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問合せ先責任者（役職名）常務取締役  （氏名）田代 憲利        ＴＥＬ (03)3474―5251 
定時株主総会開催予定日  平成１９年６月２６日     配当支払開始予定日  平成１９年６月２７日 
有価証券報告書提出予定日 平成１９年６月２６日 

 
（百万円未満切捨て） 

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 

 
１９年３月期 
１８年３月期 

百万円   ％ 

7,079   （ －） 
－ （ －） 

百万円   ％

335    （－）
－ （－）

百万円   ％

348    （－）
－   （－）

百万円   ％

189   （ －）
－  （ －）

 
 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 

 
１９年３月期 
１８年３月期 

円  銭 

20  86   
－  －  

円  銭

20  53  
－  － 

％

12.3 
  － 

％ 

9.4 
      － 

％

4.7 
      － 

(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）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

 
１９年３月期 
１８年３月期 

百万円 

3,790 
－    

百万円

1,572 
－   

％

41.5 
－   

円  銭

 174   55  
－   － 

 (参考)  自己資本     １９年３月期  1,572 百万円     １８年３月期   － 百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期  末  残  高 

 
１９年３月期 
１８年３月期 

百万円 

8 
 － 

百万円

△ 97 
 － 

百万円

△ 27 
     － 

百万円

821 
 － 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 
１８年３月期 
１９年３月期 

円 銭

－ － 
－ － 

円 銭 

8  00  
8  00  

円 銭

8  00
8  00

百万円

72 
72 

％ 

－ 
38.4 

％

－ 
4.7 

２０年３月期 
（予想） 

－ － 8  00  8  00
 

32.8 
 

 
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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円   ％ 

3,870（19.0） 
8,250（16.5） 

百万円 ％

138（174.5）
464 （38.2）

百万円 ％

131（159.3）
450 （29.1）

百万円 ％ 

64（192.4） 
220 （15.8） 

円 銭

7  12  
24  42  
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   有 

新規 １ 社（社名 ㈱クロススタッフ）   除外 － 社   （社名       ） 
（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         無 
② ①以外の変更                無 

 
（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 9,154,960株 １８年３月期 9,108,960株 
② 期末自己株式数           １９年３月期  146,290株 １８年３月期   1,290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、２２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 

 
１９年３月期 
１８年３月期 

百万円   ％ 

6,720 （△3.0） 
6,929  （ 9.6） 

百万円   ％

338 （△3.3）
350 （△7.0）

百万円   ％

352  （1.4）
347（△5.5）

百万円   ％

193（△8.1）
210 （ 4.3）

 
 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

 
１９年３月期 
１８年３月期 

円  銭 

21  25   
22  15   

円  銭

20  91  
21  58  

 
（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

 
１９年３月期 
１８年３月期 

百万円 

3,653 
3,628 

百万円

1,576 
1,516 

％

43.1 
41.8 

円  銭

 174   94  
165  35  

 (参考)  自己資本     １９年３月期  1,576 百万円   １８年３月期  1,516 百万円 
 
２．平成２０年３月期の個別業績予想（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円   ％ 

3,410  （4.8） 
7,150  （6.4） 

百万円 ％

134（152.2）
440 （29.9）

百万円 ％

128（139.8）
428 （21.3）

百万円 ％ 

62（165.0） 
210  （8.5） 

円 銭

6  97 
23  31 

 
（連結業績について） 
 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度の業績及び対前期増減率につきましては記
載しておりません。但し、配当の状況における前期末の１株当たり配当金及び年間の配当金総額につきましては、参考と
して個別の実績を記載しております。 
 また、自己資本当期純利益率における期首自己資本、総資産経常利益率における期首総資産、純資産配当率における期
首１株あたり連結純資産につきましては、それぞれ個別の期首自己資本、期首総資産、期首１株あたり純資産を使用して
おります。 
 
（業績予想の適切な利用に関する説明） 

連結及び個別の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要

因に係る本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性が

あります。 
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１．経営成績 

（1） 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善により雇用情勢の好転、設備投資の増加へと緩やかな回復

基調で推移しました。 

情報サービス産業においては、景気回復により企業の情報化投資は積極的ではあるものの、技術の多様化及びシス

テムエンジニア不足が発生しております。 

このような情勢の中、当社グループは、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ細

かい提案活動による積極的な事業活動を展開するとともにプロジェクト管理体制の一層の強化を図り、生産性の向上

と高品質の維持に努めてまいりましたが、大型案件の減少及び公共系における赤字プロジェクトの影響、また、スタ

ッフサービス部門の分社化による販売管理費の増加などの影響により当連結会計年度の業績は、売上高 7,079 百万円、

営業利益 335 百万円、経常利益 348 百万円、当期純利益 189 百万円となりました。 

事業区分別の実績は次のとおりであります。 

システムソリューションにおきましては、システムエンジニア不足による受注の見送りと一括案件の開発延伸など

の影響も受けましたが、売上高は 6,324 百万円となりました。 

スタッフサービスにおきましては、計画どおり派遣要員を確保できなかったことにより売上高は 755 百万円となり

ました。 

【次期の見通し】 

次期の見通しにつきましては、引き続き金融、通信関連を中心に企業の情報化投資が期待できる見込みであり、必

要とされる技術者の確保が重要であると思われます。 

このような状況の中で当社グループは、ステークホルダー重視の経営を目指すためＩＳＯ２７００１適用によるＩ

ＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）のレベルアップとＩＳＯ９００１の推進によるプロジェクト管理

