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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 1,894 19.0 167 △43.7 140 △45.8 132 458.9

18年３月期 1,591 10.4 297 210.0 259 619.9 23 △22.0

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 10,086 66 －  12.6 5.5 8.9

18年３月期 1,804 64 －  2.4 9.3 18.7

（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 2,474 1,117 45.2 85,272 49

18年３月期 2,658 985 37.1 75,188 59

（参考）自己資本 19年３月期 1,117百万円 　　　18年３月期 985百万円

(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 603 △108 △357 720

18年３月期 216 △66 △277 583

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
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 0 － －

19年３月期 －  －  0 00 0 － －

20年３月期(予想) －  －  0 00 － － －

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 1,950 2.9 144 △13.6 126 △10.0 101 △23.6 7,710 25
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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、23ページ「会計処理方法の変更」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 13,110株 18年３月期 13,110株

②　期末自己株式数 19年３月期 －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、37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

業績予想につきましては、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。予想にはさまざまな

不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的

に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えられるようお願いいたします。

上記業績予想に関連する事項は、４ページをご参照ください。
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

１．当期の概況

　当期におけるわが国の経済は、好調な企業収益を背景に設備投資が増加し、雇用・所得環境の改善も見られるなど、

景気は緩やかながら回復基調で推移いたしました。

　このような環境下、当社におきましては、親会社である株式会社昭文社（以下、「同社」という。）グループの一

員として、同社営業との連携を図りながら、受注・売上の拡大を図るべく積極的な営業活動を展開してまいりまし

た。

　各事業別の営業成績は次のとおりです。

区  分

第24期

（平成18年３月期）

第25期（当期）

（平成19年３月期）

売上高

（千円）

構成比率

（％）

売上高

（千円）

構成比率

（％）

マッピング・Ｗｅｂサービス売上 1,442,476 90.6 1,785,630 94.2

（うちＷｅｂサービス） (414,581) (26.0) (455,434) (24.0)

システムソリューション売上 149,177 9.4 109,178 5.8

合計 1,591,653 100.0 1,894,808 100.0

　①　マッピング・Ｗｅｂサービス事業

　マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうち、マッピング部門につきましては、前期から引き続き採算を重視した受

注による売上高の確保を目指すとともに、同社及び民間企業からの年間を通じての安定的な受注や同社営業と当社

営業との連携、さらに、当社システムの国内ユーザーとの連携により営業力の補完を図り、受注の拡大に注力いた

しました。また、大型案件への対応を中心とする生産体制の編成や技術・制作部門における原価意識に基づいた品

質管理と納期管理の徹底、海外を含めた外注政策によるコスト競争力、生産力の維持に注力いたしました。

　Ｗｅｂサービス部門につきましては、同社のブランド力を活用し、同社営業と一体となったＷｅｂサービス事業

を展開するとともに技術開発の体制を強化し、「ちず丸i-mode版」「ちず丸vodafone（現Softbank）版」のバージョ

ンアップやちず丸ＰＣサイトのリニューアルを実施いたしました。ちず丸は全キャリアでの公式メニュー化が実現

し、また、配信インフラの整備、リスク対策などファシリティの強化や、外部機関のコンサルテーションを活用し

た運用管理の充実など、配信環境の強化にも注力いたしました。

　これらにより、マッピング部門の売上高は同社からの受託の増加及び民間企業からの受託が比較的堅調であった

ため、1,330,196千円（前期比29.4％増）となり、Ｗｅｂサービス部門の売上高はちず丸広告ビジネスの進捗が計画

よりも遅れたものの、455,434千円（前期比9.9％増）となりました。

　②　システムソリューション事業

　システムソリューション事業につきましては、「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」、「ＧＥＯＳＩＳ（ジオシス）」

を軸に各種オプション商品、「ＮＩＧＭＡＳ」の専用入力ツールなどの開発に注力いたしました。第14回産業用バー

チャルリアリティー展では「ＮＩＧＭＡＳ」の技術を活用したデジカメ画像を補正する「デジタルカメラスキャン

システム」や３次元編集ツールなどを出展し、平成18年８月にはデータ検査システムを商品化、また、同年９月に

デフォルメマップ作成ツールFlash対応版（動く地図）をリリースし、販売促進を進めてまいりました。しかしなが

ら、システムソリューション事業につきましては、前期にあった大口のシステムのレンタル売上が当期にはなかっ

たことなどから、売上高は109,178千円（前期比26.8％減）にとどまりました。

　以上の結果、売上高は1,894,808千円（前期比19.0％増）と増収になったものの、ちず丸広告ビジネスの進捗の遅れ

からＷｅｂサービス部門の売上が予算比で減少したことや、マッピング部門における大型案件の外注の増加などから

利益率は前期に比べて低下し、経常利益は140,674千円（前期比45.8％減）にとどまりました。しかしながら、当期純

利益は132,236千円（前期比458.9％増）と前期に比べて改善しております。なお、前期は固定資産の減損に係る会計

基準が強制適用されたことによる、固定資産減損損失265,452千円を特別損失に計上しております。
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第24期

（平成18年３月期）

（千円）

第25期(当期）

（平成19年３月期）

（千円）

前年同期比増減額 

（千円）

売上高 1,591,653 1,894,808 303,154

営業利益 297,620 167,699 △129,920

経常利益 259,401 140,674 △118,726

当期純利益 23,658 132,236 108,577

２．次期（平成20年３月期）の見通し

　今後の見通しにつきましては、原油価格の先行きについて不透明感があるものの、引き続き好調な企業収益や個人

消費の緩やかな回復も見込まれるなど、景気はおおむね堅調に推移するものと思われます。

　ＧＩＳ業界におきましては、行政によるＧＩＳポータルサイトや地理情報ワンストップサービスの提供などＷｅｂ

マッピングシステム（インターネット上でＧＩＳの機能が扱えるシステム）の利用がすすみ、新鮮で精度の高いＧＩ

Ｓデータの整備・提供の必要性がますます高まるものと思われます。また、景気の回復に伴い、民間を中心として需

要の拡大は期待されますが、受注競争の激化や低価格要求の高まり、安価な海外の労働市場の影響による価格競争な

ど、市場環境の厳しさは続くものと予想されます。

　当社といたしましては、親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）グループの一員として、同社の持

つ地図コンテンツ、全国的な営業力、ブランド力を活用し、当社の持つシステム開発力、配信技術力、入力マンパワー

を結集して、相互に技術力・営業力を補完しながら、受注、売上の拡大を図ってまいります。

　マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうち、マッピング部門につきましては、引き続き採算を重視し、同社営業、当

