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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）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 2,510 △7.2 743 △12.9 758 △12.1 514 4.3

18年３月期 2,705 18.1 853 18.0 863 19.7 493 23.7

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 137 83 137 23 18.2 20.8 29.6

18年３月期 136 85 131 78 20.3 27.0 31.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）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 3,796 3,014 79.4 806 14

18年３月期 3,502 2,641 75.4 709 97

（参考）自己資本 19年３月期 3,014百万円 18年３月期 －百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 131 △985 △141 1,142

18年３月期 720 △169 △64 2,138

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（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 0 00 40 00 40 00 148 29.2 6.0

19年３月期 0 00 40 00 40 00 149 29.0 5.3

20年３月期（予想） 0 00 40 00 40 00 － 28.5 －

３．平成20年３月期の業績予想（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 1,466 41.9 276 159.1 283 150.0 160 105.0 43 00

通期 3,600 43.4 910 22.5 922 21.6 524 2.0 140 40

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、21ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2）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 3,739,000株 18年３月期 3,720,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 10株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　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、本資料の発表日現在において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添付資料の３ページから５ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当期におけるわが国経済は、企業の財務体質の改善や収益の拡大基調が続いたことを背景に設備投資や個人消費な

ど民間需要が堅調に推移しました。

　情報サービス産業におきましても、企業間競争の激化による価格の引下げ圧力は依然として強いものの、企業の設

備投資意欲は高まってきております。

  このような状況の中で当社は、パッケージ＋コンサルティング＋カスタマイズ・アドオンによる“ハイブリッドシ

ステムソリューション・モデル”を展開し、顧客の期待を超えるシステムソリューションの提供に努めてまいりまし

た。特に、平成19年度税制改正の目玉であった「減価償却制度の見直し」に対しては、他社に先駆けた製品リリース

で対応を行った結果、既存ユーザーのバージョンアップ、他社製品からの乗り換え等による新規ユーザーを獲得いた

しました。また、主力製品である「ProPlus固定資産システム」の新たなオプションシステムとして、「総務省申告対

応オプション」や、「賃貸借契約管理システム」の開発・販売を開始し、好調な引き合いを得ました。一方、受託開

発・運用管理分野に関しましては、当社の業務との相乗効果や採算性等を重視して慎重な受注展開を行いました。こ

の結果、当期の売上高は25億10百万円（前期比7.2％減）、営業利益は７億43百万円（同12.9％減）、経常利益は７億

58百万円（同12.1％減）となりました。当期純利益に関しましては、役員・従業員向けに加入していた保険の見直し

に伴う解約返戻金が発生したこと等により、５億14百万円（同4.3％増）となりました。

  次期の見通しにつきましては、引き続き平成19年度税制改正への対応、さらに平成20年４月以降開始する事業年度

より適用となるリース会計基準の変更（リースオンバランス化）への対応を図るため、ユーザー企業におけるシステ

ム再構築ニーズは一層強まるものと考えております。また、「ProPlus販売管理システム Sales　Suite」につきまし

ても、市場競争力を一層高め、更なる拡販に注力してまいります。

　以上のことから、次期の業績は、売上高36億円（前期比43.4％増）、営業利益９億10百万円（同22.5％増）、経常

利益９億22百万円（同21.6％増）、当期純利益５億24百万円（同2.0％増）を予定しております。

(2）財政状態に関する分析

  当期末の資産につきましては、流動資産の残高は、32億93百万円と前期末と比べ１億62百万円増加いたしました。

これは主に売掛金が増加したことによるものであります。

　固定資産の残高は、主に無形固定資産において販売用ソフトウエアが増加したことから、５億２百万円と前期末に

比べ１億31百万円増加しました。

　流動負債の残高は、６億３百万円と前期末に比べ72百万円減少いたしました。主な要因は、未払法人税等が減少し

たことによるものであります。

　固定負債の残高は、１億79百万円と前期末に比べ６百万円減少いたしましたが、特に大きく変動した科目はありま

せん。

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ９億95百万円減少し、11億42百万

円（前期比46.6％減）となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は１億31百万円（同81.8％減）となりました。これは、主に売上債権等が増加したこ

と、および法人税等の支払いによる支出が増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は９億85百万円（同482.0％増）となりました。これは主に、定期預金の預入による支

出の増加、販売用ソフトウェアのバージョンアップに関する無形固定資産の取得による支出の増加等によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は１億41百万円（同118.8％増）となりました。これは主に、配当金の支払いによるも