体制のさらなる強化による採算性の改善に努めてまいります。 

事業区分別の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

システムソリューションにおいては、新規顧客の開拓と既存顧客の深耕、新規業務分野への展開により、またコン

サルティングにおいては、ＩＴ市場で注目を集めているＢＩ（ビジネスインテリジェンス）ビジネスの積極的なベン

ダー拡大により売上増を計画しております。 

一方、スタッフサービスにおいては、採用の拠点として新設した新宿サテライトでの派遣要員の確保が見込まれ、

ＩＴ関連の派遣事業の拡大とユニット派遣形態によるアウトソーシングビジネスへの展開により売上増を計画して

おります。 

以上により、次期の連結業績といたしましては、売上高は 8,250 百万円（前年同期比 16.5％増）、営業利益は、 464

百万円（前年同期比 38.2％増）、経常利益は 450 百万円（前年同期比 29.1％増）、当期純利益は 220 百万円（前年

同期比 15.8％増）を計画しております。 
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（2） 財政状態に関する分析 

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、821 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、8百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益 343 百万円及び減価償却費 82 百万円による資金の増加と、売上債権の増加

額 309 百万円による資金の減少並びに法人税等の支払額 116 百万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） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 97 百万円となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出 29 百万円及び設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出

78 百万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） 

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、27 百万円となりました。 

これは主に、借入金の増加 200 百万円があったものの、社債の償還 100 百万円及び配当金の支払 72 百万円等によ

るものであります。 

 

（3） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対する

利益還元を継続して実施していくことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

市場ニーズに応える技術・開発体制を強化し有効投資してまいりたいと考えております。 

この基本方針のもと、平成 19 年 3 月期の利益配当金につきましては、期末の配当金を 8 円と予定しております。

また、平成 20 年 3月期につきましては、現時点では当期と同等の配当を見込んでおります。 

 

（4） 事業等のリスク 

当社グループの事業の状況、経理の状況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

事項として以下のようなものがあります。また、現時点では必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投

資者が判断する上で重要であると考えられる事項について記載しております。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避や発生した場合の対応について最善

の対策を講じております。 

① 人材の確保 

優秀な技術者の安定確保のため、積極的に新卒及び中途採用を行い、また、人材育成についても社内教育の強

化に努めております。しかしながら、労働市場の流動化と技術革新の多様化により必要な技術者の確保ができな

いことがあります。その場合、事業展開が制約され計画通りの業積を達成できない可能性があります。 

② 協力会社の確保 

業務遂行に必要な技術及び技術者の補完を目的としてビジネスパートナーである協力会社との連携を強化して

おります。技術の補完及び技術者の受入れが計画どおりに進まない場合は、計画通りの業積を達成できない可能

性があります。 

③ 情報セキュリティリスク 

総合情報サービス企業として様々な情報資産を保有しており、危機管理規程に基づきＩＳＭＳマニュアルに沿

った情報管理と教育による意識改革を行っております。しかしながら、万一漏洩等の事故が発生した場合、当社

グループの社会的信用を著しく低下させ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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④ 顧客の業界リスク 

顧客の業種によりましては経済動向、業種特有の法制度の変更、業界再編などの影響を受けて、情報化投資の

方向性が急激に変更されることがあります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 業績の特性によるリスク 

当社グループは、検収基準により売上を計上しているため、システムソリューションの検収時期は、顧客との

一括請負契約により９月と３月に集中しており、特に決算期の多い３月に検収及び売上計上が集中する傾向があ

ります。当社グループではこのような偏りを解消するよう期間内の業績平準化に向け取り組んでおりますが、期

末の検収が翌期にずれ込んだ場合、業績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 

当社グループは、当社と当社の 100％連結子会社として平成 18 年 7月 7 日に設立した株式会社クロススタッフにて構

成されております。 

 

 (1) 事業の内容 

① システムソリューション 

法人顧客を主体としてシステム開発、コンサルティングを行っております。 

② スタッフサービス 

法人顧客を主体としてＩＴ分野に特化した人材派遣、ユニット派遣による業務受託を含むアウトソーシング

および職業紹介を行っております。 

 