社システムの国内ユーザーとの連携、営業部門の増員など営業力の強化を図ります。また、外注に対する技術指導を

強化することによりコスト競争力、生産力を確保し、品質管理と納期管理を徹底して顧客からの信頼の確立を図って

まいります。

　Ｗｅｂサービス部門につきましては、ちず丸ラボ、ちず丸ビジネス（仮称）の実証実験、ＧＰＳ標準搭載に向けた

ＧＰＳ地図アプリの提供など顧客ニーズに応えた商品・サービスの企画、開発に努め、技術開発の強化とスピード化

を図ります。また、引き続き配信インフラ、運用管理の充実やリスク対策など、配信環境の強化を図ります。昭文社

グループとしてのアライアンスの効果を最大限追求しながら同社のブランド力を活用し、同社営業と一体となったＷ

ｅｂサービス事業を拡大させるとともにちず丸広告ビジネスを展開し、売上の拡大と継続的な収入の確保を図ってま

いります。

　システムソリューション事業につきましては、引き続き「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」、「ＧＥＯＳＩＳ（ジオシ

ス）」を軸にして各種オプション商品など、タイムリーにユーザーニーズに応える商品の開発と販売、サポート体制

の強化を図ります。また、ＧＩＳのＷｅｂ化や昭文社グループの商品など新たな商品、ソリューションの開発に向け

て注力いたします。

　これらの施策により、引き続き採算を重視した受注と収益の確保及び前期に比べ低下した利益率の改善を最優先課

題として取り組んでまいります。

　次期（平成20年３月期）の見通しにつきましては、以上により、売上高1,950百万円（前期比2.9％増）、経常利益

126百万円（前期比10.0％減）及び当期純利益101百万円（前期比23.6％減）を見込んでおります。

売上高

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益

（百万円）

 第26期（平成20年3月期）通期 1,950 126 101

　※業績予想につきましては、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。予想にはさまざまな不確定要素が内在

しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うこと

は差し控えられますようお願いいたします。
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（２）財政状態に関する分析

１．資産、負債及び資本の状況

　当期末における総資産は2,474,124千円となり、前期比184,165千円の減少となりました。これは主に、現金及び預

金の増加102,359千円、仕掛品の増加113,484千円、前払金の増加41,577千円、売上債権の減少458,479千円によるもの

で、流動資産は202,834千円減少しております。

　流動負債は前期比80,666千円減少、固定負債は前期比235,639千円減少しておりますが、これは主に社債の償還50,000

千円と借入金の返済によるものです。

　純資産は前期比132,200千円増加しており、これは主に当期純利益が132,236千円となり、利益剰余金が増加したた

めです。

第24期末

（平成18年３月期末）

（千円）

第25期末

（平成19年３月期末）

（千円）

前年同期比増減額 

（千円）

総資産 2,658,289 2,474,124 △184,165

流動資産 1,519,583 1,316,749 △202,834

固定資産 1,138,705 1,157,374 18,668

流動負債 913,730 833,064 △80,666

固定負債 758,836 523,137 △235,699

純資産 985,722 1,117,922 132,200

２．キャッシュ・フローの状況

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末よりも137,359千円増加し、720,404千円

となりました。

　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。

摘      要

第24期

（平成18年３月期）

（千円）

第25期(当期）

（平成19年３月期）

（千円）

前期比増減額 

（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 216,989 603,562 386,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,104 △108,769 △42,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,934 △357,433 △79,498

現金及び現金同等物期末残高 583,044 720,404 137,359

　営業活動の結果獲得した資金は603,562千円となりました。これは主に、税引前当期純利益133,704千円、売上債権

の減少458,479千円によるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は108,769円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出84,550千円、

無形固定資産の取得による支出61,935千円によるものであります。

　また、財務活動の結果使用した資金は357,433千円となりました。これは、短期及び長期借入金の返済、社債の償還

によるものであります。
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３．キャッシュ・フロー指標のトレンド

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

第23期

（平成17年３月期）

第24期

（平成18年３月期）

第25期（当期）

（平成19年３月期）

自己資本比率（％） 33.3 37.1 45.2

時価ベースの

自己資本比率（％）
72.7 132.2 83.7

（注）上記指標の計算式は次のとおりであります。

１．自己資本比率 ： 純資産／総資産

２．時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

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

（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、株主に対する利益の還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、将来の事業展開と経営体質強

化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。し

かしながら、当社が属するＩＴ（情報技術）産業は経営環境の変化が激しく、営業力、開発力及び生産力の強化や有

利子負債の削減等財務体質の改善など、企業体質の強化に資金を必要といたします。従いまして、今後、当面の間は

内部留保に努め、現業の基盤を固めるとともに、研究開発、人材の育成・教育等、将来の利益拡大につながるような

有効投資を進めていく方針であります。

　なお、当期におきましては、当期純利益132,236千円を確保できたものの、繰越利益剰余金△388,065千円となって

おり、内部留保の回復を最優先課題とし、自己資本の充実を図りたく存じます。

 

（４）事業等のリスク

　当社の業績は、今後起こり得る様々な要因により影響をうける可能性があり、以下において、当社の事業展開上の

リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当し

ない事項についても、投資家の判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点か

ら積極的に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生し

た場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本文中の本項目以外の記載内容も

併せて慎重に検討した上で行われる必要があります。

 

　（システムのリスクについて）

　当社の配信システムに障害が発生した場合（システムのダウン、地図が正常に配信できない等）、当社はシステ

ムが復旧するまでの間の収益機会を喪失するだけでなく、取引先等から当社のシステムに対する信用を失い、取引

先等に損害が発生した場合には損害賠償を求められる可能性があります。当社は、かかる事態が発生しないようシ

ステムの開発を行っておりますが、損害が重大なものであった場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす恐れが