のであります。

（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 自己資本比率（％） 76.4 75.4 79.4

 時価ベースの自己資本比率（％） 328.9 302.2 131.5

 債務償還年数（年） － － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3,396.2 7,619.9 632.6

㈱プロシップ（3763）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 3 －



 自己資本比率：自己資本／総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 （注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 （注３）有利子負債は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。

 

(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、株主の皆様への利益還元を最重要政策のひとつとして認識しており、企業価値をより一層高めていくとと

もに、目標配当性向を30％を基本として取り組むこととしております。

内部留保資金につきましては、安定的な経営基盤を確保しつつ、スキルの高い人材確保・教育のための投資、新製品

開発・新規事業開拓のための研究開発投資、及びコンピュータ関連設備等への先行投資を戦略的におこない、持続的

な成長に役立てていく所存であります。

 

(4）事業等のリスク

 ①会計制度の変更、税制等の改正について

 　　わが国では、会計基準を国際的な会計基準に対応させていくため、会計基準のコンバージェンスが進められて

　 おり、リース会計基準の見直し、在外子会社会計基準統一等が予定されております。また、税制におきまし

　 ても毎年改正が行われており、平成19年度の税制改正においては、減価償却制度の見直しが行われました。

　   このような会計制度の変更や税制改正等は、ユーザー企業のシステム更新を促す要因となることから、ビジネ

   スチャンスとなりうる反面、既存のパッケージ製品の陳腐化を招く可能性があります。当社では、監査法人やコ

   ンサルティングファームとの連携強化及びＳＥの会計知識・業務知識のレベルアップを通じて、会計制度の変更

   や税制改正等に一層柔軟に対応できる開発体制、製品供給体制を構築していく方針でありますが、会計、税制等

   の変更に適時適切に対応しきれなかった場合、顧客ニーズに適合した製品の開発、供給が不十分であった場合、

   あるいは販売競争の激化が一層進展した場合、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。

 ②対象ユーザーのシステム投資動向について

　   当社は業務アプリケーションシステムの開発・販売を中心に行っていることから、当社の経営成績は、対象ユ

   ーザーのシステム投資動向の影響を受ける可能性があります。

 ③経営成績の偏重等について

　   会計等の業務関連の新システムの導入に関しては、新年度からの稼動を望むユーザーが多く、特に国内の多く

   の企業の決算月が３月に集中していることから、当社の経営成績は特に３月の売上及び利益の水準が他の月と比

   べて高くなる傾向があります。また、カスタマイズを行なったパッケージソフト及び受託開発案件について、ユ

   ーザーの検収が３月に集中しているため、検収の遅れが発生した場合には、売上及び利益が翌期の計上となる可

   能性があります。

 ④システムの不具合等について

　   当社が提供しているパッケージシステムは、対象ユーザーの利用状況、資産規模等によって個別のカスタマイ

   ズが必要となる場合があります。特に対象となるユーザー企業の規模が大きければ大きいほど、開発・導入にか

   かる期間が長期化する傾向があります。当社では、これら長期にわたるプロジェクトについては、開発工程ある

   いは期間毎に契約を行ない、完成部分に対する検収を通じて売上計上を行なうこととしております。しかしなが

   らシステム面での不具合、バグ等を完全に除去することは困難であるため、不具合を治癒するための追加的なコ

   ストが発生した場合、あるいは顧客側の既存システムにも影響を与えるようなシステムトラブル等が生じた場

   合、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。

 ⑤協業及び販売体制について

   (a)販売体制について

　　  　当社が直接ユーザーから受注する直接販売とシステムインテグレーターやコンサルティングファーム等（日

      本アイ・ビー・エム㈱、日本電気㈱、富士通㈱、㈱CSKシステムズ、伊藤忠テクノソリューションズ㈱、NTTコ

　　　ムウエア㈱、㈱大塚商会、㈱ICSパートナーズ、等）と協同で受注する間接販売があります。直接販売、間接

　　　販売ともにユーザーと直接、特定プログラム使用許諾契約を締結し、プログラム著作権は当社が留保する形態

　　　となっております。

   (b)日本オラクル㈱とのパートナー契約について

　      当社では、平成11年11月より日本オラクル㈱との間でパートナー契約を締結しております。

    　日本オラクル㈱では、会計、販売管理、人事管理等を一元的に管理する業務用パッケージソフトウェア

      (Oracle E-Business Suite、以下「ＥＢＳ」という）を取扱っておりますが、固定資産管理等の特定分野のシ
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      ステムプログラムについては、当社のようなシステムベンダーが提供するソフトウェアが活用されておりま

