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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 6,624 13.6 457 41.8 465 44.5 266 35.6

18年３月期 5,834 8.0 323 24.8 322 37.0 196 73.3

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 142 15 － － 20.6 19.0 6.9

18年３月期 1,034 63 － － 22.2 14.4 5.5

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 2,752 1,601 58.2 785 23

18年３月期 2,148 989 46.1 5,591 00

（参考）自己資本 19年３月期 1,601百万円 18年３月期 989百万円

(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 △8 △224 373 866

18年３月期 699 △87 △383 726

 ※平成18年５月19日開催の取締役会決議により、平成18年６月22日現在の株主に対し平成18年６月23日をもって、普通

株式１株につき10株の割合で株式分割しております。そのため、前連結会計年度に係る１株当たり当期純利益、１株当

たり純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。
 
２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 －  100 00 100 00 17 9.7 2.0

19年３月期 －  20 00 20 00 40 14.1 3.0

20年３月期（予想） －  15 00 15 00 － 10.6 －

 （参考）平成19年３月期期末配当金の内訳　ＪＡＳＤＡＱ上場記念配当5円　
 
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 3,382 4.7 198 △26.0 223 △21.9 128 △23.8 62 78

通期 7,100 7.2 470 2.6 490 5.3 290 8.6 142 16

－ 1 －



４．その他

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

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

事項の変更に記載されるもの）

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、18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 2,040,000株 18年３月期 174,000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（連結）の算定の基礎となる株式数については、26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 6,624 13.6 432 43.5 448 45.2 258 31.6

18年３月期 5,834 8.0 301 25.9 308 40.4 196 87.6

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 137 44 － －

18年３月期 1,030 64 － －

(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 2,733 1,569 57.4 769 27

18年３月期 2,124 965 45.5 5,454 79

（参考）自己資本 19年３月期 1,569百万円 18年３月期 965百万円

 ※平成18年５月19日開催の取締役会決議により、平成18年６月22日現在の株主に対し平成18年６月23日をもって、普通

株式１株につき10株の割合で株式分割しております。そのため、前事業年度に係る１株当たり当期純利益、１株当たり

純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。
 
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）

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 3,382 4.7 193 △26.0 224 △21.6 130 △23.6 63 87

通期 7,100 7.2 460 6.5 490 9.3 290 12.3 142 16

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づくものであ

り実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想

のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１.経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。

（株）ＪＳＣ（3822）平成 19 年３月期決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　我が国の経済は、原油価格や金利・為替の動向等が流動的であり、先行きに懸念材料はあるものの、個人消費や設

備投資が堅調に推移したことから、引き続き緩やかな上昇基調にあります。

　情報サービス産業におきましても、企業の情報化投資拡大の傾向を踏まえ、明るい兆しが増してきておりますが、

一方、受注競争の激化や顧客による発注先選別の強化等に加え、内部統制・セキュリティの強化、人材確保等が一段

と要請されていることから、全体としては依然として厳しい環境が続いております。

　このような状況のもとで、当社グループ（当社および連結子会社。以下同じ。）は、平成18年10月16日に１つの大

きな節目となるジャスダック証券市場への株式上場を達成するとともに、中期経営計画における「顧客のＩＴ基盤に

根付き、高品質かつ総合的なＩＴサービスの提供を通じて顧客とともに成長する」また「社員自らの成長を支援し、

ＩＴ技術を通じて顧客や社会に貢献できる人材を育成する」との企業理念を踏まえ、ますます多様化するニーズに的

確に対応できるよう、すべての活動に付加価値を提供する「＋ＯＮＥ」の精神を全社員が共有し、引き続き積極的な

事業の拡大・推進を図って参りました。

　この結果、当連結会計年度における売上高は6,624,814千円（前年同期比13.6％増）となり、営業利益は457,997千

円（同41.8％増）、経常利益は465,448千円（同44.5％増）、当期純利益は266,974千円（同35.6％増）となりました。

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　①ソフトウェア開発

 　　安定した大口継続先からの受注拡大に加え、引き続き生産性向上を推進いたしました。

 この結果、売上高は2,945,837千円（同11.2％増）、営業利益は380,039千円（同57.5％増）となりました。

②システム運用管理

通信事業者向けをはじめとする良質な案件の確保・拡大および業務の安定化・品質向上を図って参りました。

この結果、売上高は2,850,198千円（同11.5％増）、営業利益は311,701千円（同10.5％増）となりました。

　③商品販売

　大手メーカーとの協業による新規案件の確保等積極的な営業活動を展開して参りました。

　この結果、売上高は828,778千円（同31.6％増）、営業利益は12,931千円（同49.0％減）となりました。

　次期の見通しにつきましては、我が国の経済は、緩やかな回復基調が持続するものと予想されますが、このような

環境のなかで、当社グループは、引き続き経営基盤の強化に努めるとともに、積極的な営業活動を展開し、事業の拡

大・推進を図る方針であります。

 　なお、次期の見通しにつきましては、売上高7,100百万円、営業利益470百万円、経常利益490百万円、当期純利益

290百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債および純資産の状況

　当連結会計年度末の資産につきましては、総資産は、2,752,860千円となり、前連結会計年度末に比べ604,740千円

の増加となりました。

　流動資産は、423,634千円の増加となりました。これは主に現金及び預金が145,764千円増加したこと、受取手形及

び売掛金が272,676千円増加したことによるものであります。

　固定資産は、181,106千円の増加となりました。これは主に投資有価証券の取得等により134,164千円増加したこと、

繰延税金資産が26,071千円増加したことによるものであります。

　負債につきましては、1,151,000千円となり、前連結会計年度末に比べ7,486円の減少となりました。

　流動負債は、19,153千円の減少となりました。これは主に短期借入金の調達により200,000千円増加したこと、社債

の償還により200,000千円減少したこと、買掛金が77,711千円減少したこと、未払金が71,648千円減少したことによる

ものであります。

　固定負債は、11,666千円の増加となりました。これは主に退職給付引当金が8,766千円増加したことによるものであ

ります。

 ②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ140,260千円の

増加となり、当連結会計年度末では、866,609千円となりました。　
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 　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、8,090千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が465,440千円、売

上債権の増加272,666千円、仕入債務の減少77,711千円、法人税等の支払125,402千円等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は、224,969千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出20,734千円、

無形固定資産の取得による支出23,968千円、投資有価証券の取得による支出200,000千円、保険掛け金の支払60,112千

円および保険の解約による収入89,668千円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）

　財務活動の結果得られた資金は、373,320千円となりました。これは短期借入金の調達200,000千円、社債の償還に

よる支出200,000千円、配当金の支払による支出17,400千円、株式公開関連費用の支払20,770千円、株式の発行による

収入411,491千円によるものであります。

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 46.1 58.2

時価ベースの自己資本比率（％） － 105.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 28.6 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 186.1 －

 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.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。

３.キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

 ４.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。

５.平成19年３月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債

比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

　当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つと考え、安定的かつ持続的な利益配当を実施することを基

本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、成長が見込まれる事業分野に向けた投資に充当するほか、経営基盤の強化、