あります。

システム障害が発生する主な要因としては、次のような事由が考えられます。

○ハッカーなどによる意図的なトラブル

○人為的操作ミスによるトラブル

○ハードウェアのトラブル

○アクセスの集中によるトラブル

○インターネット等のインフラに起因するトラブル

○火災・停電等によるトラブル

○天災等によるトラブル
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　（技術開発について）

　インターネットを中心とした関連技術は、技術革新の進歩が早く、業界標準や顧客ニーズが急速に変化するため、

新技術・新サービス等の導入が相次いで行われます。当社においても、常に技術革新等に取り組んでおりますが、

これらへの対応が遅れた場合、当社の提供するサービスやソフトが陳腐化し、不適応となり、競合他社に対する競

争力の低下を招く可能性があり、当社の事業に重大な影響を及ぼす恐れがあります。

　（契約のリスクについて）

　当社の事業において、請負基本契約、代理店契約、秘密保持契約等の多岐にわたる契約を締結しておりますが、

かかる契約が終了した場合、あるいは当社の契約上の不履行による損害賠償義務が生じた場合、当社の業績に重大

な影響を及ぼす可能性があります。

　（株式会社昭文社との関係について）

　株式会社昭文社（以下「同社」という。）は、平成19年３月31日現在、当社の発行済株式総数の67.7％を保有す

る親会社であります。当社では、マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうちマッピング部門では、同社からデジタル

データベースの企画・制作及びデジタル地図データの制作業務を受託、Ｗｅｂサービス部門では、デジタル情報の

配信業務及び同社所有の地図データの使用許諾を受け、その配信事業を行っており、システムソリューション事業

では同社へ「デフォルメマップ作成ツール」等の地図に関連するシステムの供給を行っております。また、同社の

持つ地図・ガイドのデータベース及びブランド力、全国的な営業力と当社の持つシステム開発力、配信技術力、入

力マンパワーを合わせることで、昭文社グループとして新しい多彩なＧＩＳ商品・サービスが提供可能となり、当

社はより広範な事業協力関係のもとに同社の電子事業の拡大に貢献したいと考えております。したがって、今後昭

文社グループの電子事業の拡大に伴い、ますます同社との取引金額が拡大することになり、同社の事業戦略、動向

が当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　（人材について）

　当社は、親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）より、経営の強化を図るために役員の派遣を受

け入れております。

　今後、当社が企業価値を高めていくためには、営業部門、技術開発部門等の各方面において優秀な人材を確保す

ることが重要な課題であると認識しており、各部門の一層の充実を図る予定であります。しかしながら、親会社で

ある同社との人材の交流及び優秀な人材の獲得ができなかった場合には、重大な影響を与える可能性があります。

　（知的所有権について）

　日本におきまして、他社によるデジタル地図やインターネット事業関連の特許出願を複数確認しておりますが、

当社の現在の事業に重要な問題をもたらすものではないと認識しております。しかしながら、今後新たな特許出願

がなされ、または出願中のものに対して特許権が認可されるなど、当社事業関連技術等について何らかの特許侵害

が問題となったとき、当社が損害賠償義務を負う、抵触する特許権について使用を継続することができなくなる等

の場合は、当社業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社による他社保有特許権等の使用が認められた場合においても、ロイヤリティの支払い等により当社業

績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　（特許権侵害訴訟について）

　当社の開発した地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用した地図データの作成方法に関

し、特許権を侵害しているとして訴訟の提起を受けましたが、平成19年４月19日に判決があり、当社は勝訴しまし

た。東京地方裁判所は判決理由のなかで当該発明は進歩性欠如のため無効審判により無効にされるものと認めてお

り、訴訟が提起（控訴）された場合でも、引き続き当社の正当性に理解が得られるものと思いますが、その動向に

よっては当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当該特許権について、当社は特許の無効を求めて平成18年９月６日付で無効審判請求書を提出いたしまし

たが、特許庁から平成19年４月17日付で請求を棄却する旨の審決がありました。
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　（個人情報の取扱いに関するリスク）

　当社顧客等の個人情報につきましては、機密保持契約及び個人情報の取扱いに関する覚書等を締結し漏洩防止に

努め、また、社内の管理体制の充実を図るために情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得し、

維持しております。現在、プライバシーマークの取得に向けた取組みを行っておりますが、外部からの不正なアク

セスや想定していない事態によって個人情報の外部流出等が発生した場合には、当社の業績及び当社の社会的な信

用に悪影響を与える可能性があります。

　また、当社は個人情報保護法等の関連諸法令を遵守する所存でありますが、法令の解釈・適用の状況によっては

新たな対応が必要となり、当社業績に影響を与える可能性があります。

　（借入依存度について）

　平成19年３月31日現在、当社の借入金は991,018千円で、有利子負債依存度が40.1％と比較的高い水準となってお

ります。

　当社は、これらの資金を生産能力の向上やデジタルコンテンツの整備、技術革新のための設備投資等に投入し、

業績向上に努めてまいりましたが、有形・無形固定資産の大型の設備投資等が終了したことから有利子負債の圧縮

に努めてまいりました。

　今後も引き続き財務体質の改善に努める方針ではありますが、当社の業績は金利情勢の悪影響をうけ、金利負担

が増加する可能性があります。

　（業績の季節変動について）

　当社のマッピング・Ｗｅｂサービス事業のうちマッピング部門は受注型事業であり、受注先の発注時期・発注形

態等により、四半期毎の業績が大きく変動する可能性があります。

　株式会社昭文社からの継続的受注及びアライアンスの強化によるシナジー効果、Ｗｅｂサービス部門の強化、拡

大を図ることにより、発注時期、発注形態によって期末に売上が集中するなどの業績変動を受ける受注型事業中心

の事業構造の変革を図っておりますが、当社の取引先の一つである官公庁は、各官公庁の予算執行の関係から、当

社期末月に売上が集中する傾向があります。従いまして当社の四半期情報にも、季節変動の影響が発生する可能性

があります。

　当期の上期・下期における収益動向は次のとおりであります。

第25期

（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

上半期

（千円）

下半期

（千円）

通期合計

（千円）

売上高 594,455 1,300,353 1,894,808

売上総利益 145,266 300,987 446,254

営業利益 6,792 160,907 167,699

経常利益又は経常損失（△） △7,171 147,846 140,674

当期純利益又は当期純損失（△） △9,502 141,738 132,236

　（関連当事者との取引について）

①親会社及び法人主要株主等との取引について

　当社の親会社及び主要株主である株式会社昭文社との取引につきましては、後述の「関連当事者との取引」に

関する注記事項に記載しております。

②役員及び個人主要株主等との取引について

　当社は、金融機関の借入について、当社代表取締役社長船山亮司より保証を受けており、取引につきましては、

後述の「関連当事者との取引」に関する注記事項に記載しております。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社と、親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）で構成されております。

　同社は、独自開発によるＳｉＭＡＰ（サイマップ：昭文社統合地図情報システム）の地図データ・ガイドデータを

中核とし、それを活用した地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作及び出版販売を行う出版事業、ならびにデジタル