 (2) 株式会社クロススタッフの概略と連結決算への移行 

当社は、平成 18 年 7 月 7日にスタッフサービスの事業承継を目的とした 100％の連結子会社として株式会社ク

ロススタッフを設立いたしました。労働者派遣事業、有料職業紹介事業においては、監督官庁の許認可が必要な

ことから株式会社クロススタッフは事業開始に先立ち、取得手続きを行い、平成 18 年 10 月 1 日に労働者派遣事

業、有料職業紹介事業の認可取得に伴い、同日、当社スタッフサービス事業部門を吸収分割により承継して、事

業を開始いたしました。これは、今後、市場拡大が見込まれるスタッフサービスにおいて経営の機動性を高め、

需要への対応を促進し、業容の拡大を図るものであります。 

 上記によりまして、当社は、当連結会計年度より連結決算へ移行いたしました。 

  

 (3) 株式会社クロススタッフの事業内容 

子会社の株式会社クロススタッフは、平成 18 年 10 月 1 日よりスタッフサービスの事業を行っております。 
 

(4) 事業系統図 

企業集団の事業内容を表す事業系統図は、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システムソリューション 

スタッフサービス 

 

 

 

 

 

法 人 顧 客 

株式会社 クロスキャット 
（当  社） 

株式会社 クロススタッフ 
（連結子会社） 
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３．経 営 方 針 

（1） 会社の経営の基本方針 

当社グループは、創業以来「知識・技術・創意」という知的要素である「技」を高め、お客様には｢誠意｣―どんな

困難な局面においても意欲・忍耐・信念を失わない｢心｣―で対応する「心技の融和」を経営理念とし社会に貢献する

企業を目指して、企業経営を推進しております。 

当社グループは、先進的なアプリケーション開発技術と、多様な運用ノウハウを駆使し、顧客への総合的かつプロ

フェッショナルなサービスの提供に努めます。そして、常に時代を見る眼と、みずみずしい感性を持ち、世のトレン

ド、環境にフレキシブルな対応ができるよう新技術の獲得には他社より一歩先んじて取り組んでおります。 

また、透明で公正な経営を心がけ、事業力の強化、収益力の向上、財務体質の改善強化を図り、発展すべく企業努

力を重ねてまいります。 

（2） 目標とする経営指標 

当社グループでは、顧客の視点に立った経営を基本に品質と生産性の向上により顧客満足度を高めると共に、収益

性を重視した経営の効率化を進め企業価値の向上と事業の拡大を目指しております。 

（3） 中長期的な会社の経営戦略 

情報セキュリティの重要度の高まりや高品質のシステム開発が求められる中、当社グループとしましては、システ

ムソリューションにおける「高付加価値ビジネスの追求」「請負型ビジネスへの展開」｢基盤系ビジネスの拡大｣及び、

スタッフサービスにおける推進ならびに、各ビジネスの補完関係を密接にし、総合力を生かした事業の拡大に努めて

まいります。 

① 高付加価値ビジネスの追求 

当社のコンサルティングはＢＩビジネスとして、蓄積された顧客の情報を有効に活用できる業種テンプレート

（多次元分析ツールを利用してＢＩとナレッジの融合による意思決定のフレームワークモデル）のシリーズ化を

進めております。このテンプレートを利用し、経営分析システム化の提案から導入までを短期間で且つ少ない投

資金額で支援することにより高付加価値ビジネスの展開を図ります。また、ＢＩビジネスにおいて関心の高まり

を見せている、経営情報を可視化して意思決定の迅速化を図るＥＰＭ（Enterprise Performance Management

／企業のビジネスパフォーマンス管理）関連の展開によりＢＩビジネスの拡大を図ります。 

② 請負型ビジネスへの展開 

主たる顧客であるクレジット、金融、公共、通信での品質と生産性の向上を目指すとともに、請負型ビジネス

の拡大を図ります。特に当社の得意分野であるクレジットでは、信販系で培ったシステム構築技術と業務ノウハ

ウをもとに銀行系、流通系のユーザー拡大と情報系分野への業務範囲の拡大を目指します。また、新規業務分野

への積極的な展開を行い得意業種の拡大を図ります。 

③ 基盤ビジネスの拡大 

近年、事業環境変化に迅速に対応するシステム開発の要請は高く、それを実現する基盤ソリューション製品、

手法は複雑・高度化しております。その基盤ソリューション群はシステム全体の品質・性能・拡張性の鍵を握る

ものであり、オープンシステム及びｗｅｂシステムの進展により、ますます重要性が高まっております。マルチ

プラットフォームのもと、豊富な基盤系技術の経験を活かしたシステム提案から開発、運用・保守の拡大を目指

します。 

④ スタッフサービスの推進 

ＩＴの進化に伴い、その運用に対してさまざまな需要の発生が見込まれており、また今後の雇用形態において

は多様化が予想されます。そのような社会的動向を背景に、連結子会社におけるスタッフサービスでは、通信会

社向けコールセンター、顧客企業内の業務サポートセンター等のＩＴ関連における運用・保守サポートサービス

について、人材派遣やユニット派遣による業務受託を展開してまいります。また、今後の成長が見込まれる紹介

予定派遣（有料職業紹介）につきましても推進してまいります。 
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（4） 会社の対処すべき課題 