      す。当該契約によって、当社が開発した固定資産管理等の特定のソフトウェアは同社の取扱っているＥＢＳの

      一機能として組み込むことが可能となり、近年の大手企業への大口システム導入案件の獲得等に寄与しており

      ます。

　  上記(a)及び(b)に記載したシステムインテグレーター、コンサルティングファーム等並びに日本オラクル㈱とは

    現状、良好な取引関係を維持しておりますが、何らかの理由で協業・取引関係の維持が困難となった場合、当社

    の業績は影響を受ける可能性があります。

 ⑥中国への進出について

　   当社は、海外展開を今後の事業規模拡大戦略の一つとして位置付け、まず中国をターゲットに海外展開を進

   め、平成17年４月に現地法人を設立いたしました。中国は、ＷＴＯ加盟により企業の国際化が進展し、日本と同

   様に国際会計基準へ対応するためのシステムニーズが見込まれることから、当社システムの販売市場が存在し、

　 それが拡大していくものと考えております。

　   しかしながら中国の法令制度や取引慣行あるいはインフラの整備状況等により、当社の進出に支障をきたす可

   能性があります。また、当社にとって、海外での事業展開は今回が初めてであるため、事前調査の予想を超える

   事象が発生した場合には、当該投資の回収が見込どおりに進まず、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

   す。

 ⑦人材の確保、育成について

　   当社が事業拡大を進めていくためには、スキルの高い優秀なスタッフを確保することが重要な要素であると考

   えております。しかしながらソフトウェア業界での人材獲得競争は激しく、業務上必要とされる知識及び経験を

   備えた人材を確保できないリスクがあります。

　   当社では、優秀な人材の採用については最重要の課題として取り組んでおりますが、優秀な人材を十分かつ適

   時に確保できなかった場合及び社内の有能な人材が流出してしまった場合には、今後の事業展開に制約を受ける

   こととなり、経営成績に影響を与える可能性があります。

 ⑧ストックオプションについて

　   当社はストックオプションを当社取締役および従業員等に対して、これまで２回にわたり付与しており、第１

   回目のストックオプションにつきましては、平成18年3月1日より行使期間に入っております。また今後も優秀な

   人材確保のために同様のインセンティブ政策を実施する可能性があります。かかる新株予約権は、取締役および

   従業員等の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるものであり、必ずしも既存の株主の利益と相反するも

   のではありませんが、新株予約権の権利行使が行われた場合には、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性が

   あります。また、新株予約権の行使により取得した株式が市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生

   じ、適正な株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

［事業系統図］

 
ユ ー ザ ー 

パッケージベンダー※１ 
システムインテグレーター※２ 
システムハウス※３ 
コンサルティングファーム※４ 

㈱プロシップ  

※１…パッケージ（不特定多数のユーザーのために作られたソフトウェア）を提供する企業 

※２…企業の情報システム構築において、コンサルティング、企画、設計、開発、運用というシステム開発の一連の 
   流れをトータルに請け負う企業 

※３…ソフトウェア開発やシステム構築を業務とする企業 

※４…コンサルティングを業務とする企業 
※５…子会社 

※５ 
普楽希普信息系統（大連）有限公司 
㈱ライジングプロ 
㈱プロシップフロンティア 

受託開発 
システム運用管理 

パッケージ販売 
及び保守 
受託開発 
システム運用管理 他 

パッケージ販売 
及び保守 

パッケージ販売 
及び保守 

ソフトウェア開発委託 

 

㈱プロシップ（3763）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 6 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社は、基本理念として「Speciality for Customer」を掲げ、①情報システム＆サービスの特定領域で、プロフェッ

ショナルとして最強のSpecialityをグローバル市場で展開する。②より多くの顧客の企業力・競争力向上に貢献し、

グローバル高度情報化社会の普及発展に参画し、企業の社会的責任を果たしていく。③組織として高い透明性、ルー

ル性、統治性があり、その活動は、徹底した基本をベースに、常に独創性があり、自己責任であり、かつ迅速を旨と

し、さらに参画者の自己実現に寄与する。以上のことを基本戦略として、全社で取り組んでおります。

 