企業価値の向上のための原資として活用する方針であります。

　 なお、当期につきましては、株主重視の観点、当事業年度の業績等を考慮し、普通株式１株につき普通配当15円

（前期比５円増配）に上場記念配当５円を加え、合計20円の配当を実施する予定であります。次期につきましても、

内部留保の充実を図りながら、引き続き安定的な利益配当を実施していく所存であります。

 

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

次のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項については、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

①情報管理について

　当社の業務においては、多くの個人情報や機密情報を取扱う場合があるため、管理体制の確立、規程類の整備・

運用、社員教育の実施等を積極的に行っております。また協力会社各社に対しても同様な教育を実施しておりま

す。

　現時点まで個人情報や機密情報の流出による問題は生じておりませんが、今後、不測の事態により、これらが外

部へ漏洩または毀損した場合は、当社の社会的信用の失墜による売上の減少や、損害賠償による費用発生等により、

財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
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②優秀な人材の確保について

　当社では、現時点では必要な技術者は確保されておりますが、相対的な知名度不足による優秀な人材の募集難は

否めない状況にあります。今後、労働市場の逼迫等により、必要とする人材が確保できない場合、または従業員が

大量に退職した場合は、当社の事業展開が制約され、財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

③受注契約について

　当社が属する情報サービス産業においては、大規模な受注ソフトウェア開発について多様な顧客のニーズへの対

応および最新の技術が求められることから、そのサービス内容を契約締結段階で詳細に固めることが困難な場合が

多く、当初の見積と実際発生した工数との間に乖離が生じる可能性があります。また、事前の商談、顧客ニーズの

調査、見積作成にかかわる人件費等は、契約合意に至らない場合は、コストとして負担を強いられることとなりま

す。

　そのため当社は、契約締結に当たっては、投入人員数を明確にした契約の締結を主体とすることにより、見積と

実際の工数との乖離による収益への影響の軽減に努めております。

　一方当社では、見積を基に受注金額を事前に決定する受託案件については、プロジェクトごとの採算管理を徹底

するとともに、早期にリスク対応を図ることができるよう社内体制を整備しておりますが、想定を超える工数増加

や納期遅延等が発生した場合は、人員の増強・維持等によりプロジェクトの収支が悪化し、当社の財政状態および

経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

④システムトラブル等の不具合について

　当社が担当するシステムにおいて、当社の責めに帰すべき事由による不具合（誤動作、バグ、納期遅延、作業ミ

ス等）が生じた場合は、損害賠償責任の発生や信頼の失墜により、当社の財政状態や経営成績等に影響を及ぼす可

能性があります。

　また、当社は、社内のコンピュータシステムに関して、バックアップにより災害対策を講じておりますが、地震

や火災等の災害、コンピュータ・ウィルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断や

停止等、予測不可能な事由によりシステムトラブルが生じた場合は、当社の財政状態および経営成績等に影響を及

ぼす可能性があります。

⑤法的規制等について

　当社は労働者派遣法に基づき、特定労働者派遣事業（届出受理番号「特１３－３００７９８」）を行っておりま

す。特定労働者派遣事業には、労働者派遣法第6条の欠格条項が設けられており、この欠格条項に該当する場合は、

事業の許可が取り消されるか、または事業の停止となる旨が定められております。

　当社は法令を遵守し、事業を運営しておりますが、万一法令違反に該当するような事態が生じた場合、または法

的な規制が変更になった場合は、当社の財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥特定業界への依存について

　当社は、金融関係業務、通信事業者向け業務を主体とした相応の経営基盤を築いております。金融関係業務につ

いてはダイヤモンドコンピューターサービス株式会社、通信事業者向け業務については日本ヒューレット・パッカー

ド株式会社の大手顧客からの安定した受注があります。当社は、これらの業務を長年にわたり担当しており、当社

特有の業務にかかわるシステムノウハウを多く有していることが強みになっている反面、上記主要顧客（２社）の

売上高は、当社の売上高全体の30%台前後を占めており、その依存度は非常に高い状況にあります。したがって、上

記の主要顧客の業績動向等によっては、当社の財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 （注）ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社は、平成19年４月１日付で、三菱総研ＤＣＳ株式会社と社名を

変更いたしました。

⑦ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社との関係について

　当連結会計年度末、ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社は当社発行済株式総数の15.69%を所有する主

要株主であり、同社との関係は次のとおりであります。

 当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(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

法人主要

株主

ダイヤモンドコン

ピューターサービ

ス株式会社

東京都

品川区
6,059,356 情報サービス業

(被所有)

直接 15.7

役員

１名

営業上

の取引

先

売上高 1,109,522 売掛金 109,585

  （注）１．上記の金額のうち、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。

  ２．取引条件および取引条件の決定方針等

 上記の売上高についての取引は、市場価格を参考に双方協議のうえ決定しております。
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（1）取引関係について

　ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社は当社の主要販売先の１つであり、同社および同社の子会

社に対する売上高および当社グループの総売上高に対する割合は次のとおりであります。

相手先
平成18年３月期 平成19年３月期

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社 853,285 14.6 1,109,522 16.7

 株式会社ディーシーエスビジネスパートナー 313,320 5.4 381,780 5.8

 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 203,218 3.5 247,630 3.7

 株式会社ディー・シー・オペレーションズ 1,106 0.0 2,666 0.0

 ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社グ

ループ合計
1,370,930 23.5 1,741,600 26.3

（2）人的関係について

　当連結会計年度末、当社取締役7名のうち、ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社の役員を兼ねる

者は次の1名であります。当社は社外の客観的見地から経営に対する助言を得ることおよび取締役会機能の充

実等を目的として、同社から役員を招聘しております。

当社における役職 氏名
ダイヤモンドコンピューターサービス株

式会社における役職

  取締役（非常勤）  小林　則雄  常務執行役員

　上記のほか取締役2名は同社出身者であります。企業経営に関する豊富な経験と業界知識を有していることから、

当社が招聘したものであります。

なお、この他の従業員等出向者の受け入れは行っておりません。

　 当社といたしましては、今後ともダイヤモンドコンピューターサービス株式会社との良好な関係の維持、取引の

継続に努めていく所存ではありますが、同社の取引会社への発注方針によっては、今後、当社の事業展開に支障をき

たす恐れがあり、当社の財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

（注）ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社は、平成19年４月１日付で、三菱総研ＤＣＳ株式会社と社名を

変更いたしました。

⑧外注への依存度について

　当社は業務遂行上必要に応じて協力会社に外注しており当事業年度における当社単体の外注依存度は、47.5％で

あります。外注を活用する理由としては、固定費の削減や、事業展開が柔軟になる等のメリットを確保することに

あり、当社は外注先への要求事項や、ビジネスパートナーとしての位置づけを明確にしたうえで長期・安定的な取

引の構築を図るとともに、納品物の品質向上を指導し実現しております。

　現時点では必要な外注先は確保されておりますが、他社による外注先の囲い込み等による労働市場の逼迫等によ

り、高度な技術レベルのソフトウェア会社を一定数以上確保できない場合、または優良な外注先を安定的また継続

的に確保できない場合は、当社の財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑨競合について

　当社が属する情報サービス産業においては、ハードウェアメーカーおよび大企業から独立する子会社等を中心と

した新規参入や事業強化による業界内での競争激化が進んでいることから、多様な顧客のニーズへの対応および最

新の技術が求められております。

　当社では、長年にわたる事業活動の結果得られた顧客との信頼関係および業務にかかわるシステムノウハウ等の

経営資源を有効に活用できるよう社内体制を整備しておりますが、想定を超える顧客のニーズおよび技術が急速か

つ多面的に変化した場合、また業界内部での価格競争が激化する等の事態が発生した場合は、当社の財政状態およ

び経営成績等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
 

　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ＪＳＣ）および子会社１社（株式会社ＪＳＰ）によ

り構成されており、事業内容は、ソフトウェア開発、システム運用管理および商品販売に区分されます。

当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

 