当業界においては、景気回復により情報化投資拡大が続くことが期待される中、多様化する技術に対応できる企

業力が、企業間の成長力格差になることが予想されます。そのような状況の中、情報化投資の需要拡大と技術分野

の多様化に対応しつつ、経営の効率化を図るためには、「採用と人材育成の強化」「社内管理体制の強化」「セキュ

リティの強化」「協力会社との連携強化」が重要と考えます。 

上記課題に対して当社は以下の施策による対処を図ります。 

① 採用と人材育成の強化 

システムエンジニア不足の対応として、新卒採用、中途採用の活動強化を行います。 

また、専門的な業務ノウハウが必要な分野に関しては、長期的にノウハウを蓄積するための体制固めが必要で

あり、一方、新技術が必要となる分野においては若手の積極的登用による要員の育成が重要であります。また、

プロジェクト増加に伴うマネジメント要員増に対応するため、社内教育の充実により人材の早期育成による強化

を図ります。 

② 社内管理体制の強化 

請負型ビジネスの拡大に対応して、プロジェクトにおけるリスク管理体制のさらなる強化を目指し、プロジェ

クト受注時のスキル・体制・納期・収益についての審査を行い、推進にあたっての品質確保・納期管理への対応

を強化いたします。 

③ セキュリティの強化 

個人情報を含む情報資産に対するセキュリティ対応として、ＩＳＯ２７００１活動によるＩＳＭＳの遵守及び

ＰＭＳ（個人情報に関するマネジメントシステム）の適用を推進してまいります。また、当社グループ社員及び

協力会社社員に対して、セキュリティルール及びセキュリティモラルについての教育を徹底して意識向上を図り

ます。 

④ 協力会社との連携強化 

情報化投資の需要拡大と技術分野の多様化に伴いシステムエンジニアの不足状況が発生する中、当社におきま

しては、長期的な観点からの対処として協力会社との連携強化を図ります。 

（5） 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。 

（6） その他、会社の経営上の重要な事項 

当社は平成 18 年 7月 7日に 100％の連結子会社として株式会社クロススタッフを設立いたしました。 

また、平成 18 年 7 月 10 日に派遣登録者の確保を目的とした新宿営業所を開設し、その後、同営業所は分社化し

た株式会社クロススタッフが新宿サテライトとして承継しております。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

                      

（単位：千円） 

 
当連結会計年度  

 (平成19年３月31日) 

区  分 金    額 構成比

（資産の部）  ％

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  821,672

２．受取手形及び売掛金  1,887,141

３．たな卸資産  187,298

４．繰延税金資産  100,987

５．その他  33,253

貸倒引当金  △ 1,833

流動資産合計  3,028,520 79.9

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※１

(1) 建物及び構築物 ※２ 53,893

(2) 車両運搬具  9,285

(3) 工具、器具及び備品  70,472

(4) 土地 ※２ 64,313

有形固定資産合計  197,964

２．無形固定資産  54,628

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※２ 149,191

(2) 繰延税金資産  158,463

(3) その他 ※２ 229,541

貸倒引当金  △ 27,900

投資その他の資産合計  509,296

固定資産合計  761,889 20.1

資産合計  3,790,409 100.0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円） 

 
 当連結会計年度   

 (平成19年３月31日) 

区  分 金  額 構成比

（負債の部）  ％

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  394,544

２．短期借入金 ※２ 750,000

３．１年以内返済予定長期借入金 ※２ 20,000

４．未払法人税等  144,362

５．賞与引当金  189,810

６．その他  332,202

流動負債合計  1,830,919 48.3

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 ※２ 5,000

２．退職給付引当金  286,855

３．役員退職慰労引当金  95,200

固定負債合計  387,055 10.2

負債合計  2,217,974 58.5

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

１．資本金 454,197 12.0

２．資本剰余金 56,207 1.5

３．利益剰余金 1,063,742 28.1

 ４．自己株式 △ 42,483 △ 1.2

  株主資本合計 1,531,662 40.4

Ⅱ 評価・換算差額等 

１．その他有価証券評価差額金 40,772 1.1

評価・換算差額等合計 40,772 1.1

純資産合計 1,572,435 41.5

負債及び純資産合計 3,790,409 100.0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 連結損益計算書 

（単位：千円） 

 
    当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
     至 平成19年３月31日）

区  分 金  額 百分比

  ％

Ⅰ 売上高  7,079,232 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 5,703,073 80.6

売上総利益  1,376,159 19.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１、２ 1,040,476 14.7

営業利益  335,682 4.7

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  410

受取配当金  985

受取手数料  1,750

保険配当金  4,482

雑収入  12,919

営業外収益合計  20,548 0.3

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  7,095

その他  487

営業外費用合計  7,582 0.1

経常利益  348,648 4.9

Ⅵ 特別利益  

固定資産売却益 ※３ 459

特別利益合計 459 0.0

Ⅶ 特別損失 

固定資産除却損 ※４ 5,398

特別損失合計  5,398 0.1

税金等調整前当期純利益  343,708 4.8

法人税、住民税及び事業税 160,961 2.2

法人税等調整額  △7,201 △0.1

当期純利益  189,948 2.7

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 連結株主資本等変動計算書     

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） （単位：千円）

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日 残高 270,629 232,659 957,655 △ 592 1,460,350

