収入 1,365,347千円
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（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。　

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

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 236,689 492,584 255,895 278,452 497,709 219,256

債券

その他 － － － － － －

その他 10,151 10,348 196 － － －

小計 246,840 502,932 256,091 278,452 497,709 219,256

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

株式 2,472 2,001 △471 37,325 27,131 △10,194

債券

その他 － － － － － －

その他 27,005 23,233 △3,771 96,274 86,649 △9,625

小計 29,477 25,234 △4,242 133,600 113,780 △19,819

合計 276,318 528,167 251,849 412,053 611,490 199,436

２．前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額（千円）
売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

売却額（千円）
売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

369,614 198,715 568 164,966 51,983 852

３．時価のない主な有価証券の内容

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 472,956 286,014

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

            該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

 　　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。　

（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

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度（設定時期、昭和49年）を設けるとともに厚生年金基金

制度（総合設立型）（設定時期、昭和60年）に加入しております。

　また、連結子会社は一部を除き、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

２．適格退職年金制度及び退職一時金制度

(1）退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日現在)

（単位：千円）

①退職給付債務 △2,628,135

②年金資産 1,399,547

③未積立退職給付債務(①＋②) △1,228,588

④未認識数理計算上の差異 △51,311

⑤未認識過去勤務債務 257,089

⑥退職給付引当金(③+④+⑤) △1,022,810

(2）退職給付費用に関する事項（自　平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

（単位：千円）

①勤務費用 190,354

②利息費用 48,787

③数理計算上の差異の費用処理額 24,934

④過去勤務債務の費用処理額 36,647

計 300,723

(3）退職給付債務等の計算基礎に関する事項（平成18年３月31日現在）

①割引率 　2.0％

②期首の期待運用収益率 　0.0％

③退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間定額基準

④数理計算上の差異の処理年数 　10年（翌連結会計年度から費用処理することとしております。）

⑤過去勤務債務の額の処理年数 　10年

３．厚生年金基金制度（総合設立型）

　当社及び一部の連結子会社が加入しております厚生年金基金制度（総合設立型）の年金拠出割合により計算し

た年金資産は2,732,707千円、年金拠出額は181,321千円であります。なお、年金拠出額は当連結会計年度の費用

としております。
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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）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度（設定時期、昭和49年）を設けるとともに厚生年金基金

制度（総合設立型）（設定時期、昭和60年）に加入しております。

　また、連結子会社は一部を除き、確定給付型の制度として、退職一時金制度および適格退職年金制度を設けて

おります。

２．適格退職年金制度及び退職一時金制度

(1）退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日現在)

（単位：千円）

①退職給付債務 △2,963,049

②年金資産 1,666,033

③未積立退職給付債務(①＋②) △1,297,016

④未認識数理計算上の差異 △76,820

⑤未認識過去勤務債務 220,442

⑥退職給付引当金(③+④+⑤) △1,153,393

(2）退職給付費用に関する事項（自　平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

（単位：千円）

①勤務費用 199,715

②利息費用 53,485

③数理計算上の差異の費用処理額 4,006

④過去勤務債務の費用処理額 36,647

計 293,854

(3）退職給付債務等の計算基礎に関する事項（平成19年３月31日現在）

①割引率 　　2.0％

②期首の期待運用収益率 　0.0％

③退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間定額基準

④数理計算上の差異の処理年数 　10年（翌連結会計年度から費用処理することとしております。）

⑤過去勤務債務の額の処理年数 　10年

３．厚生年金基金制度（総合設立型）

　当社及び一部の連結子会社が加入しております厚生年金基金制度（総合設立型）の年金拠出割合により計算し

た年金資産は3,460,108千円、年金拠出額は277,922千円であります。なお、年金拠出額は当連結会計年度の費用

としております。

（ストック・オプション等関係）

 　　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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（税効果会計関係）

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．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