（１）ソフトウェア開発

　大型汎用機から中小型機やこれらを連携させたシステム等、顧客の業務内容、規模、開発期間、運用方法、予算

等の多種多様な側面をもったニーズについて的確な対応を図り、コンピュータで処理するためのシステムをつくり

あげております。

　金融関係業務、通信事業者向け業務に高いシステム構築ノウハウを有しており、多くの大手企業と継続的な取引

を行っております。

 

（２）システム運用管理

　大型汎用機から中小型機までの広い領域にわたりオペレーション、運用監視、ネットワーク管理、ヘルプデス

ク等顧客のニーズに応える総合的なサービスを提供しております。

　長年にわたる実績と蓄積されたノウハウをベースに、専門的かつ特殊な技術を必要とされる業務にも的確に対

応しております。

 

（３）商品販売

　パーソナルコンピュータおよびその周辺機器、各種サーバ・ネットワーク機器、汎用パッケージ、セキュリティ

システム等、ハードウェアおよびソフトウェアを顧客のニーズに応じた最適な組み合わせで提供しております。

 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

 

商品販売 

ハードウェアの仕入 

ソフトウェアの仕入 

ソフトウェア開発 

システム運用管理 

外注先 

顧 客 

当 社 

株式会社ＪＳＰ 

（連結子会社） 
仕入先 

ビジネスパートナー 

（協力会社） 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「顧客のＩＴ基盤に根付き、高品質かつ総合的なＩＴサービスの提供を通じて顧客とともに成長する」

また、「社員自らの成長を支援し、ＩＴ技術を通じて顧客や社会に貢献できる人材を育成する」ことを企業理念と

し、「当社とお付き合いいただく全ての人に付加価値を提供する」ことを目指しております。

　このような観点を踏まえて、当社では顧客のＩＴサイクルであるシステムの企画・設計、構築・導入、保守・運

用、評価分析の全ての領域をサポートするための技術・ノウハウの蓄積、要員の育成等に努めるとともに、基幹事

業であるソフトウェア開発、システム運用管理、商品販売における業務内容の拡充、事業間の連携強化、インフラ

構築等あらたな事業分野の確立に積極的に取り組む方針であります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、株主資本の効率的な運用を図るため、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視しております。また、利

益については売上高経常利益率を７％以上とすることを目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社では、さらに顧客が満足できるトータルなサービスを提供するために、既存の事業内容に加え、中長期的な

課題として各事業分野において以下に鋭意取り組む方針であります。

①　ソフトウェア開発

ＳＩ領域の拡大を図ってまいります。

②　システム運用管理

 運用設計の領域に積極的に進出してまいります。

③　ソリューション 

商品販売とインフラ構築を連携させ、当社の柱となるあらたな事業分野として確立すべく積極的に取り組んで

いく方針であります。

(4）会社の対処すべき課題

 以下を主な課題として取り組んでおります。 

  ①情報管理について

　当社の属する情報サービス産業では、特に個人情報の保護、機密情報の守秘義務等が厳格に求められておりま

す。当社の業務においても、多種多様な職場で数多くの個人情報や機密情報を取扱う機会が多く、顧客からも情

報管理についての強化が要請されております。

　このような状況を踏まえて当社では、平成16年６月より第三者認証制度である財団法人日本情報処理開発協会

が運営する「プライバシーマーク」の取得に向け、管理体制の確立、各種規程類の整備、社内教育等を行い、平

成17年３月にこの使用許諾を受けました。

　今後とも、定期的な社内教育、内部監査、規程類の見直し、セキュリティ強化等適切な運用を行い、継続的に

管理体制を維持することが重要な課題と認識しております。

（注）プライバシーマーク制度は、日本工業規格「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事

項　JIS Q 15001」に適合した個人情報の取扱いを適切に行っている事業者に対し、その申請に基づき、財団法

人日本情報処理開発協会（JIPDEC）およびその指定機関が、評価・認定する制度であります。

 ②優秀な人材の確保について

　当社が事業を拡大していくためには、一定水準以上のスキルを有する優秀な技術者の確保が不可欠であり、こ

れにかかわる要員の確保と強化・育成が重要な課題と認識しております。今後とも積極的な採用活動と教育の拡

充により対処していく所存であります。

 ③要員のローテーションについて

　当社では、大口優良先との継続的な取引が主流のため、顧客固有の専門知識および実務経験を必要とする業務分

野が多いことから、機動的に要員をローテーションすることが難しい状況が生じており、個人に特化した業務知識

の共有化が重要な課題と認識しております。今後は、これらの知識・ノウハウの共有化を主眼とした施策を進めて

いきたいと考えております。

 ④価格の低下について

　顧客のおかれている環境、業界内の競争激化等の要因により、料金の引下げ・値引きを求められる可能性があり

ますが、当社では人的資源配分の効率化、人件費負担の軽減、ソフトウェア開発、システム運用管理における外注

の適切な利用拡大等を行うとともに、販売費および一般管理費のスリム化を一層進め、利益改善を進めていきたい

と考えております。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 ① 会社の機関の基本説明 

　当社は、取締役会と監査役会によって業務執行の監督および監視を行っており、経営管理体制のスリム化を進め

経営全体のスピード化を推進するとともに、執行役員制度を導入することにより、経営の意思決定の迅速化と業務
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執行責任の明確化に努めております。

　取締役会および執行役員会は、原則として月１回定時開催、必要に応じて臨時開催し、十分な議論を尽くして経

営上の意思決定を行っております。また、代表取締役、取締役および監査役ならびに各事業本部の責任者が出席す

る「予算会議」、「営業会議」等の定例会議を設置しており、会社の経営方針の伝達、事業本部の報告、各事項に

おける審議、意見具申を行っております。

  ② 内部統制の仕組み

　当該事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を、ご参照くだ

さい。

  ③ 内部監査および監査役監査の状況

　当社では、社長直属の監査室に監査責任者と監査室員の２名を配置し、主要な事業部門を中心に内部監査を計画

的に実施しております。監査責任者は、被監査部門に対して具体的な助言・勧告、業務改善状況の確認を行うとと

もに、監査役および会計監査人との意見交換により、内部統制組織の監視および牽制を行っております。

　当社の監査役会は４名（うち社外監査役３名）で構成されており、外部監査人（監査法人）、監査責任者と密接

な連携を保ちながら、監査役会の経営監督機能の充実に努めております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   941,247   1,087,011   