連結会計年度中の変動額  

  新株の発行 3,568 3,548  7,116

  資本準備金の減少 

  による資本金組入 
180,000 △ 180,000  －

  剰余金の配当（注１） △ 72,861  △ 72,861

  利益処分による役員賞与（注１） △ 11,000  △ 11,000

  当期純利益 189,948  189,948

自己株式の取得 △ 41,891 △ 41,891

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 183,568 △ 176,452 106,086 △ 41,891 71,311

平成 19 年３月 31 日 残高 454,197 56,207 1,063,742 △ 42,483 1,531,662

 

   （単位：千円）

評価・換算差額等 

  その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成 18 年３月 31 日 残高 56,637 56,637 1,516,988

連結会計年度中の変動額 

  新株の発行 7,116

  資本準備金の減少 

  による資本金組入 
－

  剰余金の配当（注１） △ 72,861

  利益処分による役員賞与（注１） △ 11,000

  当期純利益 189,948

自己株式の取得 △ 41,891

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額（純額） 
△ 15,865 △ 15,865 △ 15,865

連結会計年度中の変動額合計 △ 15,865 △ 15,865 55,446

平成 19 年３月 31 日 残高 40,772 40,772 1,572,435

（注）１．平成18年６月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

２．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 



 
 

（株）クロスキャット（２３０７）  平成１９年３月期決算短信 

－ － 13

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

 当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 金   額 

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 343,708

減価償却費 82,292

貸倒引当金の増加額 263

賞与引当金の増加額 8,430

退職給付引当金の増加額 467

受取利息及び受取配当金 △ 1,396

支払利息 7,095

固定資産売却益 △ 459

固定資産除却損 5,398

売上債権の増加額 △ 309,571

たな卸資産の減少額 48,449

仕入債務の減少額 △ 79,009

役員賞与の支払額 △ 11,000

その他 37,355

小計 132,025

利息及び配当金の受取額 1,396

利息の支払額 △ 7,518

法人税等の支払額 △ 116,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,957

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △ 48,277

有形固定資産の売却による収入 952

無形固定資産の取得による支出 △ 30,250

投資有価証券の取得による支出 △ 29,584

営業権売却による収入 9,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 97,259

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増加額 200,000

長期借入金の返済による支出 △ 20,000

社債の償還による支出 △ 100,000

株式の発行による収入 7,116

配当金の支払額 △ 72,861

自己株式の取得による支出 △ 41,891

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 27,636

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 115,938

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 937,611

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 821,672

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項 目 
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 
連結子会社の数   １社 
連結子会社の名称  株式会社クロススタッフ 
（注） 株式会社クロススタッフは、当連結会計

年度において新たに設立したことにより連
結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事
項 

関連会社がありませんので、記載しておりませ
ん。 

３．連結子会社の決算日等に
関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお
ります。 

４．会計処理基準に関する事項  

① 有価証券 
その他有価証券 

(1)重要な資産の評価基準及
び評価方法 

時価のあるもの 
 連結決算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 

 ② たな卸資産 
仕掛品 
個別法による原価法 

① 有形固定資産 (2)重要な減価償却資産の減
価償却の方法 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。 

建       物 ３年～47年 

工具、器具及び備品 ３年～６年  
 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

販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年）
に基づく均等配分額とを比較し、いずれか多い金
額をもって償却し、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法、それ以外の無形固定資産については
定額法によっております。 

(3)重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 
 債権の貸倒れに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。 

 ② 賞与引当金 
 従業員の賞与の支払に備えるため、当連結会計

年度における負担額を計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 
 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及び年金資産の見込
額に基づき、当連結会計年度末において発生して
いると認められる額を計上しております。 
過去勤務債務は、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以内の一定年数
（10 年）による定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の連結会計年度から費用処理しており
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以内の一定
年数（10 年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し
ております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 
 当社は、平成 17 年６月 29 日定時株主総会終結

の時をもって役員の退職慰労金制度を廃止し、内
規に基づく制度廃止時の要支給額を役員の退任
時に支払うこととなったため、当該支給予定額を
計上しております。 
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項 目 
  当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
       至 平成 19 年３月 31 日） 

(4)重要なリース取引の処理
方法 

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

(5)重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、

金利スワップについては、特例処理の要件を満
たしている場合は特例処理を採用しておりま
す。 

 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 
 ③ ヘッジ方針 

 社内規定に基づき、借入金に係る金利変動リ
スクをヘッジしております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間

においてヘッジ対象及びヘッジ手段のそれぞ
れから生じるキャッシュ・フロー変動を比較
し、両者の変動比率等を基礎にして有効性を評
価しております。 

(6)その他連結財務諸表作
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。 

５．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ヶ
月以内に償還期限の到来する短期投資からな
っております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、337,559千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