データベースの企画・制作・販売を行う電子事業を展開しております。

　当社は、デジタル地図データの制作受託及び地理情報システムの開発受託、ならびにデジタル地図情報の配信技術

をもとに、インターネットと携帯電話を利用したデジタル情報の配信などを行うマッピング・Ｗｅｂサービス事業と、

地理情報システムの販売を行うシステムソリューション事業を展開しております。マッピング・Ｗｅｂサービス事業

のうちのマッピング部門では、同社よりデジタルデータベースの企画・制作及びデジタル地図データの制作業務を受

託しており、Ｗｅｂサービス部門では、デジタル情報の配信業務及び同社所有の地図データの使用許諾を受け、その

配信事業を行っております。また、システムソリューション事業では、同社へ「デフォルメマップ作成ツール」等の

地図に関連するシステムを供給しております。

 

デジタル地図データなどのコンテンツ 

使用許諾 

（ 親 会 社 ）株 式 会 社 昭 文 社 

当     社 

デジタルデータベースの企画・制作 

デジタル地図データの制作 

デジタル情報の配信 

地図関連システムの供給 
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

　当社は、高品質な商品とサービスの提供に努め、また、コストの削減と効率の向上に不断の努力を重ねながら競争

力を強化し、顧客満足度、社員満足度の向上と経営の改善を推し進め、健全かつ公正な企業を目指しております。

　自社開発の地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用し、ローコスト、かつ高品質なデジタ

ル地図データを制作するとともに、デジタル地図をプラットフォームとした様々な情報配信サービスを展開し、デー

タ作成からシステムの開発・販売、情報配信までをトータルで行うＧＩＳベンダーとして、成長を続けてまいります。

①　技術部門においては、相互に技術をフィードバックし、低価格・高品質なデータ及びＧＩＳを主軸とした高機

能なアプリケーションの提供を実現してまいります。また、デジタル地図をプラットフォームとして各種情報

をリンクさせたＡＳＰ（Application Service Provider）事業を展開してまいります。

②　営業、管理部門においては、相乗効果が期待されるアライアンスを通じて事業の拡充及び有利子負債の圧縮に

努め、経営の構造改善を推進してまいります。

 

（２）目標とする経営指標

　当社は、利益を重視した受注による売上高の確保及び固定費を抑制し、収益重視の経営を推し進め、安定的に収益

を獲得できる企業へ変革してまいります。

　次のとおり目標を掲げ、その達成を目指してまいります。

①　各事業（マッピング・Ｗｅｂサービス事業及びシステムソリューション事業）の売上拡大を図りつつ、売上総

利益率を確保するために、収益性の高い商品・サービスの開発に注力し、Ｗｅｂサービス部門、システムソ

リューション事業の売上高構成比を50％以上に高めていくこと。

②  売上総利益率を30％以上に高めていくこと。

③  有利子負債の削減に努め有利子負債依存度を30％以下とし、財務改善をすすめること。

 

（３）中長期的な会社の経営戦略

　親会社である株式会社昭文社（以下「同社」という。）の持つ地図・ガイドのデータベース及びブランド力と当社

の持つシステム開発力、配信技術力、入力マンパワーを合わせることで、同社においては電子事業のさらなる拡大に

向けて「携帯電話やＷｅｂ上での配信事業」、「地図データと各種システムを提供するＧＩＳソリューション事業」

等さまざまな事業、新サービスの提供が可能となり、当社においては同社のグループ企業として、同社のブランド力、

信用力を活用した営業力の強化、及び財務面での強化が図れます。さらに、同社からの継続的受注による作業の効率

化とコスト削減、アライアンスの強化によるシナジー効果を追求してまいります。

　インターネットの普及とＷｅｂ対応の携帯電話が飛躍的に普及し、インターネットと携帯電話を利用したデジタル

情報の配信やデジタル地図を活用する環境は著しく進歩・発展しております。デジタル地図データの制作及びシステ

ム開発で蓄積したコンピュータマッピングに関するノウハウとＷｅｂサービス事業で培ったデジタル地図情報の配信

やシステム開発の技術力をもとにマッピング・Ｗｅｂサービス、システムソリューション事業を拡大してまいりま

す。

　また、収益性の高い商品・サービスの開発に注力し、売上総利益率の向上と、受注先の発注時期や発注形態によっ

て期末に売上が集中しやすい収益構造の平準化とを推し進め、安定的な経営基盤を築いてまいります。

 

（４）会社の対処すべき課題

　ＧＩＳ業界におきましては、行政によるＧＩＳポータルサイトや地理情報ワンストップサービスの提供などＷｅｂ

マッピングシステム（インターネット上でＧＩＳの機能が扱えるシステム）の利用がすすみ、また、行政内部の地理

空間情報の共有化により行政の効率化と住民サービスの向上を図る統合型ＧＩＳ※の導入が地方公共団体で推進され

ております。

　当面の対処すべき課題としては、以下について積極的に取り組んでまいります。

①  営業収益力の向上

　同社とのアライアンスにより、同社のブランド力、信用力を活用した営業力の強化と提案型営業の強化、及

び品質管理とコスト削減の徹底による生産性の向上に努め、営業収益力の向上を図ります。

②  収益の平準化

　同社とのアライアンスにより、Ｗｅｂサービス部門の強化・拡大を図り、売上総利益率の向上と、比較的季

節変動の影響を受けやすい収益構造を改革し、収益の平準化を図ります。
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③  財務体質の強化