２．受取手形及び売掛金 ※2  637,062   909,739   

３．たな卸資産   30,214   12,148   

４．繰延税金資産   65,252   82,974   

５．未収入金   －   3,176   

６．その他   17,580   20,099   

貸倒引当金   △366   △523   

流動資産合計   1,690,991 78.7  2,114,625 76.8 423,634

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物及び構築物  26,034   31,707    

減価償却累計額  △10,771 15,262  △13,124 18,582   

(2)器具及び備品  45,831   47,288    

減価償却累計額  △28,645 17,186  △33,765 13,523   

(3)建設仮勘定   －   1,071   

有形固定資産合計   32,448 1.5  33,177 1.2 728

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   3,649   40,162   

(2)ソフトウェア仮勘定   31,026   4,554   

(3)その他   1,422   1,422   

無形固定資産合計   36,098 1.7  46,139 1.7 10,040

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   201,234   335,399   

(2)繰延税金資産   48,453   74,524   

(3)その他   150,733   159,055   

貸倒引当金   △11,839   △10,061   

投資その他の資産合計   388,581 18.1  558,918 20.3 170,336

固定資産合計   457,128 21.3  638,234 23.2 181,106

資産合計   2,148,120 100.0  2,752,860 100.0 604,740
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   373,119   295,407   

２．短期借入金   －   200,000   

３．一年内償還予定社債   200,000   －   

４．未払金   78,143   6,495   

５．未払費用   59,080   93,242   

６．未払法人税等   69,066   161,043   

７．未払消費税等   23,915   35,541   

８．繰延税金負債   －   269   

９．賞与引当金   111,350   116,966   

10．役員賞与引当金   －   15,550   

11．その他   61,969   32,975   

流動負債合計   976,645 45.5  957,492 34.8 △19,153

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   153,141   161,907   

２．役員退職慰労引当金   28,700   31,600   

固定負債合計   181,841 8.4  193,507 7.0 11,666

負債合計   1,158,486 53.9  1,151,000 41.8 △7,486

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※1  303,000 14.1  － － △303,000

Ⅱ　資本剰余金   450 0.0  － － △450

Ⅲ　利益剰余金   635,803 29.6  － － △635,803

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   50,379 2.4  － － △50,379

資本合計   989,633 46.1  － － △989,633

負債及び資本合計   2,148,120 100.0  － － △2,148,120

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  512,250 18.6 512,250

２．資本剰余金   － －  209,700 7.6 209,700

３．利益剰余金   － －  868,578 31.6 868,578

株主資本合計   － －  1,590,528 57.8 1,590,528

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  11,332 0.4 11,332

評価・換算差額等合計   － －  11,332 0.4 11,332

純資産合計   － －  1,601,860 58.2 1,601,860

負債純資産合計   － －  2,752,860 100.0 2,752,860
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   5,834,196 100.0  6,624,814 100.0 790,617

Ⅱ　売上原価   5,104,268 87.5  5,724,689 86.4 620,421

売上総利益   729,928 12.5  900,125 13.6 170,196

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  406,863 7.0  442,127 6.7 35,264

営業利益   323,065 5.5  457,997 6.9 134,932

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  116   1,302    

２．有価証券利息  －   1,693    

３. 受取配当金  1,488   1,532    

４．受取手数料  2,524   1,452    

５. 保険配当金  528   539    

６．保険解約返戻金  1,494   30,767    

７．その他  498 6,649 0.1 642 37,928 0.6 31,278

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  4,451   1,472    

２．社債保証料  1,699   1,109    

３．社債発行費償却  1,333   －    

４．株式交付費  －   7,008    

５．株式公開関連費用  －   20,770    

６. 商品評価損  －   115    

７. その他  100 7,584 0.1 － 30,477 0.5 22,893

経常利益   322,130 5.5  465,448 7.0 143,317

Ⅵ　特別利益         

１．役員保険解約返戻金  77,617   －    

２. 貸倒引当金戻入益  － 77,617 1.3 30 30 0.0 △77,587

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  376   37    

２．投資有価証券評価損  10,027   －    

３．貸倒損失  806   －    

４．役員退職慰労金  44,300 55,510 0.9 － 37 0.0 △55,473

税金等調整前当期純利益   344,237 5.9  465,440 7.0 121,203

法人税、住民税及び
事業税

 125,160   215,200    

法人税等調整額  22,251 147,412 2.5 △16,734 198,466 3.0 51,053

当期純利益   196,825 3.4  266,974 4.0 70,149
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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   450

Ⅱ　資本剰余金期末残高   450

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   471,828

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  196,825 196,825

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  13,050  

２．役員賞与  19,800 32,850

Ⅳ　利益剰余金期末残高   635,803

    

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 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 303,000 450 635,803 939,253

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 209,250 209,250  418,500

剰余金の配当（注）   △17,400 △17,400

役員賞与（注）   △16,800 △16,800

当期純利益   266,974 266,974

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） 209,250 209,250 232,774 651,274

平成19年３月31日　残高（千円） 512,250 209,700 868,578 1,590,528

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） 50,379 50,379 989,633

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   418,500

剰余金の配当（注）   △17,400

役員賞与（注）   △16,800

当期純利益   266,974

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） △39,046 △39,046 △39,046

連結会計年度中の変動額合計（千円） △39,046 △39,046 612,227

平成19年３月31日　残高（千円） 11,332 11,332 1,601,860

 （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 成17年４月１日
至 成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 成18年４月１日
至 成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  344,237 465,440  

減価償却費  9,574 14,413  

貸倒引当金の増加額又は減少額（△）  5,572 16  

賞与引当金の増加額又は減少額（△）  △483 5,616  

役員賞与引当金の増加額又は減少額（△）  － 15,550  

退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  12,622 8,766  

役員退職慰労引当金の増加額又は減少額
（△）

 △56,900 2,900  

受取利息及び受取配当金  △1,604 △2,834  

有価証券利息  － △1,693  

支払利息  4,451 1,472  

保険解約返戻金  － △30,767  

株式公開関連費用  － 20,770  

株式交付費  － 7,008  

投資有価証券評価損  10,027 －  

固定資産除却損  376 37  

売上債権の増加額（△）又は減少額  69,377 △272,666  

たな卸資産の増加額（△）又は減少額  2,326 18,065  

未収入金の増加額（△）又は減少額  441,000 △3,176  

仕入債務の増加額又は減少額（△）  91,789 △77,711  

未払金の増加額又は減少額（△）  △91,833 △52,166  

未払費用の増加額又は減少額（△）  6,083 34,161  

未払消費税等の増加額又は減少額（△）  △9,769 11,625  

役員賞与の支払額  △19,800 △16,800  

その他  14,596 △31,592  

小計  831,644 116,440 △715,204

利息及び配当金の受取額  1,604 2,834  

利息の支払額  △3,756 △1,962  

法人税等の支払額  △130,422 △125,402  

営業活動によるキャッシュ・フロー  699,070 △8,090 △707,160
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前連結会計年度
（自 成17年４月１日
至 成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 成18年４月１日
至 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     