(2）目標とする経営指標

 当社は、高成長・高収益企業として発展していくため、いろいろな指標の中でも利益面を重視しております。中長期

的には粗利率51％以上、経常利益率25％以上を目標として、継続的にその目標を達成することで、企業価値の増加を

図ってまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、業務用アプリケーションシステムをハイブリッドシステムソリューション（パッケージ＋コンサルティング

＋カスタマイズ・アドオン）の手法で提供することによって、顧客のシステム投資効果を最大限に発揮するビジネス

モデルを展開し、より多くの顧客の企業力・競争力向上に貢献するグローバルオンリーワン企業を目指し、たゆまぬ

成長を続けてまいります。

現在の収益の柱である「ProPlus固定資産システム」は、固定資産管理パッケージシステム業界トップの導入実績を

誇っており、他システムにない優れた製品機能と当社のノウハウに対し顧客の高い評価をいただいております。これ

に加えて、各企業の固定資産管理業務は、近年のグローバリゼーションの高まりによる転換期を迎える中でより一層

の戦略性が求められており、引き続き市場開拓の余地は大きいと考えております。平成19年2月にWEB版のリリース売

を行う等、更なる機能強化、新製品の開発を行い、一層のシェア拡大を展開していきます。

また、「ProPlus販売管理システム　Sales Suite」についても、顧客の声を活かした機能強化を行っており、当社が

ProPlus固定資産システムで確立した“ハイブリッドシステムソリューション・モデル”を基軸として、導入企業の販

売戦略に応えていくことで、固定資産システムに次ぐ第２の柱としてまいります。

これらの製品については、常に顧客ニーズを汲み取り、製品のバージョンアップに反映させることで高度専門性によ

る差別化を行い、上場大企業・中堅成長企業をターゲットとした更なる市場浸透と「ProPlus」のブランドバリューの

最大化を図ってまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

 情報サービス産業のなかでも、ソフトウェア業界、特に当社のメインである業務アプリケーションシステムの分野に

おいては、顧客の企業戦略の実現あるいは経営に直結した情報化戦略にとって価値のあるソリューションを提供する

ことが、勝ち抜くための必須条件となっております。

当社がパッケージシステムを中心に展開している会計分野においては、金融商品取引法（いわゆる日本版ＳＯＸ法）

の法制化に伴う内部統制の強化や、リース取引に関わる会計基準の変更等、継続した制度の見直しが行われるなかで、

システム化に対する需要はますます高まるものと見られております。

このような状況のなかで、当社は、「ProPlus 固定資産システム」を中心とする固定資産管理ソリューション及び、

「ProPlus販売管理システム」を中心とする販売管理ソリューションにおいて、顧客の期待を超えるシステムソリュー

ションを展開していくことで、事業拡大してまいります。

そのための新製品（パッケージシステム）の開発や既存製品のバージョンアップは、パッケージ開発の専任組織で行

い、さらにプロジェクト管理、原価管理の精度を高めていくことで、高機能・高品質・高生産性の実現に向けて精力

的に取り組んでまいります。

 

  (5) 内部管理体制の整備・運用状況

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

　　　　 当社は内部監査部門として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、年間計画に基づいて全社の業務執行

       状況を精査し、内部監査体制の継続的な改善を実施しております。

　　　　 管理部門の配置状況に関しましては、管理本部経営企画グループを中心に、決裁書等社内承認制度の運用、予

       算実績の管理等を行うとともに、管理本部において業務全般に関わる内部管理及び統制を実施しております。

　　　   社内規程につきましては、関係法令の改正への対応及び内部統制の改善を進めていくなかで、規程の整備を随
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       時行っております。

　　 ②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　　　　 当社は月１回開催している取締役会や、経営幹部による四半期ごとの経営会議において、重要事項の決定や経

       営状況の把握を行っており、監査役の厳正な監督のもと、迅速かつ適正な審議を行っております。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,478,389   2,424,378   

２．売掛金   547,302   764,082   

３．仕掛品   35,156   39,539   

４．貯蔵品   466   832   

５．前払費用   13,477   17,195   

６．繰延税金資産   53,859   37,754   

７．その他   2,179   9,702   

流動資産合計   3,130,831 89.4  3,293,485 86.8 162,654

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物附属設備  2,166   2,166    

減価償却累計額  1,473 692  1,694 471   

２．工具器具備品  34,836   41,590    

減価償却累計額  23,219 11,616  29,447 12,142   

有形固定資産合計   12,309 0.4  12,614 0.3 304

(2）無形固定資産         

１．電話加入権   1,547   1,547   

２．ソフトウェア   106,099   247,330   

無形固定資産合計   107,646 3.1  248,877 6.5 141,230
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   22,770   23,980   