　比較的高い水準となっている借入金依存度を改善すべく、収益力の向上により有利子負債の削減等、財務体

質の強化を図ります。

　※ 統合型ＧＩＳ

　　地方公共団体が利用する地図データのうち、複数の部局が利用するデータを各部局が共用できる形で整備し、利用していく庁内

横断的な地理情報システムのこと。統合型ＧＩＳを導入することにより、データの重複整備を防ぎ、各部署の情報交換を迅速にし、

行政の効率化と住民サービスの向上を図ることができる。

（５）その他、会社の経営上重要な事項

１．親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

　 （平成19年３月31日現在）　　

親会社等 属　性
親会社等の

議決権所有割合

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

株式会社昭文社 親会社 67.8％ 株式会社東京証券取引所市場第一部

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けやその他の上場会社と親会社等との関係

　当社の親会社は、地図業界では最大手である株式会社昭文社（以下「同社」という。）であり、同社は当社の

株式8,882株（議決権比率67.8％）を保有しております。

　当社では、マッピング・Ｗｅｂサービス事業のうちマッピング部門では、同社からデジタル地図データの入力、

編集、更新等の業務を受託、Ｗｅｂサービス部門では、同社所有の地図データの使用許諾を受け、その配信事業

を行っており、システムソリューション事業では同社へ「デフォルメマップ作成ツール」等の地図に関連するシ

ステムの供給を行っております。

　同社からは、経営体制の強化のために取締役２名、監査役１名を受け入れており、また、同社は当社の大口か

つ安定した取引先であり、当社の売上の65.0％を占めていることから、当社の業績は同社の受注動向や同社から

の受託の動向に大きく依存する状況にあります。

　しかし、当社は独自の技術やノウハウをベースに同社へシステム等を提供しており、また、自社開発のシステ

ム等の研究開発、販売等事業活動を行う上で特段制限を受けている事項はなく、同社との取引条件についても、

製品の販売については市場価格を参考にしており、また、受託業務については個別のプロジェクトごとに仕様に

基づき積算された見積価格等をもとに交渉のうえ決定しております。

　当社は、同社以外の企業と直接取引を行う当社独自の営業基盤を確立しており、また、当社独自の技術やノウ

ハウ、同社との価格交渉力を有するなど、親会社から一定の独立性が確保されていると考えております。

　同社の持つ地図・ガイドのデータベース及びブランド力、全国的な営業力と、当社の持つシステム開発力、配

信技術力、入力マンパワーを合わせることで、昭文社グループとして新しい多彩なＧＩＳ商品・サービスが提供

可能になるものと考えており、人材の交流、経営情報の交換などグループ企業としてのメリットを生かしつつ、

より広範な事業協力関係を構築し、昭文社グループの電子事業の拡大に貢献してまいります。

（役員の兼務状況）

役　職 氏　名 親会社等での役職 就任理由

取締役

（非常勤）
 熊谷 隆司

(株)昭文社　取締役

　　制作本部長

取締役会の活性化、経営体制の強化を

図るため就任を依頼

取締役

（非常勤）
 内田 次郎

(株)昭文社　取締役

　　デジタルコンテンツビジネス

　　本部長

取締役会の活性化、経営体制の強化を

図るため就任を依頼

監査役

（非常勤）
 大野 真哉

(株)昭文社　取締役

　　経営管理本部長
監査体制の強化を図るため就任を依頼

③　親会社等との取引に関する事項

　当社の親会社及び主要株主である株式会社昭文社との取引につきましては、後述の「関連当事者との取引」に

関する注記事項に記載しております。
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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  618,044 720,404 102,359

２．受取手形 10,303 1,396 △8,907

３．売掛金 ※２ 786,124 336,552 △449,572

４．商品 6,121 1,714 △4,406

５．仕掛品 47,251 160,736 113,484

６．貯蔵品 20 20 －

７．前払費用 7,655 10,366 2,710

８．前払金 － 41,577 41,577

９．繰延税金資産 40,075 42,257 2,181

10．その他 3,986 1,724 △2,262

流動資産合計 1,519,583 57.2 1,316,749 53.2 △202,834

Ⅱ　固定資産

(1) 有形固定資産

１．建物 ※１ 1,056,430 1,072,861 16,431

２．構築物 36,773 41,354 4,581

３．器具及び備品 492,214 483,719 △8,494

４．土地 ※１ 377,015 377,015 －

５．その他  － 21,421 21,421

６．建設仮勘定  3,800 － △3,800

減価償却累計額  △917,919 △941,285 △23,366

有形固定資産合計 1,048,313 39.4 1,055,086 42.7 6,772

(2) 無形固定資産

１．ソフトウェア 81,963 92,652 10,688

２．電話加入権 2,709 2,709 －

３．水道施設利用権 1,913 1,709 △203

無形固定資産合計 86,587 3.3 97,071 3.9 10,484
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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  267 206 △60

２．出資金 1,010 1,010 －

３．従業員長期貸付金 963 330 △632

４．敷金保証金 630 630 －

５．会員権 330 330 －

６．その他 1,664 3,709 2,045

貸倒引当金 △1,060 △1,000 60

投資その他の資産合計 3,804 0.1 5,216 0.2 1,411

固定資産合計 1,138,705 42.8 1,157,374 46.8 18,668

資産合計 2,658,289 100.0 2,474,124 100.0 △184,165

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 142,748 49,902 △92,845

２．短期借入金 ※１ 50,000 20,000 △30,000

３．一年以内償還予定社債 50,000 － △50,000

４．一年以内返済予定長期
借入金

※１ 559,303 527,587 △31,716

５．未払金 11,058 14,936 3,877

６．未払費用 52,244 57,755 5,510

７．未払法人税等 6,832 6,462 △370

８．前受金 ※２ 1,223 108,326 107,103

９．預り金 2,414 2,182 △232

10．未払消費税等 8,602 2,669 △5,932

11．賞与引当金 28,185 43,242 15,056

12．受注損失引当金 1,117 － △1,117

流動負債合計 913,730 34.4 833,064 33.7 △80,666

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 689,148 443,431 △245,717

２．繰延税金負債 55 30 △24

３．退職給付引当金 68,133 78,175 10,042

４．その他 1,500 1,500 －

固定負債合計 758,836 28.5 523,137 21.1 △235,699

負債合計 1,672,567 62.9 1,356,201 54.8 △316,365
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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 ※３ 985,250 37.1 － － －

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 520,677 －

資本剰余金合計 520,677 19.6 － － －

Ⅲ　利益剰余金

当期未処理損失 520,301 －

利益剰余金合計 △520,301 △19.6 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

96 0.0 － － －

資本合計 985,722 37.1 － － －

負債資本合計 2,658,289 100.0 － － －

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  985,250 39.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   520,677    

資本剰余金合計   － －  520,677 21.1 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △388,065    

利益剰余金合計   － －  △388,065 △15.7 －

株主資本合計   － －  1,117,861 45.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  60 0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  60 0.0 －

純資産合計   － －  1,117,922 45.2 －

負債純資産合計   － －  2,474,124 100.0 －
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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 1,591,653 100.0 1,894,808 100.0 303,154

Ⅱ　売上原価 1,014,939 63.8 1,448,554 76.4 433,614

売上総利益 576,713 36.2 446,254 23.6 △130,459

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3 279,093 17.5 278,554 14.7 △539