定期預金の預入による支出  △200,514 △5,503  

定期預金の解約による収入  172,830 －  

投資有価証券の取得による支出  － △200,000  

投資有価証券の売却による収入  3,000 －  

有形固定資産の取得による支出  △4,918 △20,734  

無形固定資産の取得による支出  △23,272 △23,968  

貸付金の貸付による支出  △1,508 △1,300  

貸付金の回収による収入  3,034 809  

保険の支払による支出  △23,345 △60,112  

保険の解約による収入  2,580 89,668  

その他  △15,726 △3,829  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △87,839 △224,969 △137,129

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金純増加額又は減少額（△）  △370,000 200,000  

社債償還による支出  － △200,000  

配当金の支払額  △13,050 △17,400  

株式公開関連費用の支払額  － △20,770  

株式の発行による収入  － 411,491  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △383,050 373,320 756,370

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  228,180 140,260 △87,920

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  498,168 726,348 228,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 726,348 866,609 140,260
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

（1）連結子会社の数　１社

株式会社ＪＳＰ

（1）連結子会社の数　　１社

同左

２．持分法の適用に関す

る事項

（1）持分法を適用していない関連会社

　キャリモア株式会社は、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

（1）持分法を適用していない関連会社

　キャリモア株式会社は、平成18年９月

21日の同社全株式の譲渡により、当社グ

ループには該当しなくなりました。

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項

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

（イ）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

連結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。

（イ）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

連結決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

② たな卸資産

商品・仕掛品

　個別法による原価法を採用しており

ます。

② たな卸資産

商品・仕掛品

同左

貯蔵品

　先入先出法による原価法を採用して

おります。

貯蔵品

同左

（ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　３年～18年

器具及び備品　　　　４年～10年

（ロ）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 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）に基づいております。

② 無形固定資産

同左

（ハ）重要な引当金の計上基準

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。

（ハ）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

② 賞与引当金

　当社は従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支給見込額

の当連結会計年度負担額を計上してお

ります。

② 賞与引当金

同左

③ 

 －

 

 

 ④ 退職給付引当金

　当社は従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給

付債務およ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

勤務期間の年数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。

③ 役員賞与引当金

　 当社は役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の当連結会計年

度負担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出に備えるた

め、当社は内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

（ニ）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

（ニ）重要なリース取引の処理方法

－

（ホ）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

（ホ）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

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につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．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。

－

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金および

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

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））および「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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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」（企

業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額1,601,860千

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。

－

 

（役員賞与に関する会計基準） 

　役員賞与については、従来利益処分により株主総会の

決議を経て利益剰余金の減少としておりましたが、当連

結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

に基づき、発生時に費用処理しております。これにより、

営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は

15,550千円減少しており、当期純利益は9,222千円減少し

ております。

　追加情報

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）

 　　　　　　　　　　　　　－ （スプレッド方式の公募増資による新株式の発行）

平成18年10月15日を払込期日とする公募増資（ブックビル

ディング方式）による新株式の発行は、引受証券会社が引

受価額で買取引受を行い、これを引受価額と異なる発行価

格で一般投資家に販売するスプレッド方式によっておりま

す。

 スプレッド方式では、発行価格と引受価額との差額31,500

千円が事実上の引受手数料であり、引受価額と同一の発行

価格で一般投資家に販売する従来の方式であれば株式交付

費として処理されていたものであります。

 このため従来の方式によった場合に比べ、株式交付費の額

と資本金および資本準備金の合計額は、それぞれ31,500千

円少なく計上され、営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益は同額多く計上され、当期純利益は18,682千

円多く計上されております。
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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．発行済株式総数

　当社の発行済株式総数は、普通株式174,000株であり

ます。

※1．　　　　　　　　－

 

※2．　　　　　　　　　― ※2．連結会計年度末日満期手形　　　　　　　　

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

受取手形　　　　600千円

（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費目および金額

は次のとおりであります。

役員報酬　　　　　　　　　 　79,200千円

　　給与手当　　　　　　　　　　100,259千円

　　賞与引当金繰入額　　　　　　　5,741千円

　　役員退職慰労引当金繰入額　　　5,800千円

　　貸倒引当金繰入額　　　　　　　4,766千円

※1．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

役員報酬　　　　　　　　　 　87,600千円

　　給与手当　　　　　　　　　  112,632千円

　　役員賞与引当金繰入額　　　　 15,550千円

 　賞与引当金繰入額　　　　　　　7,499千円

　　役員退職慰労引当金繰入額　    6,100千円

　　貸倒引当金繰入額　　　　　　　　146千円
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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（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 174,000 1,866,000 － 2,040,000

合計 174,000 1,866,000 － 2,040,000

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加1,866,000株は、株式分割による増加1,566,000株、公募による新株発行による

増加300,000株であります。

 

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28日

定時株主総会
普通株式 17,400 100 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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）

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28日

定時株主総会
普通株式 40,800  利益剰余金 20 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

　　（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 941,247千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △214,898千円

現金及び現金同等物 726,348千円

　　（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,087,011千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △220,402千円

現金及び現金同等物 866,609千円

（リース取引関係）

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

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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

（1）株式 80,014 166,084 86,070 80,014 119,933 39,919

（2）債券       

社債 － － － － － －

小計 80,014 166,084 86,070 80,014 119,933 39,919

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

（1）株式 6,866 5,739 △1,127 6,866 6,370 △496

（2）債券       

 社債 － － － 200,000 179,684 △20,316

小計 6,866 5,739 △1,127 206,866 186,054 △20,812

合計 86,881 171,823 84,942 286,881 305,988 19,107

２．時価評価されてい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
29,410 29,410

３．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

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券     

(1）社債 － － － 200,000

合計 － － － 200,000

（デリバティブ取引関係）

　　　　　前連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）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、デリバティブ取引を全く利用していないため、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、厚生年金基金制度および適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

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) 退職給付債務（千円） △427,932 △457,545

(2) 年金資産（千円） 298,745 325,061

(3) 未積立退職給付債務（1）＋（2）（千円） △129,186 △132,484

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円） － －

(5) 未認識数理計算上の差異（千円） △23,954 △29,422

(6) 未認識過去勤務債務（千円） － －

(7)
連結貸借対照表計上額純額（3）＋（4）＋

（5）＋（6）（千円）
△153,141 △161,907

(8) 前払年金費用（千円） － －

(9) 退職給付引当金（7）－（8）（千円） △153,141 △161,907

（注）自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない複数事業主制度について、加入人数比率に

より計算した年金資産額（前連結会計年度1,200,613千円および当連結会計年度1,294,391千円）を含めておりません。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用   

(1) 勤務費用（千円） 51,608 47,841

(2) 利息費用（千円） 8,651 8,558

(3) 期待運用収益（減算）（千円） △4,952 △5,974

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額（千円） － －

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 3,701 △1,807

(6) 複数事業主の年金制度への掛金拠出額（千円） 58,399 61,817

退職給付費用（千円） 117,408 110,435

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2) 割引率（％） 2.0 2.0

(3) 期待運用収益率（％） 2.0 2.0

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） 　　　　　11～12 　　11

各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存

勤務期間の年数による定額

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。

同左
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（ストック・オプション等関係）

　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）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）

該当事項はありません。

 