未払事業税否認 48,018千円

賞与引当金損金算入限度超過額 221,059

会員権評価損否認 9,277

未払役員退職慰労金否認 106,617

退職給付引当金損金算入限度超過

額
386,731

たな卸資産評価損否認 19,424

投資有価証券評価損否認 85,872

土地評価損否認 118,906

繰越欠損金 609,067

その他 110,836

繰延税金資産 小計 1,715,811千円

評価性引当額 △724,008

繰延税金資産合計 991,803千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △99,916

繰延税金負債合計 △99,916千円

繰延税金資産の純額 891,886千円

繰延税金資産

未払事業税否認 19,665千円

賞与引当金損金算入限度超過額 250,000

会員権評価損否認 9,277

未払役員退職慰労金否認 233,762

退職給付引当金損金算入限度超過

額
446,172

たな卸資産評価損否認 2,600

投資有価証券評価損否認 135,798

土地評価損否認 152,383

繰越欠損金 128,011

その他 69,347

繰延税金資産 小計 1,447,018千円

評価性引当額 △282,967

繰延税金資産合計 1,164,050千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △73,389

その他 △10,959

繰延税金負債合計 △84,348千円

繰延税金資産の純額 1,079,701千円

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

との間の差額の原因となった項目別の内訳

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

との間の差額の原因となった項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.0

住民税均等割等 2.2

評価性引当額 △52.2

連結調整勘定償却額 8.4

繰越欠損金消滅額 35.6

IT投資促進税制等による税額控除 △7.7

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
28.8％

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.5

住民税均等割等 1.7

評価性引当額 △22.3

のれん償却額 6.8

情報基盤強化税制等による税額控

除
△1.0

関係会社株式売却益調整額 △7.8

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
19.5％
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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）および

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）

　当社グループは、同一セグメントに属する情報サービス事業を行っており、当該事業以外に事業の種類が

ないため、該当事項はありません。

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）および

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）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。

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）および

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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（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）

該当事項はありません。
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（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 506.31円

１株当たり当期純利益 58.96円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 58.03円

１株当たり純資産額 564.65円

１株当たり当期純利益 82.50円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 81.12円

　（注）　1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 835,633 1,184,215

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） 835,633 1,184,215

普通株式の期中平均株式数（千株） 14,172 14,353

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算

定に用いられた当期純利益調整額の主要な

内訳

新株予約権（千円） － △3,456

当期純利益調整額（千円） － △3,456

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳

新株予約権（千株） 227 201

普通株式増加数（千株） 227 201

（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)

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 1,023,088 1,407,555

２．受取手形 ※7 73,006 96,224

３．売掛金 3,235,071 3,206,681

４．商品 10,318 15,807

５．原材料 6,169 6,518

６．仕掛品 298,019 237,434

７．貯蔵品 4,650 3,933

８．前払費用 90,673 98,669

９．繰延税金資産 213,255 178,590

10．その他 103,117 164,451

11．貸倒引当金 △6,921 △3,593

流動資産合計 5,050,449 31.2 5,412,274 35.4

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※1 3,818,893 3,798,903

減価償却累計額 1,011,469 2,807,423 1,141,792 2,675,116

２．構築物 79,431 79,431

減価償却累計額 40,630 38,800 45,823 33,608

３．車両運搬具 22,139 23,932

減価償却累計額 15,467 6,671 13,357 10,574

４．工具・器具及び備品 1,280,234 1,361,303

減価償却累計額 715,376 564,857 861,561 499,741

５．土地 ※1 2,269,501 2,181,046

６．建設仮勘定  － 10,000

有形固定資産合計 5,687,255 35.1 5,410,087 35.4

(2）無形固定資産

１．電話加入権 44,049 44,151

２．ソフトウエア 1,076,720 813,542

３．ソフトウエア仮勘定 26,138 127,805

無形固定資産合計 1,146,908 7.1 985,499 6.4
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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)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券  981,955 886,063

２．関係会社株式 3,461,819 1,720,457

３．出資金 3,220 3,220

４．破産債権等 4,383 5,194

５．繰延税金資産 442,321 483,836

６．敷金及び保証金  273,400 291,411

７．会員権 69,188 69,188

８．その他 36,468 40,355

９．投資損失引当金 △957,817 －

10．貸倒引当金 △10,687 △10,898

投資その他の資産合計 4,304,251 26.6 3,488,829 22.8

固定資産合計 11,138,415 68.8 9,884,415 64.6

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 － 4,083

繰延資産合計 － － 4,083 0.0

資産合計 16,188,865 100.0 15,300,774 100.0
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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)