営業利益 297,620 18.7 167,699 8.9 △129,920

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 100 514

２．受取配当金 553 2

３．事務代行手数料 263 250

４．区画整理に伴う補償金
収入

71 741

５．賃貸収入 11,464 11,100

６．雑収入 578 13,031 0.8 414 13,023 0.6 △7

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 40,108 30,424

２．賃貸収入原価 10,403 9,101

３．雑損失 737 51,250 3.2 522 40,048 2.1 △11,201

経常利益 259,401 16.3 140,674 7.4 △118,726
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※４ 16 － 

２．投資有価証券売却益  53,950 － 

３．貸倒引当金戻入益 1,734 55,700 3.5 60 60 0.0 △55,640

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 7,948 2,993

２．固定資産減損損失 ※６ 265,452 － 

３．ソフトウェア評価損 9,448 3,184

４．建物賃貸に伴う整理費
用

2,833 － 

５．解体撤去費用 － 285,683 18.0 852 7,030 0.3 △278,652

税引前当期純利益 29,418 1.8 133,704 7.1 104,285

法人税、住民税及び事
業税

3,650 3,650

法人税等調整額 2,109 5,759 0.3 △2,181 1,468 0.1 △4,291

当期純利益 23,658 1.5 132,236 7.0 108,577

前期繰越損失 543,960 － △543,960

当期未処理損失 520,301 － △520,301
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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

株主資本
合計

資本準備金
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）

985,250 520,677 520,677 △520,301 △520,301 985,625

事業年度中の変動額

当期純利益 － － － 132,236 132,236 132,236

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）

－ － － 132,236 132,236 132,236

平成19年３月31日　残高
（千円）

985,250 520,677 520,677 △388,065 △388,065 1,117,861

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）

96 96 985,722

事業年度中の変動額

当期純利益 － － 132,236

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△36 △36 △36

事業年度中の変動額合計
（千円）

△36 △36 132,200

平成19年３月31日　残高
（千円）

60 60 1,117,922
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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 29,418 133,704  

減価償却費 66,430 72,483  

無形固定資産償却費 48,547 48,265  

貸倒引当金の減少額 △30,909 △60  

賞与引当金の増加額 6,835 15,056  

受注損失引当金の減少額 △4,287 △1,117  

退職給付引当金の増加額 2,154 10,042  

固定資産除却損 7,948 2,993  

固定資産減損損失 265,452 －  

ソフトウェア評価損 9,448 3,184  

受取利息及び受取配当金 △653 △516  

支払利息 40,108 30,424  

投資有価証券売却益 △53,950 －  

有形固定資産売却損益 △16 －  

売上債権の減少額(△増加額) △141,511 458,479  

たな卸資産の増加額 △30,924 △109,077  

その他流動資産の減少額(△増加額) 1,940 △42,094  

仕入債務の増加額(△減少額) 31,814 △92,845  

未払金の増加額(△減少額) △4,470 6,178  

未払費用の増加額(△減少額) △11,127 5,816  

未払消費税等の増加額(△減少額) 1,686 △5,932  

その他流動負債の増加額(△減少額) △2,710 106,500  

その他の投資の減少額(△増加額) 28,926 △5,011  

小計 260,153 636,474 376,320

利息及び配当金の受取額 653 516  

利息の支払額 △40,167 △29,778  

法人税等の支払額 △3,650 △3,650  

営業活動によるキャッシュ・フロー 216,989 603,562 386,573
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 35,000  

定期預金の預入による支出 △35,000 －  

投資有価証券の売却による収入 80,932 1,900  

有形固定資産の取得による支出 △66,645 △84,550  

有形固定資産の売却による収入 47 －  

無形固定資産の取得による支出 △46,243 △61,935  

その他 803 815  

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,104 △108,769 △42,665

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

担保定期預金の減少額 25,000 －  

短期借入金の純減少額 △150,000 △30,000  

長期借入金の借入れによる収入 500,000 450,000  

長期借入金の返済による支出 △502,934 △727,433  

社債の償還による支出 △150,000 △50,000  

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,934 △357,433 △79,498

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △127,050 137,359 264,410

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 710,095 583,044 △127,050

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高 583,044 720,404 137,359
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(5）損失処理計算書

前事業年度

（株主総会承認日
平成18年６月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 520,301

Ⅱ　次期繰越損失 520,301
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重要な会計方針

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

その他有価証券

時価のあるもの

　当事業年度末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　当事業年度末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法

(1) 商品

個別法による原価法

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品

個別法による原価法

(2) 仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

(3) 貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

　定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）については、

定額法を採用しております。

　また、取得価額が10万円以上20万円

未満の減価償却資産については、３年

間で均等償却する方法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　28～50年

器具備品　　 3～10年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込使用期間（３年）による定

額法を、また、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（３年または５年）による定額法

を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左
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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）

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、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

　従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務（自

己都合による要支給額）の見込額に基

づき、計上しております。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備える

ため、当事業年度末における受注のう

ち発生する原価の見積額が受注額を超

過する可能性が高いものについて、損

失見込額を計上しております。

(4) 受注損失引当金

 ―――――

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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　特例処理によっております。

(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

・・・・借入金

(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

　金利リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性の評価の方法

　金利スワップについては特例処理に

よっており、有効性の評価を省略して

おります。

(4) ヘッジの有効性の評価の方法

同左
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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）

７．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

８．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税の会計処理

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）

（固定資産の減損にかかる会計基準）  ―――――

　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、税引前当期純利益が265,452千円減少し

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は1,117,922千

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。
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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　担保に供している資産及びこれに対応する債務 ※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務

（イ）担保に供している資産 （イ）担保に供している資産

建物 566,351千円

土地 377,015千円

計 943,366千円

建物 551,684千円

土地 377,015千円

計 928,700千円

（ロ）上記に対応する債務 （ロ）上記に対応する債務

短期借入金 50,000千円

一年以内返済予定長期借

入金
362,803千円

長期借入金 640,648千円

計 1,053,451千円

短期借入金 20,000千円

一年以内返済予定長期借

入金
421,187千円

長期借入金 417,931千円

計 859,118千円

※２　関係会社に対する債権 ※２　関係会社項目

　関係会社に対する主な資産及び負債には、次のもの

があります。

　　　売掛金 514,463千円 　　　売掛金 134,756千円

　　　前受金 105,221千円

※３　会社が発行する株式の総数 ※３　              ―――――

普通株式 32,400株

発行済株式総数　普通株式 13,110株

　４　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、96千円であ

ります。

　４　　　　　　　　―――――

　　　　　　　　