　（企業結合等関係）

 　　　　該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

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.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（流動） 繰延税金資産（流動）

賞与引当金 45,308千円

未払事業税 6,273千円

未払社会保険料 4,901千円

未払事業所税 2,172千円

その他 6,597千円

計 65,252千円

賞与引当金 47,593千円

役員賞与引当金 6,327千円

未払事業税 13,613千円

未払社会保険料 5,426千円

未払事業所税 2,222千円

その他 7,791千円

計 82,974千円

繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 59,392千円

役員退職慰労引当金 11,678千円

貸倒引当金 4,808千円

ゴルフ会員権評価損 1,092千円

投資有価証券評価損 4,676千円

その他 1,369千円

計 83,016千円

退職給付引当金 63,445千円

役員退職慰労引当金 12,858千円

貸倒引当金 4,081千円

ゴルフ会員権評価損 1,799千円

投資有価証券評価損 590千円

その他 1,436千円

　　　　　　小計 84,211千円

評価性引当額 △1,912千円

　　　　　　合計 82,299千円

　　　　　　　　　　　　－ 繰延税金負債（流動）

未収還付事業税 269千円

繰延税金資産（流動）の純額 82,704千円

繰延税金負債（固定） 繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △34,563千円

繰延税金資産（固定）の純額 48,453千円

その他有価証券評価差額金 △7,774千円

繰延税金資産（固定）の純額 74,524千円

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

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記

を省略しております。

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

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記

を省略しております。
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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）

ソフト
ウェア開発
（千円）

システム
  運用管理
（千円）

商品販売
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,648,556 2,555,753 629,887 5,834,196 － 5,834,196

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 2,648,556 2,555,753 629,887 5,834,196 － 5,834,196

営業費用 2,407,334 2,273,750 604,523 5,285,607 225,524 5,511,131

営業利益 241,222 282,003 25,364 548,589 (225,524) 323,065

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

　　　資産 345,078 278,705 68,764 692,547 1,455,573 2,148,120

　　　減価償却費 1,919 1,816 130 3,865 5,709 9,574

　　　資本的支出 10,254 － － 10,254 38,271 48,525

　　（注）1．事業区分の方法

事業は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　　2．各区分に属する主要な製品及び役務

（1）ソフトウェア開発……ソフトウェア設計および開発

（2）システム運用管理……システム運用および保守・管理

（3）商品販売………………パーソナルコンピュータ、ネットワーク機器およびパッケージ販売

　　　　　3．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は次のとおりであります。

前連結会計年度
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
225,524

提出会社の管理部門等、一般管理部門に係る

費用

消去又は全社の項目に含めた全

社資産の金額
1,455,573 提出会社における管理部門等に係る資産等

（株）ＪＳＣ（3822）平成 19 年３月期決算短信

－ 24 －



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）

 
ソフト

ウェア開発
（千円）

システム
運用管理
（千円）

商品販売
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,945,837 2,850,198 828,778 6,624,814 － 6,624,814

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 2,945,837 2,850,198 828,778 6,624,814 － 6,624,814

営業費用 2,565,798 2,538,497 815,847 5,920,142 246,673 6,166,816

営業利益 380,039 311,701 12,931 704,671 (△246,673) 457,997

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

　　　資産 362,298 310,905 302,627 975,830 1,777,030 2,752,860

　　　減価償却費 3,696 332 259 4,287 10,126 14,413

　　　資本的支出 367 410 11,710 12,487 39,833 52,320

　　（注）1．事業区分の方法

事業は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　　2．各区分に属する主要な製品及び役務

（1）ソフトウェア開発……ソフトウェア設計および開発

（2）システム運用管理……システム運用および保守・管理

（3）商品販売………………パーソナルコンピュータ、ネットワーク機器およびパッケージ販売

　　　　　3．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は次のとおりであります。

 
当連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
246,673

提出会社の管理部門等、一般管理部門に係る

費用

消去又は全社の項目に含めた全

社資産の金額
1,777,030 提出会社における管理部門等に係る資産等

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。
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（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）

（1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(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

法人主要

株主

ダイヤモンドコン

ピューターサービ

ス株式会社

東京都

品川区
6,059,356 情報サービス業

(被所有)

直接 18.4

役員

１名

営業上

の取引

先

売上高 853,285 売掛金 81,320

（注）１．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。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

 上記の売上高についての取引は、市場価格を参考に相互協議のうえ決定しております。

３．ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社は、平成19年４月１日付で、三菱総研ＤＣＳ株式会社と社名

を変更いたしました。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

（1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(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

法人主要

株主

ダイヤモンドコン

ピューターサービ

ス株式会社

東京都

品川区
6,059,356 情報サービス業

(被所有)

直接 15.7

役員

１名

営業上

の取引

先

売上高 1,109,522 売掛金 109,585

（注）１．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。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

 上記の売上高についての取引は、市場価格を参考に相互協議のうえ決定しております。

３．ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社は、平成19年４月１日付で、三菱総研ＤＣＳ株式会社と社名

を変更いたしました。
 
（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 5,591円00銭

１株当たり当期純利益金額 1,034円63銭

１株当たり純資産額 785円23銭

１株当たり当期純利益金額 142円15銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

　当社は、平成18年６月23日付で株式１株につき10株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、次

のとおりとなります。

１株当たり純資産額 559円10銭

１株当たり当期純利益金額 103円46銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次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）

当期純利益（千円） 196,825 266,974

普通株主に帰属しない金額（千円） 16,800 －

（うち利益処分による役員賞与金） (16,800) （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 180,025 266,974

期中平均株式数（株） 174,000 1,878,082
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、平成18年５月19日開催の取締役会の決議に

基づき、次のように株式分割による新株を発行してお

ります。

－

１．平成18年６月23日をもって普通株式１株につき10株

に分割しました。

 

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　1,566,000株

 

 

(2）分割方法

　平成18年６月22日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもって

分割しました。

 

 

２．配当起算日

平成18年４月１日

 

 

３．当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株当たり情報および当期首

に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における

１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額
440円71銭

１株当たり純資産額
559円10銭

１株当たり当期純利益金額
75円04銭

１株当たり当期純利益金額
103円46銭

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在
しないため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額については、潜在
株式が存在しないため
記載しておりません。