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 1,468,080 1,468,350

２．短期借入金 ※1,6 1,870,000 352,000

３．１年以内返済予定長期借
入金

※1 615,520 591,232

４．１年以内償還予定の社債 600,000 －

５．未払金 621,597 549,788

６．未払法人税等 349,219 62,393

７．未払消費税等 41,315 123,807

８．未払費用 172,598 131,861

９．前受金 2,373 10,732

10．預り金 27,228 24,197

11．関係会社預り金 100,000 700,000

12．賞与引当金 335,346 349,857

13．その他 74,167 66,075

流動負債合計 6,277,448 38.8 4,430,297 28.9

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 300,000

２．長期借入金 ※1 1,137,470 1,201,446

３．退職給付引当金 605,652 699,822

４．長期未払金 275,342 275,022

５．預り保証金 1,194 39,686

６．その他 － 82,613

固定負債合計 2,019,658 12.5 2,598,591 17.0

負債合計 8,297,107 51.3 7,028,888 45.9
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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)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※2 3,203,992 19.8 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 801,000 －

２．その他資本剰余金

資本金及び資本準備金
減少差益

2,528,660 －

資本剰余金合計 3,329,660 20.6 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．当期未処分利益 1,692,443 －

利益剰余金合計 1,692,443 10.4 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 145,661 0.9 － －

Ⅴ　自己株式 ※3 △479,999 △3.0 － －

資本合計 7,891,757 48.7 － －

負債・資本合計 16,188,865 100.0 － －
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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)

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  － － 3,203,992 20.9

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 801,000

(2）その他資本剰余金  － 2,556,654

資本剰余金合計  － － 3,357,654 21.9

３．利益剰余金  

(1）その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  － 2,026,853

利益剰余金合計  － － 2,026,853 13.3

４．自己株式  － － △443,838 △2.9

株主資本合計  － － 8,144,662 53.2

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額
金

 － － 127,222 0.9

評価・換算差額等合計  － － 127,222 0.9

純資産合計  － － 8,271,885 54.1

負債純資産合計  － － 15,300,774 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．情報処理サービス売上 6,633,806 7,248,023

２．システム機器販売売上 1,496,561 1,200,534

３．ソフトウエア開発売上 9,340,802 17,471,170 100.0 10,689,340 19,137,899 100.0

Ⅱ　売上原価

１．情報処理サービス売上原
価

4,993,346 5,706,417

２．システム機器販売売上原
価

1,309,867 1,050,514

３．ソフトウエア開発売上原
価

7,168,383 13,471,597 77.1 8,623,750 15,380,683 80.4

売上総利益 3,999,573 22.9 3,757,216 19.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 2,689,156 15.4 2,665,734 13.9

営業利益 1,310,416 7.5 1,091,481 5.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息  531 26

２．受取配当金  9,088 8,688

３．投資有価証券売却益 129,792 45,832

４．その他 20,323 159,735 0.9 23,262 77,809 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 56,482 59,804

２．投資事業組合出資金運用
損

31,929 53,085

３．支払手数料 10,061 16,174

４．社債発行費償却 2,800 116

５．その他 10,797 112,070 0.6 7,935 137,117 0.7

経常利益 1,358,082 7.8 1,032,173 5.4
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．関係会社株式売却益 － 306,682