千円 

建物及び構築物 25,850 

土地 64,313 

投資有価証券 63,813 

投資その他の資産「その他」  

（役員保険積立金） 60,076 

合  計 214,053 

担保付債務は次のとおりであります。 

千円 

短期借入金 750,000 

１年以内返済予定長期借入金 20,000 

長期借入金 5,000 

合  計 775,000 
 
３  当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

  千円 

当座貸越極度額の総額 2,035,000 

借入実行残高 750,000 

差引額 1,285,000 
  

 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであ

ります。 

千円 

給料手当 379,138 

役員報酬 165,273 

法定福利費 71,168 

地代家賃 68,048 

賞与引当金繰入額 40,882 

減価償却費 15,513 

退職給付費用 5,230 
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

3,159千円 

※３ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具            459千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

工具、器具及び備品       5,398千円 
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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１） 9,108,960 46,000 － 9,154,960 

合  計 9,108,960 46,000 － 9,154,960 

自己株式      

普通株式 （注２） 1,290 145,000 － 146,290 

合  計 1,290 145,000 － 146,290 

（注）１．普通株式の発行済株式における総数の増加は、新株引受権及び新株予約権の権利行使によるものでありま

す。 

２．普通株式の自己株式における増加数は、平成18年11月10日開催の取締役会において決議された買付による

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27日 

定時株主総会 
普通株式 72,861 8 平成18年３月31日 平成18年６月27日

 

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

    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26日 

定時株主総会 
普通株式 72,069 利益剰余金 8 平成19年３月31日 平成19年６月26日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

千円 

現金及び預金勘定 821,672 

現金及び現金同等物 821,672 
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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 

  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) 

    （単位：千円） 

 
システム 

ソリューション
スタッフ 
サービス 

計 消去又は全社 連 結 

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 

6,324,000 755,232 7,079,232 － 7,079,232 

(2) セ グ メ ン ト 間 の 
内 部 売 上 高 又 は 
振替高 

－ 26,790 26,790 (26,790) － 

  計 6,324,000 782,022 7,106,022 (26,790) 7,079,232 

 営業費用 5,324,157 783,454 6,107,612 635,937 6,743,549 

 営業利益 999,842 △1,431 998,410 (662,727) 335,682 

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

     

資産 3,653,171 217,967 3,871,138 (80,728) 3,790,409 

減価償却費 80,143 2,149 82,292 － 82,292 

減損損失 － － － － － 

資本的支出 78,754 25,507 104,262 (24,454) 79,807 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の事業の内容 

  (1)システムソリューション･･･システム開発、コンサルティング 

(2)スタッフサービス･････････アウトソーシング、人材派遣、職業紹介 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は663,047千円であり、その主なものは、

当社の管理部門に係る費用であります。 

 

 ｂ．所在地別セグメント情報 

  当連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 ｃ．海外売上高 

  当連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

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

 

（関連当事者との取引） 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

 

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 

（流動の部） 

 繰延税金資産 

  賞与引当金          73,990千円 

  未払事業税           12,416千円 

  未払法定福利費 9,193千円 

  その他         5,385千円 

 （繰延税金資産合計）   100,987千円 

  

（固定の部） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金      111,546千円 

  役員退職慰労引当金    38,736千円 

  貸倒引当金        11,352千円 

  会員権評価損       13,562千円 

  その他          11,237千円 

 （繰延税金資産合計）    186,436千円 

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △27,972千円 

 （繰延税金負債合計）    △27,972千円 

  繰延税金資産の純額    259,450千円 

 

(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 

差異原因 

法定実行税率                 40.7％ 

（調 整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   3.4％ 

住民税均等割額              0.5％ 

その他                 △0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率      44.5％ 
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（有価証券関係） 

  当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  （単位：千円） 

区  分 取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差 額 

（連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの） 

株式 

 
 

72,949 

 
 

141,694 

 
 

68,744 

小 計 72,949 141,694 68,744 

（連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの）

株式 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

小 計 － － － 

合 計 72,949 141,694 68,744 

（注）その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、合理的な反

証がない限り時価の回復可能性がないものとして減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、

時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容      （単位：千円）

区  分 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 

 

7,496 

計 7,496 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引を利用しておりますが、すべてヘッジ会

計が適用されているため該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

１. 退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 

２. 退職給付債務に関する事項                                     （単位：千円） 

 当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1) 退職給付債務 △578,563 

(2) 年金資産 399,599 

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △178,963 

(4) 未認識数理計算上の差異 31,090 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) △112,635 

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5) △260,509 

(7) 前払年金費用 26,345 

(8) 退職給付引当金(6)-(7) △286,855 

 

３. 退職給付費用に関する事項                                   （単位：千円） 

 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) 勤務費用 53,502 

(2) 利息費用 13,726 

(3) 期待運用収益 △9,579 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 8,433 

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △16,090 

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 49,992 

 

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率 2.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.5％ 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 10年 