２．関係会社株式 ※１  30,000   60,000   

３．関係会社出資金   34,845   34,845   

４．従業員長期貸付金   781   －   

５．長期前払費用   －   986   

６．繰延税金資産   59,496   68,045   

７．保証金   42,247   42,022   

８．保険積立金   61,082   10,802   

９．その他   618   672   

投資その他の資産合計   251,842 7.2  241,355 6.4 △10,487

固定資産合計   371,798 10.6  502,846 13.2 131,048

資産合計   3,502,629 100.0  3,796,332 100.0 293,702

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   130,651   121,509   

２．未払金   81,976   88,951   

３．未払費用   21,422   21,907   

４．未払法人税等   240,125   189,407   

５．未払消費税等   23,369   7,810   

６．前受金   93,225   92,971   

７．預り金   4,060   8,561   

８．賞与引当金   43,334   46,667   

９．役員賞与引当金   35,900   23,250   

10．その他   1,931   2,056   

流動負債合計   675,997 19.3  603,091 15.9 △72,905

Ⅱ　固定負債         

１．長期未払金   21,934   13,098   

２．退職給付引当金   51,695   54,085   

３．役員退職慰労引当金   111,921   111,921   

固定負債合計   185,550 5.3  179,105 4.7 △6,444

負債合計   861,547 24.6  782,197 20.6 △79,350
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  419,000 12.0  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  384,600   －    

　資本剰余金合計   384,600 11.0  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金   34,050   －   

２．任意積立金         

(1)プログラム等準備金  7,371   －    

(2)別途積立金  5,000 12,371  － －   

３．当期未処分利益   1,787,203   － － －

利益剰余金合計   1,833,625 52.3  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※３  3,856 0.1  － － －

資本合計   2,641,082 75.4  － － －

負債・資本合計   3,502,629 100.0  － － －
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  422,325 11.1 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   387,925    

資本剰余金合計   － －  387,925 10.2 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   34,050    

(2）その他利益剰余金         

プログラム等準備金  －   5,528    

別途積立金  －   5,000    

繰越利益剰余金  －   2,154,754    

利益剰余金合計   － －  2,199,333 57.9 －

４．自己株式   － －  △22 0.0 －

株主資本合計   － －  3,009,561 79.3 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  4,573  －

評価・換算差額等合計   － －  4,573 0.1 －

純資産合計   － －  3,014,135 79.4 －

負債純資産合計   － －  3,796,332 100.0 －
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．ソフトウェア売上高  2,166,383   1,972,509    

２．保守及び運用管理等
売上高

 538,732 2,705,115 100.0 537,847 2,510,357 100.0 △194,758

Ⅱ　売上原価         

１．ソフトウェア売上原価  853,227   796,453    

２．保守及び運用管理等
売上原価

 251,236 1,104,463 40.8 223,570 1,020,024 40.6 △84,439

売上総利益   1,600,651 59.2  1,490,333 59.4 △110,318

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  27,687   24,520    

２．給与手当  102,413   124,889    

３．役員報酬  55,465   64,564    

４．賞与  33,276   36,007    

５．賞与引当金繰入額 7,467   8,800    

６. 役員賞与引当金繰入額  35,900   23,250    

７．法定福利費  23,814   26,216    

８．支払保険料  42,434   8,080    

９．支払手数料  29,910   43,248    

10．人材募集費  31,013   33,258    

11．賃借料  19,648   20,612    

12．旅費交通費  8,615   13,112    

13．減価償却費  3,625   3,318    

14．研究開発費 ※１ 288,088   273,985    

15．租税公課  13,488   13,742    

16．その他  24,145 746,994 27.6 29,257 746,865 29.8 △129

営業利益   853,656 31.6  743,468 29.6 △110,188
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  394   3,798    

２．受取配当金  176   176    

３．受取手数料 ※２ 723   1,860    

４. 匿名組合投資収益 ※３ 6,648   8,835    

５．その他  1,800 9,742 0.4 561 15,231 0.6 5,488

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  94 94 0.0 207 207 0.0  

経常利益   863,305 31.9  758,492 30.2 △104,813

Ⅵ　特別利益         

１．保険解約返戻金等  4,540   141,512    

２. 共済掛金返戻益  3,200   －    

  ３．その他  － 7,740 0.3 280 141,792 5.7 134,051

Ⅶ　特別損失         

１. 固定資産廃棄損  ※４ 61 61 0.0 － － － △61

税引前当期純利益   870,984 32.2  900,284 35.9 29,299

法人税、住民税及び
事業税

 400,401   378,713    

法人税等調整額  △22,892 377,509 14.0 7,063 385,776 15.4 8,267

当期純利益   493,475 18.2  514,507 20.5 21,032

前期繰越利益   1,293,728   －  －

当期未処分利益   1,787,203   －  －
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年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