２．投資損失引当金戻入益 － 100,000

３．固定資産売却益 ※3 － 12,753

４．貸倒引当金戻入益 810 600

５．訴訟和解金 23,416 24,226 0.1 － 420,035 2.2

Ⅶ　特別損失

１．関係会社株式評価損 － 283,000

２．投資有価証券評価損 27,499 145,429

３．減損損失 ※5 156,621 82,455

４．固定資産除却損 4,512 5,649

５．固定資産売却損 ※4 60 426

６．投資損失引当金繰入額 95,000 －

７．ソフトウエア除却損 12,743 －

８．会員権売却損 3,000 299,437 1.7 － 516,961 2.7

税引前当期純利益 1,082,871 6.2 935,247 4.9

法人税、住民税及び事業
税

551,550 259,389

法人税等調整額 △119,520 432,030 2.5 19,332 278,721 1.5

当期純利益 650,841 3.7 656,526 3.4

前期繰越利益 1,148,261 －

中間配当額 106,659 －

当期未処分利益 1,692,443 －
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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23日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,692,443

Ⅱ　利益処分額

　　配当金 179,190 179,190

Ⅲ　次期繰越利益 1,513,252
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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

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
3,203,992 801,000 2,528,660 3,329,660 1,692,443 1,692,443 △479,999 7,746,095

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） △322,115 △322,115 △322,115

当期純利益 656,526 656,526 656,526

自己株式の取得 △69,142 △69,142

自己株式の処分 27,994 27,994 105,304 133,298

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）
- - 27,994 27,994 334,410 334,410 36,161 398,566

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
3,203,992 801,000 2,556,654 3,357,654 2,026,853 2,026,853 △443,838 8,144,662

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）
145,661 145,661 7,891,757

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） △322,115

当期純利益 656,526

自己株式の取得 △69,142

自己株式の処分 133,298

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△18,439 △18,439 △18,439

事業年度中の変動額

合計　　　　 （千円）
△18,439 △18,439 380,127

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
127,222 127,222 8,271,885

（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）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

①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）

(2）その他有価証券

①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）

②時価のないもの

移動平均法による原価法

②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）商品・原材料・貯蔵品

先入先出法による原価法

(1）商品・原材料・貯蔵品

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

下記を除き、定率法

平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）：定額法

横浜情報センターの建物附属設備及

び構築物：定額法

(1）有形固定資産

同左

　主な耐用年数は下記の通りであります。

建物 ６～50年

構築物 ７～20年

車両運搬具 ２～６年

工具・器具及び備品 ２～20年

(2）無形固定資産

①情報処理サービス業務用等の自社利用

のソフトウェアの自社制作費用及び購

入費用は、経済的耐用年数（５年以

内）に基づき定額法により償却してお

ります。

(2）無形固定資産

①　　　　　　同左

②市場販売目的のソフトウェアは、販売

見込期間（３年以内）における見込販

売収益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　　　　　　同左

４．繰延資産の処理方法 社債発行費

　旧商法の規定に基づき３年間で均等償却

を行っております。

社債発行費

　社債の償還期間で定額法により償却を

行っております。

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理

に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

19号　平成18年８月11日）を適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は

1,283千円増加しております。
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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）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、次期支給見込額の当期対応分を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に備えるため、

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することとしており

ます。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

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

を発生した事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(3）退職給付引当金

 同左

(4）役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基づく期

末要支給額を計上しておりましたが、役

員報酬制度見直しの一環として、平成17

年６月24日の定時株主総会の決議をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止いたしまし

た。なお、当該総会までの期間に対する

役員退職慰労金相当額は、各取締役およ

び監査役の退任時に支給されるため、

「長期未払金」として固定負債に表示し

ております。

(4）　　―――――――――

 

(5）投資損失引当金

　関係会社に対する投資等の損失に備え

るため、関係会社の財政状態等を勘案し、

その必要額を計上しております。

(5）　　―――――――――

 

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左
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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）

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、繰延

ヘッジ処理によっております。ただし、

金利スワップの特例処理の要件を満たす

ものについては、金利スワップに係る金

銭の受払の純額等をヘッジ対象の借入金

の利息に加減して処理しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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：特定借入金の支払金利

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　借入金利息の金利変動に伴うキャッ

シュ・フローの変動を回避する目的で

行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ開始時期およびその後継続して、

相場変動又はキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定することがで

きるため、ヘッジの有効性の判定は省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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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。これにより