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以内の一定年

数(10年)による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

(5) 過去勤務債務の処理年数 10年 

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以内の一定年

数(10年)による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の連結会計年度か

ら費用処理しております。 
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（ストック・オプション等） 

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。 

 

（企業結合等） 

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。 

 

（１ 株 当 た り 情 報         ） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額     174円55銭 

１株当たり当期純利益金額     20円86銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     20円53銭 

  

 

（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額は、

以下のとおりであります。 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益(千円) 189,948 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

(うち利益処分による役員賞与金) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 189,948 

期中平均株式数（千株） 9,106 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

普通株式増加数（千株） 147 

（うち新株予約権） (147) 

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29日定時株主総会決議

による新株予約権１種類 

（新株予約権の数82個） 

 

 

（重 要 な 後 発 事 象         ） 

   当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（1） 貸借対照表 

(単位：千円) 

 

 

 

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 金   額 構成比 金   額 構成比 増  減 

(資産の部) 
     ％      ％ 

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 937,611  742,301  △195,309

２．受取手形 －  10,901  10,901

３．売掛金 1,577,570  1,791,539  213,969

４．仕掛品 235,748  184,634  △51,113

５．前払費用 16,647  26,439  9,792

６．繰延税金資産 95,752  99,488  3,736

７．その他 16,425  5,688  △10,737

貸倒引当金 △1,570  △1,750  △180

流動資産合計 2,878,185 79.3 2,859,244 78.3 △18,940

Ⅱ  固定資産   

１．有形固定資産     ※１   

(1) 建物        ※２ 54,243 45,876  △8,366

(2) 構築物       ※２ 4,221 3,648  △573

(3) 車両運搬具 9,505 9,285  △219

(4) 工具、器具及び備品 74,148 66,239  △7,908

(5) 土地        ※２ 64,313 64,313  －

有形固定資産合計 206,431 5.7 189,363 5.2 △17,068

２．無形固定資産  

(1) ソフトウェア 52,146 48,489  △3,657

(2) 電話加入権 2,391 2,391  －

無形固定資産合計 54,538 1.5 50,881 1.4 △3,657

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券    ※２ 146,356 149,191  2,834

(2) 関係会社株式 － 55,612  55,612

(3) 出資金 10 10  －

(4) 長期前払費用 215 －  △215

(5) 前払年金費用 29,366 25,064  △4,301

(6) 繰延税金資産 145,612 159,088  13,475

(7) 敷金保証金 99,128 96,473  △2,654

(8) 役員保険積立金   ※２ 62,983 62,542  △441

(9) 会員権 33,600 33,600  －

貸倒引当金 △27,900 △27,900  －

投資その他の資産合計 489,372 13.5 553,682 15.1 64,309

固定資産合計 750,342 20.7 793,926 21.7 43,584

資産合計 3,628,527 100.0 3,653,171 100.0 24,643

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(単位：千円) 

 

 

 

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 金   額 構成比 金   額 構成比 増  減 

(負債の部)      ％       ％  

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 473,553 398,769  △74,784 

２．短期借入金      ※２ 550,000 700,000  150,000 

３．1年以内返済予定長期借入金 ※２ 20,000 20,000  － 

４．1年以内償還予定社債 100,000 －  △100,000 

５．未払金 47,413 76,038  28,624 

６．未払費用 109,177 67,972  △41,205 

７．未払法人税等 100,656 144,143  43,487 

８．未払消費税等 96,229 89,632  △6,597 

９．前受金 88 623  535 

１０．預り金 18,097 14,765  △3,332 

１１．賞与引当金 181,380 182,481  1,101 

１２．その他 8,354 8,073  △281 

流動負債合計 1,704,951 47.0 1,702,499 46.7 △2,452 

   

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金      ※２ 25,000 5,000  △20,000 

２．退職給付引当金 286,387 274,469  △11,917 

３．役員退職慰労引当金 95,200 95,200  － 

固定負債合計 406,587 11.2 374,669 10.3 △31,917 

負債合計 2,111,538 58.2 2,077,168 57.0 △34,369 

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(単位：千円) 

 

 

 

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 金   額 構成比 金   額 構成比 増  減 

(資本の部) 
     ％       ％  

Ⅰ 資本金        ※３ 270,629 7.4 － － －

Ⅱ 資本剰余金  

１．資本準備金 232,659 －  －

資本剰余金合計 232,659 6.4 － － －

Ⅲ 利益剰余金  

１．利益準備金 20,944 －  －

２．任意積立金 38,000 －  －

３．当期未処分利益 898,711 －  －

利益剰余金合計 957,655 26.4 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 56,637 1.6 － － －

Ⅴ 自己株式       ※４ △592 △0.0 － － －

資本合計 1,516,988 41.8 － － －

負債及び資本合計 3,628,527 100.0 － － －

      