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

419,000 384,600 384,600 34,050 7,371 5,000 1,787,203 1,833,625 － 2,637,225

事業年度中の変動額           

新株の発行 3,325 3,325 3,325       6,650

プログラム等準備金の取崩し     △1,843  1,843 －  －

剰余金の配当（注）       △148,800 △148,800  △148,800

当期純利益       514,507 514,507  514,507

自己株式の取得         △22 △22

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）

3,325 3,325 3,325 － △1,843 － 367,550 365,707 △22 372,335

平成19年３月31日　残高
（千円）

422,325 387,925 387,925 34,050 5,528 5,000 2,154,754 2,199,333 △22 3,009,561

 

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）

3,856 3,856 2,641,082

事業年度中の変動額    

新株の発行   6,650

プログラム等準備金の取崩し   －

剰余金の配当（注）   △148,800

当期純利益   514,507

自己株式の取得   △22

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

717 717 717

事業年度中の変動額合計
（千円）

717 717 373,053

平成19年３月31日　残高
（千円）

4,573 4,573 3,014,135

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。

　　　　　　　配当金　　　　　　　　　　　148,800千円
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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）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  870,984 900,284  

減価償却費  87,000 65,177  

賞与引当金の増加額  4,709 3,333  

役員賞与引当金の増減
額

 4,000 △12,650  

退職給付引当金の増減
額

 △4,052 2,390  

受取利息及び受取配当
金

 △570 △3,974  

支払利息  94 207  

保険解約返戻金等  △7,740 △141,512  

匿名組合投資収益  △6,648 △8,835  

固定資産廃棄損  61 －  

売上債権の増加額  △21,449 △216,780  

たな卸資産の増減額  13,852 △4,748  

仕入債務の増減額  24,463 △9,142  

前払費用の増減額  3,365 △3,718  

その他流動資産の増加
額

 △1,784 △6,078  

未払金の増加額  36,660 2,510  

未払費用の増加額  3,520 484  

その他流動負債の減少
額

 △2,754 △444  

未払消費税等の減少額  △8,196 △15,559  

前受金の増減額  48,381 △253  

預り金の増減額  △7,776 4,501  

長期前払費用の増減額  397 △986  

その他  128 △434  

小計  1,036,648 553,771 △482,876

㈱プロシップ（3763）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 16 －



  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取
額

 511 2,734  

利息の支払額  △94 △207  

法人税等の支払額  △316,178 △424,968  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 720,887 131,329 △589,557

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 △54 △941,660  

子会社への出資による
支出

 △64,845 △30,000  

関係会社短期貸付金の
貸付による支出

 － △30,000  

関係会社短期貸付金の
回収による収入 

 － 30,000  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △4,881 △6,754  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △95,986 △199,959  

短期貸付金の回収によ
る収入

 － 1,077  

短期貸付金の貸付によ
る支出

 － △500  

長期貸付金の回収によ
る収入

 618 －  

長期貸付金の貸付によ
る支出

 △1,150 －  

敷金保証金の増加によ
る支出

 △25 －  

保険の解約等による収
入

 10,709 196,537  

保険積立金の積立によ
る支出

 △13,687 △4,744  

その他  － 605  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △169,302 △985,398 △816,095
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

配当金の支払額  △106,713 △148,230  

株式の発行による収入  42,000 6,650  

自己株式の取得による
支出

 － △22  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △64,713 △141,602 △76,889

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

 486,871 △995,671 △1,482,542

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,651,370 2,138,242 486,871

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 2,138,242 1,142,570 △995,671
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(5）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   1,787,203

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  148,800 148,800

Ⅲ　次期繰越利益   1,638,403
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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を採用してお

ります。

(1)子会社株式及び関連会社株式

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。

 (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。

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

　最終仕入原価法による原価法を採用し

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。

(1)有形固定資産

同左

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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期間（３