税引前当期純利益は156,621千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

規則に基づき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8,271,885

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、財務諸表規則の改正に伴い、改正後の財務諸表規

則により作成しております。
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追加情報

①　ACP１株式会社への投資

　　　当社は平成19年３月23日開催の取締役会においてACP１株式会社（東京都千代田区代表取締役社長 髙橋 真

　　弥 資本金615,450千円[平成19年３月31日現在]）に対して平成19年４月６日を払込期日とした367,300千円の

　　第三者割当増資の引受け実施を決議しております。

　　　これにより、当社のACP１株式会社に対する議決権の割合は、23.0％となり持分法適用会社に該当すること

　　となります。

②　事業用資産新規取得

　　　当社はアウトソーシングビジネスの拡大のため、平成19年２月23日の取締役会決議に基づき、平成19年３月

　　30日に土地の売買契約を締結しております。

　　　土地の内容は下記の通りです。

　　　　[取得資産の内容]

　　　　名称　　　：第２センター（仮称）用地

　　　　所在地　　：神奈川県横浜市

　　　　資産の概要：土地　6,491.18㎡（1,963.58坪）

　　　　　　　　　　（建蔽率　60%、容積率　200%）　

　　　　取得価格　：980,000千円 

　　　なお、所有権移転登記は売買代金の支払により行われるため、本契約締結時において支払った手付金

　　（10,000千円）を建設仮勘定として計上しております。

－ 48 －



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．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保提供資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保提供資産

建物 1,545,992千円

土地 1,778,506

計 3,324,499千円

建物 1,513,275千円

土地 1,778,506

計 3,291,782千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金及び長期借入

金
513,650千円

(１年以内返済予定分を含む)

短期借入金及び長期借入金 479,450千円

(１年以内返済予定分を含む)

※２．授権株式数　　　　　普通株式 60,000千株

発行済株式総数　　　普通株式 15,235千株

 ※２．　　　　　─────────

※３．自己株式

当社が所有する自己株式の数は、普通株式900千株

であります。

※３．　　　　　─────────

 

　４．保証債務

（1）(株)スリーディーの銀行からの借入に対する保証

　４．保証債務

（1）(株)スリーディーの銀行からの借入に対する保証

200,000千円 250,000千円

（2）(株)プロトンの取引先に対する仕入債務に対する保

証

（2）(株)プロトンの取引先に対する仕入債務に対する保

証

60,140千円 41,324千円

（3）(株)スリーディーの情報処理推進機構への支払債務

7,996千円

　５．配当制限

旧商法施行規則第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145,661千

円であります。

　５．　　　　　─────────

※６．貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容

拡大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にす

る手段として取引銀行５行と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。

貸出コミットメントの総額    

 2,000,000千円

借入実行残高   

 1,500,000 

差引額 500,000千円

※７．　　　　　─────────

※６．貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容

拡大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にす

る手段として取引銀行５行と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。

貸出コミットメントの総額    

 3,000,000千円

借入実行残高   

 － 

差引額 3,000,000千円

※７．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。期末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。

受取手形 18,273千円
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（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．販売費と一般管理費のおおよその割合は、販売費

53％、一般管理費47％であります。

販売費及び一般管理費の主な費目および金額の内訳

は、次のとおりであります。

※１．販売費と一般管理費のおおよその割合は、販売費

53％、一般管理費47％であります。

販売費及び一般管理費の主な費目および金額の内訳

は、次のとおりであります。

旅費交通費 129,806千円

役員報酬 148,170

給与手当 981,361

賞与 241,137

退職給付費用 91,995

法定福利費 131,117

賃借料 167,427

減価償却費 93,219

旅費交通費 144,805千円

役員報酬 160,620

給与手当 987,776

賞与 275,803

退職給付費用 86,015

法定福利費 142,756

賃借料 169,653

減価償却費 64,891

※２. 研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 32,595千円

※２. 研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 14,639千円

※３．　　　　　───────── ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び土地 12,753千円