（株）ＪＳＣ（3822）平成 19 年３月期決算短信

－ 27 －



５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   919,559   1,068,622   

２．受取手形 ※4  9,219   8,500   

３．売掛金   627,842   901,239   

４．商品   2,009   7,701   

５．仕掛品   28,175   4,397   

６．貯蔵品   29   48   

７．前払費用   16,934   17,170   

８．繰延税金資産   64,959   82,974   

９．未収収益   －   1,693   

10．従業員短期貸付金   429   709   

11．未収入金   600   36   

12. その他   10   319   

　貸倒引当金   △366   △523   

流動資産合計   1,669,404 78.6  2,092,890 76.6 423,486

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物  25,272   30,945    

減価償却累計額  △10,541 14,731  △12,781 18,163   

(2)器具及び備品  45,831   47,028    

減価償却累計額  △28,645 17,186  △33,746 13,282   

(3)建設仮勘定   －   1,071   

有形固定資産合計   31,917 1.5  32,517 1.2 600

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   3,649   40,162   

(2)ソフトウェア仮勘定   31,026   4,554   

(3)電話加入権   1,350   1,350   

無形固定資産合計   36,025 1.7  46,066 1.7 10,040

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   201,234   335,399   

(2)関係会社株式   10,000   10,000   

(3)出資金   100   100   

(4)従業員長期貸付金   3,270   3,480   

(5)破産更生債権等   7,970   7,960   

(6)長期前払費用   14,223   32,548   

(7)繰延税金資産   44,367   74,524   

(8)敷金及び保証金   54,653   58,558   

(9)ゴルフ会員権   11,062   9,174   

(10)保険積立金   52,219   40,000   

貸倒引当金   △11,839   △10,061   

投資その他の資産合計   387,260 18.2  561,683 20.5 174,422

固定資産合計   455,204 21.4  640,267 23.4 185,063

資産合計   2,124,608 100.0  2,733,158 100.0 608,550
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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）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※2  377,649   302,733   

２．短期借入金   －   200,000   

３．一年内償還予定社債   200,000   －   

４．未払金   78,143   6,495   

５．未払費用   59,080   103,888   

６．未払法人税等   65,548   157,450   

７．未払消費税等   23,094   34,282   

８．前受金   51,555   4,095   

９．預り金   10,411   28,877   

10．賞与引当金   111,350   116,966   

11．役員賞与引当金   －   15,550   

流動負債合計   976,834 46.0  970,339 35.5 △6,495

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   153,141   161,907   

２．役員退職慰労引当金   28,700   31,600   

固定負債合計   181,841 8.5  193,507 7.1 11,666

負債合計   1,158,675 54.5  1,163,846 42.6 5,170

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※1  303,000 14.3  － － △303,000

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  450   －    

資本剰余金合計   450 0.0  － － △450

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  22,927   －    

２．任意積立金         

(1) 別途積立金  10,000   －    

３．当期未処分利益  579,176   －    

利益剰余金合計   612,103 28.8  － － △612,103

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   50,379 2.4  － － △50,379

資本合計   965,933 45.5  － － △965,933

負債・資本合計   2,124,608 100.0  － － △2,124,608
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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   － －  512,250 18.7 512,250

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   209,700    

資本剰余金合計   － －  209,700 7.7 209,700

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   26,347    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   10,000    

繰越利益剰余金  －   799,682    

利益剰余金合計   － －  836,029 30.6 836,029

株主資本合計   － －  1,557,979 57.0 1,557,979

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  11,332 0.4 11,332

評価・換算差額等合計   － －  11,332 0.4 11,332

純資産合計   － －  1,569,312 57.4 1,569,312

負債純資産合計   － －  2,733,158 100.0 2,733,158
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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．情報サービス売上  5,204,309   5,796,036    

　２．商品販売売上  629,887 5,834,196 100.0 828,778 6,624,814 100.0 790,617

Ⅱ　売上原価         

１. 情報サービス売上原価  4,557,918   4,995,630    

２．商品販売売上原価  582,434 5,140,352 88.1 777,090 5,772,720 87.1 632,367

売上総利益   693,843 11.9  852,093 12.9 158,250

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2  392,810 6.7  420,005 6.3 27,195

　　営業利益   301,033 5.2  432,088 6.5 131,055

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  116   1,302    

２. 有価証券利息  －   1,693    

３．受取配当金 ※1 6,488   6,532    

４．受取手数料 ※1 6,124   5,052    

５．保険配当金  528   539    

６．保険解約返戻金  1,494   30,767    

７．その他  498 15,249 0.2 642 46,528 0.7 31,278

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  3,093   587    

２. 社債利息  1,357   885    

３．社債保証料  1,699   1,109    

４．社債発行費償却  1,333   －    

５．株式交付費  －   7,008    

６．株式公開関連費用  －   20,770    

７. 商品評価損     115    

８．その他  100 7,584 0.1 － 30,477 0.5 22,893

経常利益   308,699 5.3  448,139 6.8 139,440

Ⅵ　特別利益         

１．役員保険解約返戻金  77,617   －    

２. 貸倒引当金戻入益  － 77,617 1.3 30 30 0.0 △77,587

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  376   37    

２．投資有価証券評価損  27   －    

３．貸倒損失  806   －    

４．役員退職慰労金  44,300 45,510 0.8 － 37 0.0 △45,473

税引前当期純利益   340,805 5.8  448,131 6.8 107,326

法人税、住民税及び
事業税

 118,445   211,389    

法人税等調整額  26,229 144,674 2.5 △21,383 190,005 2.9 45,330

当期純利益   196,130 3.3  258,126 3.9 61,995

前期繰越利益   383,045   －   

当期未処分利益   579,176   －   
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売上原価明細書

(１)情報サービス売上原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

Ⅰ　労務費 ※2 2,346,497 51.5 2,418,016 48.6 71,518

Ⅱ　外注費  2,029,011 44.6 2,370,497 47.7 341,485

Ⅲ　経費 ※3 178,391 3.9 183,338 3.7 4,946

当期発生総原価  4,553,901 100.0 4,971,852 100.0 417,951

期首仕掛品たな卸高  32,192  28,175   

計  4,586,094  5,000,028   

期末仕掛品たな卸高  28,175  4,397   

当期情報サービス売上原価  4,557,918  4,995,630   

（脚注）

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．原価計算の方法

　　　当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を

採用しております。

1．原価計算の方法

　　　当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を

採用しております。

※2．労務費のうち主なものは、次のとおりであります。 ※2．労務費のうち主なものは、次のとおりであります。

給与 1,619,831千円

賞与 223,927千円

賞与引当金繰入額 105,608千円

法定福利費 196,023千円

退職給付費用 102,808千円

給与 1,637,465千円

賞与 255,172千円

賞与引当金繰入額 109,467千円

法定福利費 213,204千円

退職給付費用 103,902千円

※3．経費のうち主なものは、次のとおりであります。 ※3．経費のうち主なものは、次のとおりであります。

地代家賃 55,197千円

福利厚生費 34,680千円

旅費交通費 37,457千円

地代家賃 72,680千円

福利厚生費 22,648千円

旅費交通費 37,341千円

（２）商品販売売上原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　期首商品たな卸高  316 2,009 1,693

Ⅱ　当期商品仕入高  584,127 782,782 198,654

計  584,444 784,792 200,347

Ⅲ　期末商品たな卸高  2,009 7,701 5,692

当期商品販売売上原価  582,434 777,090 194,655
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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28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   579,176

Ⅱ　利益処分額    

１．利益準備金  3,420  

２．配当金  17,400  

３．役員賞与金  16,800  

（うち監査役賞与金）  (600) 37,620

Ⅲ　次期繰越利益   541,556

    

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

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高（千円） 303,000 450 450 22,927 10,000 579,176 612,103 915,553

事業年度中の変動額         

新株の発行 209,250 209,250 209,250     418,500

剰余金の配当（注）    1,740  △19,140 △17,400 △17,400

役員賞与（注）    1,680  △18,480 △16,800 △16,800

当期純利益      258,126 258,126 258,126

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） 209,250 209,250 209,250 3,420 － 220,506 223,926 642,426