　５　資本の欠損の額は、520,301千円であります。 　５　　　　　　　　―――――
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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　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への売上高 982,124千円
関係会社への売上高 1,231,706千円

※２　販売費及び一般管理費 ※２　販売費及び一般管理費

　販売費に属する費用のおおよその割合は53％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は47％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　販売費に属する費用のおおよその割合は45％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は55％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 35,280千円

給与・賞与 99,197千円

賞与引当金繰入額 7,271千円

退職給付費用 2,741千円

その他人件費 21,399千円

販売促進費 4,672千円

減価償却費 10,753千円

無形固定資産償却費 769千円

研究開発費 5,995千円

役員報酬 37,280千円

給与・賞与 83,975千円

賞与引当金繰入額 9,311千円

退職給付費用 2,860千円

その他人件費 22,148千円

販売促進費 1,668千円

減価償却費 9,675千円

無形固定資産償却費 436千円

研究開発費 32,267千円

※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 5,995千円 一般管理費に含まれる研究開発費 32,267千円

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ―――――

備品 16千円    

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

器具及び備品 7,948千円 器具及び備品 2,993千円
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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）

※６　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265,452千円を計上しております。

―――――

 

用　途 種　類 場　所

 賃貸及び

保管等

土地及び

建物等 

 千葉県

市原市根田

　当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計

上の区分を基礎として資産のグルーピングを実施し、

また賃貸資産については個別に資産のグルーピングを

行っております。

　賃貸資産については、継続的な地価の下落により収

益性が著しく低下したため、当該資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額（265,452千円）

を減損損失として特別損失に計上しました。その内訳

は、土地167,020千円、建物97,514千円、その他918千

円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、不動産鑑定評価額を基礎として算定しておりま

す。

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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 13,110 － － 13,110

合計 13,110 － － 13,110

（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) (平成19年３月31日現在)

(千円) (千円)

現金及び預金勘定 618,044

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△35,000

現金及び現金同等物 583,044

現金及び預金勘定 720,404

現金及び現金同等物 720,404
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（リース取引関係）

前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1) 借主側 (1) 借主側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
 
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
 
（千円）

器具及び備品 52,379 28,386 23,993

車両運搬具 11,377 6,531 4,845

合計 63,757 34,918 28,838

取得価額
相当額
 
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
 
（千円）

器具及び備品 25,826 12,807 13,019

車両運搬具 11,377 8,807 2,570

合計 37,204 21,615 15,589

②　未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 13,936千円

１年超 17,350千円

合計 31,286千円

１年内 7,223千円

１年超 10,126千円

合計 17,350千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 21,303千円

減価償却費相当額 17,664千円

支払利息相当額 3,637千円

支払リース料 16,420千円

減価償却費相当額 13,249千円

支払利息相当額 2,483千円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

(2) 貸主側 (2) 貸主側

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,967千円

１年超 13,802千円

合計 24,769千円

１年内 5,168千円

１年超 8,633千円

合計 13,802千円

(注)　上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしていますのでほぼ同額の残高

が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額

に含まれております。

(注)　　　　　　　　　同左

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について)

 　　　　　　　　　　　同左
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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．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

４．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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 44 197 152

(2) 債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 44 197 152

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 44 197 152

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（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）

83,230 53,950 －

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 70

７．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今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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当事業年度（平成19年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

４．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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 44 136 91

(2) 債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 44 136 91

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 44 136 91

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 70

７．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）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1) 取引の内容

　当社は金利スワップ取引を行っております。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引の利用目的及び取引に対する取組方針

　当社は資金調達コストの削減を目的として金利ス

ワップ取引を利用しており、投機的な取引は行わない

方針であります。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(2) 取引の利用目的及び取引に対する取組方針

同左

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の条件を充たしている

ものにつき、特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ対象とヘッジ手段

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ対象とヘッジ手段

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

③　ヘッジ方針

金利リスク低減のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性の評価方法

金利スワップについては特例処理によっており、

有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジの有効性の評価方法

同左

(3) 取引に係るリスクの内容

　市場金利の変動によるリスクを有しております。な

お、これらの取引の契約先は信用度の高い金融機関に

限っているため、相手先の契約不履行によるリスクは

ほとんどないと認識しております。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引について特段の規程は設けており

ませんが、デリバティブ取引を行う際は借入等の取引

に準じ、これらの取引における規程によって決裁を

行っております。また、デリバティブ取引に関わるリ

スク管理は管理部で行っております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引についてはヘッジ会計が適用されており、開示する事項はありません。

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、デリバティブ取引についてはヘッジ会計が適用されており、開示する事項はありません。
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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設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

　当社は、退職給付債務の算定方法として、簡便法によっております。

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）

退職給付債務（千円） 68,133 78,175

退職給付引当金（千円） 68,133 78,175

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（千円） 11,317 13,379

勤務費用（千円） 11,317 13,379

　（注）　勤務費用は簡便法による退職給付費用であります。

（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

平成12年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　 ７名

当社従業員　　 32名

ストック・オプション数 普通株式　　　320株

付与日 平成12年６月28日

権利確定条件

 権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保

有していることを要する。

その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結した「新株

引受権付与契約」の定めによるものとする。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間

 平成13年７月１日から

平成18年６月30日まで

但し、上記期間内であっても、当社株式が東京証券取引所に上場され

た日から１年が経過するまでは権利行使できないものとする。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　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

平成12年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 143

権利確定 －

権利行使 －

失効 143

未行使残 －

②　単価情報

平成12年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 300,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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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の主な原因別内訳

(単位：千円)

前事業年度

（平成18年３月31日現在）

当事業年度

（平成19年３月31日現在）

繰延税金資産

退職給付引当金損金算入限度額超過 27,587 31,653

賞与引当金否認 11,897 17,509

無形固定資産償却限度額超過 63,444 38,341

税務上の繰越欠損金 251,693 208,936

たな卸資産評価損否認 618 618

研究開発費否認 26,760 30,013

減損損失 67,626 67,626

その他 4,107 4,586

繰延税金資産小計 453,736 399,285

評価性引当額 △413,661 △357,027

繰延税金資産合計 40,075 42,257

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △55 △30

繰延税金負債合計 △55 △30

繰延税金資産の純額 40,020 42,226

　（注）前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位：千円)

前事業年度

（平成18年３月31日現在）

当事業年度

（平成19年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 40,075 42,257

固定負債－繰延税金負債 △55 △30

日本コンピュータグラフィック株式会社（4787）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 33 －