年以内）における見込販売数量に基づく

償却額と販売可能な残存販売期間に基づ

く均等配分額を比較し、いずれか大きい

額を計上する方法を採用しております。

(2)無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

　従業員への賞与の支給に充てるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額を計

上しております。

(2)賞与引当金

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）

(3)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、支給

見込額を計上しております。

(3)役員賞与引当金

同左

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（期末自

己都合要支給額の100％相当額）を計上

しております。

(4)退職給付引当金

同左

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、

役員退職慰労金規程による期末要支給額

を計上しております。

なお、当社は平成15年４月より役員退

職慰労金の内規を廃止したため、新たな

役員退職慰労引当金の繰入はおこなって

おりません。

(5)役員退職慰労引当金

同左

５．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か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

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

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」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、3,014,135

千円であります。

　また、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、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。
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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．関係会社株式30百万円は、株式会社ライジングプロ

（平成18年４月３日設立）に対する新株式払込金で

あります。

※１．　　　　　　　──────

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．　　　　　　　──────

授権株式数 普通株式 12,800,000株

発行済株式総数 普通株式 3,720,000株

   

※３．配当制限

　　　貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差

額金3,856千円については、商法施行規則第124条第

３号の規定により、配当に充当することが制限され

ております。

※３．　　　　　　　──────

　　

（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 ※１．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 288,088千円 一般管理費に含まれる研究開発費 273,985千円

※２．　　　　　　　────── ※２．このうち関係会社に対するものは次の通りであり

　　　ます。

　　　　業務受託手数料　　　　　　　　 1,700千円

※３．レバレッジドリースに係る投資収益であります。 ※３．レバレッジドリースに係る投資収益であります。

※４．固定資産廃棄損は工具器具備品61千円であります。 ※４．　　　　　　　──────
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年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）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 3,720,000 19,000 － 3,739,000

合計 3,720,000 19,000 － 3,739,000

自己株式     

普通株式　（注）２ － 10 － 10

合計 － 10 － 10

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加19,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加10株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 148,800 40 平成18年３月31日 平成18年６月23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

　　次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日

定時株主総会
普通株式 149,560 40 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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（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）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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）

  （千円）

現金及び預金勘定 2,478,389  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △340,147  

現金及び現金同等物 2,138,242  

（平成19年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 2,424,378  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,281,807  

現金及び現金同等物 1,142,570  
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（リース取引関係）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社はリース取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社はリース取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（有価証券関係）

有価証券

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）

当事業年度
（平成19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）

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 16,268 22,770 6,501 16,268 23,980 7,711

(2)債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 16,268 22,770 6,501 16,268 23,980 7,711

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       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

合計 16,268 22,770 6,501 16,268 23,980 7,711

 　　　２．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） 

 当事業年度
（平成19年３月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式   

非上場株式 ― 60,000
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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。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。
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（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、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
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）退職給付債務 △51,695千円 △54,085千円

（２）退職給付引当金 △51,695 △54,085

３．退職給付費用の内訳

 
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）

退職給付費用 △538千円 9,568千円

（１）勤務費用 △538 9,568
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
第１回

新株予約権
第２回

新株予約権
第２回の２
新株予約権

付与対象者の区分及び数
当社の取締役　 ５名

当社の従業員　110名

当社の取締役　 ６名

当社の従業員　139名
当社の従業員　１名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　200,000株 普通株式　182,700株 普通株式　 3,000株

付与日 平成15年６月30日 平成17年10月11日 平成17年11月９日

権利確定条件

権利行使時において当社又

は当社子会社、関連会社の

取締役、監査役、従業員

（顧問を含む）の地位を保

有していることを要する。

権利行使時において当社又

は当社子会社、関連会社の

取締役、監査役、従業員

（顧問を含む）の地位を保

有していることを要する。

権利行使時において当社又

は当社子会社、関連会社の

取締役、監査役、従業員

（顧問を含む）の地位を保

有していることを要する。 

対象勤務期間
自　平成15年６月30日

至　平成17年３月１日

自　平成17年10月11日

至　平成19年７月１日

自　平成17年11月９日

至　平成19年７月１日 

権利行使期間
自　平成17年10月１日

至　平成21年９月30日

自　平成19年７月１日

至　平成22年６月30日 

自　平成19年７月１日

至　平成22年６月30日  

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
第１回

新株予約権
第２回

新株予約権
第２回の２
新株予約権

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － 178,200 3,000

付与  － － －

失効  － 31,000 －

権利確定  － － －

未確定残  － 147,200 3,000

権利確定後 （株）    

前事業年度末  33,000 － －

権利確定  － － －

権利行使  19,000 － －

失効  1,000 － －

未行使残  13,000 － －
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②　単価情報

  
第１回 

新株予約権
第２回 

新株予約権 
第２回の２ 
新株予約権 

 権利行使価格 （円） 350 2,610 2,615

 行使時平均株価 （円） 2,390 － －

 公正な評価単価（付与日） （円） － － －

 