平成19年３月31日　残高（千円） 512,250 209,700 209,700 26,347 10,000 799,682 836,029 1,557,979

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） 50,379 50,379 965,933

事業年度中の変動額    

新株の発行   418,500

剰余金の配当（注）   △17,400

役員賞与（注）   △16,800

当期純利益   258,126

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△39,046 △39,046 △39,046

事業年度中の変動額合計（千円） △39,046 △39,046 603,379

平成19年３月31日　残高（千円） 11,332 11,332 1,569,312

 （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

　　　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

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。

　　　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

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

商品・仕掛品

　　　個別法による原価法を採用しており

ます。

商品・仕掛品

同左

貯蔵品

　　　先入先出法による原価法を採用して

おります。

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　　 ３年～18年

器具及び備品　　 ４年～10年

(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)に基づいております。

(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

　　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、賞与支給見込額の当期

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3) 

 －

(3）役員賞与引当金

 当社は役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の当事業

年度負担額を計上しております。 
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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）

(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およ

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

期間の年数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。

(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出に備えて、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

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。

－

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
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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））および「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。

 　　　　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　　　　　－ （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）　

 　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は1,569,312千

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

　　　　　　　　　　　　　 － （役員賞与に関する会計基準）　

 役員賞与については、従来利益処分により株主総会の決議

を経て利益剰余金の減少としておりましたが、当事業年度

より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）に基づき、発

生時に費用処理しております。これにより、営業利益、経

常利益および税引前当期純利益は15,550千円減少しており、

当期純利益は9,222千円減少しております。

追加情報

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）

 　　　　　　　　　　　　　－ （スプレッド方式の公募増資による新株式の発行）

平成18年10月15日を払込期日とする公募増資（ブックビル

ディング方式）による新株式の発行は、引受証券会社が引

受価額で買取引受を行い、これを引受価額と異なる発行価

格で一般投資家に販売するスプレッド方式によっておりま

す。

 スプレッド方式では、発行価格と引受価額との差額31,500

千円が事実上の引受手数料であり、引受価額と同一の発行

価格で一般投資家に販売する従来の方式であれば株式交付

費として処理されていたものであります。

 このため従来の方式によった場合に比べ、株式交付費の額

と資本金および資本準備金の合計額は、それぞれ31,500千

円少なく計上され、営業利益、経常利益および税引前当期

純利益は同額多く計上され、当期純利益は18,682千円多く

計上されております。
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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．授権株式数及び発行済株式総数

　　授権株式数　　　普通株式　　480,000株

　　発行済株式総数　普通株式　　174,000株

※1．　　　　　　　　　－

　　

　　

※2．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

ものの他次のものがあります。

　　流動負債

　　　買掛金　　　　　　　　　 17,068千円

※2．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

ものの他次のものがあります。

 　　流動負債

　　　買掛金　　　　　　　　　23,211千円

　3．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50,379千円で

あります。

　3．　　　　　　　　　－

 

※4．　　　　　　　　　－ ※4．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしております。なお、当期末日は

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

受取手形　　　　600千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※1．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。

　　受取配当金　　　　　　　　5,000千円

受取手数料　　　　　　　　3,600千円

※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。

　　受取配当金　　　　　　　　　5,000千円

受取手数料　　　　　　　 　 3,600千円

※2．販売費に属する費用のおおよその割合は7.0％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93.0％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　　　　　　　　 79,200千円

　　給与手当　　　　　　　　100,259千円

　　賞与　　　　　　　　　　 12,239千円

　　法定福利費　　　　　　　 18,132千円

　　地代家賃　　　　　　　　　4,831千円

　　支払保険料　　　　　　　 19,923千円

　　租税公課　　　　　　　　 20,905千円

※2．販売費に属する費用のおおよその割合は7.7％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は92.3％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　　　　　　　　　 87,600千円

　　給与手当　　　　　　　　　 96,282千円

　　賞与　　　　　　　　　 　　13,111千円

賞与引当金繰入額　　　　　　7,499千円

 役員賞与引当金繰入額　　　 15,550千円

  退職給付費用　　　　　　　  6,532千円

 　　役員退職慰労引当金繰入額　  6,100千円

　　法定福利費　　　　　 　  　20,766千円

 　　減価償却費　　　　　 　  　10,335千円

　　地代家賃　　　　　　　　  　2,935千円

　　支払保険料　　　　　　　 　17,732千円

　　租税公課　　　　　 　　　　22,248千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

（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）

　前事業年度（平成18年３月31日）および当事業年度（平成19年３月31日）における子会社株式について、時価の

あるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

賞与引当金 45,308千円

未払事業税 5,979千円

未払社会保険料 4,901千円

未払事業所税 2,172千円

その他 6,597千円

計 64,959千円

賞与引当金 47,593千円

役員賞与引当金 6,327千円

未払事業税 13,613千円

未払社会保険料 5,426千円

未払事業所税 2,222千円

その他 7,791千円

計 82,974千円

繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 59,392千円

役員退職慰労引当金 11,678千円

貸倒引当金 4,808千円

ゴルフ会員権評価損 1,092千円

その他 1,960千円

計 78,930千円

退職給付引当金 63,445千円

役員退職慰労引当金 12,858千円

貸倒引当金 4,081千円

ゴルフ会員権評価損 1,799千円

その他 2,026千円

　　　　　　小計 84,211千円

評価性引当額 △1,912千円

　　　　　　合計 82,299千円

繰延税金負債（固定） 繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △34,563千円

繰延税金資産（固定）の純額 44,367千円

その他有価証券評価差額金 △7,774千円

繰延税金資産（固定）の純額 74,524千円

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

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記

を省略しております。

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記

を省略しております。
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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 5,454円79銭

１株当たり当期純利益金額 1,030円64銭

１株当たり純資産額 769円27銭

１株当たり当期純利益金額 137円44銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

　当社は、平成18年６月23日付で株式１株につき10株の株

式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報については、次のとお

りとなります。

１株当たり純資産額 545円48銭

１株当たり当期純利益金額 103円06銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次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）

当期純利益（千円） 196,130 258,126

普通株主に帰属しない金額（千円） 16,800 －

（うち利益処分による役員賞与金） (16,800)  （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 179,330 258,126

期中平均株式数（株） 174,000 1,878,082
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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）

　当社は、平成18年５月19日開催の取締役会の決議に基

づき、次のように株式分割による新株を発行しておりま

す。

－ 

 

　

１．平成18年６月23日をもって普通株式１株につき10株

に分割しました。
 

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　1,566,000株

 

 

(2）分割方法

平成18年６月22日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもっ

て分割しました。

 

 

２．配当起算日

平成18年４月１日

 

 

３．当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報および当期首に

行われたと仮定した場合の当事業年度における１株

当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額
427円49銭

１株当たり純資産額
545円48銭

１株当たり当期純利益金額
67円83銭

１株当たり当期純利益金額
103円06銭

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在
しないため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額については、潜在
株式が存在しないため
記載しておりません。
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６．その他
(1）役員の異動

 ①　代表取締役の異動

  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。

(2）その他

該当事項はありません。 
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