２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

(単位：％)

前事業年度

（平成18年３月31日現在）

当事業年度

（平成19年３月31日現在）

法定実効税率 40.5 40.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3 0.2

住民税等均等割 12.4 2.7

評価性引当額の減少 △34.6 △42.3

その他 0.0 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.6 1.1

（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。

日本コンピュータグラフィック株式会社（4787）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 34 －



（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
氏名及び
会社名

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
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 ㈱昭文社

東京都

千代田

区

9,903

地図・雑誌・

ガイドブック

の企画・制作

及び出版販売、

関連するデジ

タルデータ

ベースの企

画・制作・販

売

(被所有)

直接

67.8％

兼任

１名

同社からデジ

タル地図デー

タの入力等の

業務を受託。

当社は、デジ

タル情報の配

信等を提供。

製品販売 982,124 売掛金 514,463

製造経費 25,061
未払金

買掛金

1,449

36

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
会社名

住所
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
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

役員 船山 亮司
千葉県

市原市
－

当社代表取締

役社長

（被所有）

直接

0.01％

－ －

当社の借入債

務及び社債の

保証

93,141 － －

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

当社金融機関借入債務に対する役員による保証については、保証料の支払いは生じておりません。千葉県信用

保証協会との債務保証委託契約を締結するにつき、当該契約については連帯保証契約を受けたものでありま

す。

また、千葉県創造的中小企業創出支援事業に関連して、当社が発行しベンチャーキャピタルが引受けた第２回

新株引受権付社債50,000千円に対して、船山亮司より連帯保証を受けております。
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当事業年度（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
氏名及び
会社名

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
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 ㈱昭文社

東京都

千代田

区

9,903

地図・雑誌・

ガイドブック

の企画・制作

及び出版販売、

関連するデジ

タルデータ

ベースの企

画・制作・販

売

(被所有)

直接

67.8％

兼任

３名

同社からデジ

タル地図デー

タの入力等の

業務を受託。

当社は、デジ

タル情報の配

信等を提供。

製品販売、同

社からデジタ

ル地図データ

の入力等及び

デジタル情報

の配信等の業

務を受託。

1,231,706
売掛金

前受金

134,756

105,221

製造経費 16,811 未払金 78

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の販売については市場価格を参考にしており、また、受託業務については個別のプロジェクト毎に仕様に

基づき積算された見積価格等をもとに交渉のうえ決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
会社名

住所
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
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

役員 船山 亮司
千葉県

市原市
－

当社代表取締

役社長

（被所有）

直接

0.01％

－ －
当社の借入債

務の保証
31,718 － －

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

当社金融機関借入債務に対する役員による保証については、保証料の支払いは生じておりません。千葉県信用

保証協会との債務保証委託契約を締結するにつき、当該契約については連帯保証契約を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） 75,188.59 85,272.49

１株当たり当期純利益金額（円） 1,804.64 10,086.66

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、希薄化効

果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

同左

　（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。

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） 23,658 132,236

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） 23,658 132,236

期中平均株式数（株） 13,110 13,110

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

　旧商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権（新株予約権の目

的となる株式の数 143株）。

　旧商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権。

　なお、行使期間は平成18年６月

30日までであります。

（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）

　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）

　株式会社ペンタくん（以下、原告という。）は、当社の地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマ

ス）」を使用した地図データの作成方法に関し、原告が保有する特許権（特許番号：第2770097号）を侵害するも

のとして、地図データの作成差し止め、作成された地図データ及びその装置の利用・販売・頒布の停止並びに廃

棄、損害賠償請求権を主張し、平成17年1月25日付で東京地方裁判所に訴訟を提起しました。 

  平成19年4月19日に同裁判所にて原告の請求をいずれも棄却する判決があり、判決理由のなかで当該発明は進歩

性欠如のため無効審判により無効にされるものとありました。

  なお、当該特許について、当社は特許の無効を求めて平成18年9月6日付で無効審判請求書を特許庁に提出いた

しましたが、特許庁から平成19年4月17日付で請求を棄却する旨の審決がありました。
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（その他）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　平成17年１月25日付で、当社の開発した地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用した

地図データの作成方法に関し、特許権を侵害しているとして東京地方裁判所において訴訟の提起を受けましたが、

当社は特許権の侵害にあたるものはないとして、現在係争中であります。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　平成17年１月25日付で、当社の開発した地理情報入力編集システム「ＮＩＧＭＡＳ（ニグマス）」を使用した

地図データの作成方法に関し、株式会社ペンタくんから特許権を侵害しているとして東京地方裁判所において訴

訟の提起を受けましたが、平成19年4月19日に同社の請求をいずれも棄却する判決がありました。

  また、当該特許について、特許庁に無効審判請求書を提出しておりましたが、平成19年4月17日付で請求を棄却

する旨の審決がありました。

  詳細につきましては、（重要な後発事象）に記載しております。
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５．その他
(1）役員の異動

 ①代表者の異動

　該当事項はありません。

 ②その他の役員の異動

　該当事項はありません。
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(2）その他

 ①生産、受注及び販売の状況

 

（生産実績）

 　当事業年度の生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

 事業別

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）

前年同期比
(％)

マッピング・Ｗｅｂサービス（千円） 1,501,141 2,082,076 138.7

合　計（千円） 1,501,141 2,082,076 138.7

（注）１．上記の金額は販売価格で表示しており、消費税は含まれておりません。

　２．システムソリューション事業は、システム、機器の販売及びそれに付随するトレーニング等のサービスを

提供しております。

（受注状況）

 　当事業年度における受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。

 事業別 受注高（千円）
前年同期比

(％)
受注残高（千円）

前年同期比
(％)

マッピング・Ｗｅｂサービス 2,043,240 134.5 439,249 241.8

システムソリューション 108,460 72.4 5,860 89.1

合　計 2,151,701 128.9 445,110 236.5

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 

（販売実績）

 　当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

 事業別

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）

前年同期比
(％)

マッピング・Ｗｅｂサービス（千円） 1,442,476 1,785,630 123.8

システムソリューション（千円） 149,177 109,178 73.2

合　計（千円） 1,591,653 1,894,808 119.0

（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

　２．最近２事業年度の主な販売先及び割合は、次のとおりであります。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％）  金額（千円） 割合（％）

株式会社昭文社 982,124 61.7 1,231,706 65.0

合　計 982,124 61.7 1,231,706 65.0

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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