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 60千円

※５．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 426千円

※５．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

 北海道虻田郡京極町 遊休 土地

 千葉県長生郡長柄町 遊休 土地

 千葉県君津市 遊休 土地

 ※茨城県鉾田市 遊休 土地

 ※平成17年10月11日付けの合併により鹿島郡旭村より鉾

田市へと名称変更しております。

　 当社は、減損に係る会計基準の適用に当たり、資産に

ついて各事業部毎にグルーピングを実施しております。

　なお、遊休資産については、独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す単位として、各物件をグルーピングの単

位としております。

　グルーピングの単位である各事業部においては、減損

の兆候がありませんでしたが、遊休状態である土地につ

いて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（156,621千円）として特別損失に計上しており

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、市場価格が存在する場合には市

場価格に基づく価額を、市場価格が観測できない場合に

は、合理的に算定された価額により評価しております。

場所 用途 種類

 千葉県長生郡長柄町 遊休 土地

 千葉県君津市 遊休 土地

　 当社は、減損に係る会計基準の適用に当たり、資産に

ついて各事業部毎にグルーピングを実施しております。

　なお、遊休資産については、独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す単位として、各物件をグルーピングの単

位としております。

　グルーピングの単位である各事業部においては、減損

の兆候がありませんでしたが、遊休状態である土地につ

いて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（82,455千円）として特別損失に計上しており

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、市場価格が存在する場合には市

場価格に基づく価額を、市場価格が観測できない場合に

は、合理的に算定された価額により評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成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 900 76 191 785

合計 900 76 191 785

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加76千株は、単元未満株式の買取りおよび会社法第165条第２項の規定による定

款の定めに基づく市場買付のための増加であります。

　普通株式の自己株式の株式数の減少191千株は、ストックオプション行使による割当のための減少であります。

（有価証券関係）

　前事業年度および当事業年度における子会社株式およ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
（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．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

未払事業税否認 38,177千円

賞与引当金損金算入限度超過額 164,089

未払役員退職慰労金否認 106,617

土地評価損否認 118,906

会員権評価損否認 9,277

退職給付引当金損金算入限度超

過額
251,066

投資損失引当金否認 388,873

投資有価証券評価損否認 82,833

その他 42,807

繰延税金資産 小計 1,202,648千円

評価性引当額 △447,511

繰延税金資産 合計 755,137千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △99,560

繰延税金負債 合計 △99,560千円

繰延税金資産の純額 655,577千円

繰延税金資産

未払事業税否認 10,897千円

賞与引当金損金算入限度超過額 157,503

未払役員退職慰労金否認 106,487

土地評価損否認 152,383

会員権評価損否認 9,277

退職給付引当金損金算入限度超

過額
289,299

投資有価証券評価損否認 135,787

関係会社株式評価損否認 188,732

その他 10,189

繰延税金資産 小計 1,060,557千円

評価性引当額 △324,751

繰延税金資産 合計 735,805千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △73,378

繰延税金負債 合計 △73,378千円

繰延税金資産の純額 662,427千円

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

との間の差額の原因となった項目別の内訳

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

との間の差額の原因となった項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
2.2

住民税均等割等 2.1

評価性引当額 4.7

IT投資促進税制等による税額

控除
△9.7

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
39.9％

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
2.0

住民税均等割等 2.4

評価性引当額 △13.1

情報基盤強化税制等による税

額控除
△1.7

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
29.8％
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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 550.51円

１株当たり当期純利益 45.92円

潜在株式調整後1株当たり当期純

利益

45.20円

１株当たり純資産額 572.42円

１株当たり当期純利益 45.74円

潜在株式調整後1株当たり当期純

利益

45.10円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

損益計算書上の当期純利益（千円） 650,841 656,526

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） 650,841 656,526

普通株式の期中平均株式数（千株） 14,172 14,353

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳

新株予約権（千株） 227 201

普通株式増加数（千株） 227 201

（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
役員の異動

 平成19年６月22日付異動予定

１．代表者の異動

該当事項はありません。

２．その他の役員の異動

①新任取締役候補者

取締役 田口　勉  

②新任監査役候補

非常勤監査役
（社外監査役）

本合　紘  

③退任予定監査役

非常勤監査役 山野井　恒雄  
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