  （企業結合等関係）

 　　　 前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 　　　　   該当事項はありません。

 

 　　　 当事業年度（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）

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

（単位：千円）

繰延税金資産  

未払事業税 17,862

賞与引当金損金算入限度超過額 17,634

役員退職慰労引当金否認 45,540

退職給付引当金損金算入限度超過額 21,036

減価償却費損金算入限度超過額 15,497

その他 3,487

繰延税金資産合計 121,058

繰延税金負債  

プログラム等準備金 △5,057

その他 △2,646

繰延税金負債合計 △7,703

繰延税金資産の純額 113,355

（単位：千円）

繰延税金資産  

未払事業税 15,419

賞与引当金損金算入限度超過額 18,990

役員退職慰労引当金否認 45,544

退職給付引当金損金算入限度超過額 22,009

減価償却費損金算入限度超過額 7,422

その他 3,344

繰延税金資産合計 112,731

繰延税金負債  

プログラム等準備金 △3,793

その他 △3,137

繰延税金負債合計 △6,931

繰延税金資産の純額 105,799

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

  

法定実効税率 40.7％

（調整）  

留保金課税 1.8

役員賞与引当金繰入額等永久に

損金に算入されない項目
0.3

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
43.3

法定実効税率 40.7％

（調整）  

留保金課税 －

役員賞与引当金繰入額等永久に

損金に算入されない項目
2.5

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
42.9

（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）

　　該当事項はありません。

　　　当事業年度（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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（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）

当社は関連当事者との間に重要な取引はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社は関連当事者との間に重要な取引はありません。

（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 709.97円

１株当たり当期純利益金額 136.85円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
131.78円

１株当たり純資産額 806.14円

１株当たり当期純利益金額 137.83円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
137.23円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 493,475 514,507

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） 493,475 514,507

期中平均株式数（千株） 3,606 3,732

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額 － －

普通株式増加数（千株） 138 16

（うち新株予約権（千株）） (138) (16)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―――――――――― 平成17年６月24日定時株主総会によ

る新株予約権（新株予約権の数

1,502個）
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（重要な後発事象）

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）

子会社の設立

　当社は、平成18年４月24日に株式会社プロシップフロ

ンティア（資本金30百万円、出資割合100％）を西日本

における開発拠点を確立することを目的とし設立いたし

ました。同社は平成18年５月１日付で日本バイナル株式

会社に属する事業を譲受けました。

 ───────

 

(ア）譲受事業

ソフト開発事業及びこれに付帯する事業

 

 

(イ）譲受資産  

科目 金額（千円）

流動資産  

仕掛品 9,072

固定資産  

有形固定資産  

工具器具備品 1,423

無形固定資産  

電話加入権 1,067

合計 11,563
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５．その他
(1）役員の異動

 ・新任取締役候補

 　　取締役　大澤 健二郎（現 システム開発本部副本部長） 

 ・就任予定日

　 平成19年６月22日

(2）受注及び販売の状況

 ①生産実績

　 該当事項はありません。

 

 ②受注実績

 　当事業年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当事業年度

（自　平成18年４月１日

    至　平成19年３月31日）

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％）

 パッケージ 2,436,126 124.8 1,206,795 220.2

 保守 331,809 114.5 154,599 114.2

 受託 194,813 52.6 － －

 運用管理等 225,243 75.7 22 37.9

 合計 3,187,993 109.6 1,361,417 199.1

 　（注）１．金額は販売価額によっております。

 　　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　　３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおります。

 　　　　４．運用管理等には商品受注を含んでおります。

 

 　③販売実績

 　　当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

 

品目別

当事業年度

（自　平成18年４月１日

    至　平成19年３月31日）

 前年同期比（％）  前年同期比（％）

 パッケージ　　　　　　（千円） 1,777,296 98.9

 保守　　　　　　　　　（千円） 312,568 130.2

 受託　　　　　　　　　（千円） 195,213 52.8

 運用管理等　　　　　　（千円） 225,279 75.4

 合計（千円） 2,510,357 92.8

 　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　　２．運用管理等には商品売上を含んでおります。
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