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金 － － 454,197 12.4 －

２. 資本剰余金  

(1)資本準備金 － 56,207  －

資本剰余金合計 － － 56,207 1.5 －

３．利益剰余金  

(1)利益準備金 － 20,944  －

(2)その他利益剰余金 － 1,046,365  －

別途積立金 － 38,000  －

繰越利益剰余金 － 1,008,365  －

利益剰余金合計 － － 1,067,309 29.2 －

４．自己株式 － － △42,483 △1.1 －

株主資本合計 － － 1,535,229 42.0 －

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金 － － 40,772 1.1 －

評価・換算差額等合計 － － 40,772 1.1 －

純資産合計 － － 1,576,002 43.1 －

負債及び純資産合計 － － 3,653,171 100.0 －

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2） 損益計算書 

                                                                                        (単位：千円) 

 

 

 

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 金   額 百分比 金   額 百分比 増  減 

 ％     ％  

Ⅰ 売上高 6,929,758 100.0 6,720,848 100.0 △208,910 

Ⅱ 売上原価        ※２ 5,669,845 81.8 5,413,023 80.5 △256,822 

売上総利益 1,259,913 18.2 1,307,825 19.5 47,911 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※１,２ 909,578 13.1 969,107 14.4 59,528 

営業利益 350,334 5.1 338,717 5.1 △11,616 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 32 386  354 

２．受取配当金 738 985  247 

３．受取手数料 1,765 1,750  △15 

４．保険配当金 2,073 4,482  2,408 

５．その他 3,279 13,819  10,539 

営業外収益合計 7,889 0.1 21,424 0.3 13,534 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 10,340 6,788  △3,552 

２．その他 － 487  487 

営業外費用合計 10,340 0.2 7,275 0.1 △3,065 

経常利益 347,883 5.0 352,866 5.3 4,983 

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益     ※４ 1,253 459  △794 

２．貸倒引当金戻入益 3,180 －  △3,180 

３．投資有価証券売却益 37,371 －  △37,371 

４．営業権売却益 8,997 －  △8,997 

特別利益合計 50,803 0.8 459 0.0 △50,344 

Ⅶ 特別損失   

１．前期損益修正損 1,180 －  △1,180 

２．固定資産除却損     ※３ － 5,398  5,398 

３．投資有価証券評価損 12,219 －  △12,219 

４．減損損失       ※５ 18,229 －  △18,229 

５．リース解約違約金 2,965 －  △2,965 

特別損失合計 34,594 0.5 5,398 0.1 △29,195 

税引前当期純利益 364,092 5.3 347,926 5.2 △16,166 

法人税、住民税及び事業税 139,611 2.1 160,738 2.4 21,126 

法人税等調整額 13,896 0.2 △6,327 △0.1 △20,223 

当期純利益 210,584 3.0 193,515 2.9 △17,068 

前期繰越利益 688,127 －  － 

当期未処分利益 898,711 －  － 

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 
                    （単位：千円） 

 

 

前事業年度 

（平成 18 年３月期） 

  

Ⅰ 当期未処分利益 898,711 

   合 計 898,711 

  

Ⅱ 利益処分額  

配 当 金 72,861 

役員賞与金 11,000 

（うち監査役賞与金） (1,300) 

  

Ⅲ 次期繰越利益 814,849 

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書      

当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） （単位：千円）

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金   
資本金 

資本準備金 利益準備金
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 270,629 232,659 20,944 38,000 898,711 957,655

事業年度中の変動額   

新株の発行 3,568 3,548  

資本準備金の減少による 

資本金組入 
180,000 △ 180,000  

剰余金の配当（注１）   △ 72,861 △ 72,861

役員賞与の支払額（注１）   △ 11,000 △ 11,000

当期純利益   193,515 193,515

自己株式の取得   

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 183,568 △ 176,452 － － 109,653 109,653

平成 19 年３月 31 日 残高 454,197 56,207 20,944 38,000 1,008,365 1,067,309

 

     （単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等 

  
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 △ 592 1,460,350 56,637 56,637 1,516,988

事業年度中の変動額  

新株の発行 7,116  7,116

資本準備金の減少による 

資本金組入 
－  －

剰余金の配当（注１） △ 72,861  △ 72,861

役員賞与の支払額（注１） △ 11,000  △ 11,000

当期純利益 193,515  193,515

自己株式の取得 △41,891 △41,891  △41,891

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

△ 15,865 △ 15,865 △ 15,865

事業年度中の変動額合計 △41,891 74,878 △ 15,865 △ 15,865 59,013

平成 19 年３月 31 日 残高 △42,483 1,535,229 40,772 40,772 1,576,002

(注) １．平成 18 年６月 27 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

２．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。  
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（4） キャッシュ・フロー計算書 

 (単位：千円) 

              
 
 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 364,092 

減価償却費 82,707 

減損損失 18,229 

貸倒引当金の増減額(減少:△) △3,110 

賞与引当金の増減額(減少:△) △6,775 

退職給付引当金の増減額(減少:△) 1,739 

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) △63,300 

受取利息及び受取配当金 △770 

支払利息 10,340 

固定資産売却損益(益:△) △1,253 

投資有価証券評価損益(益:△) 12,219 

投資有価証券売却損益(益:△) △37,371 

売上債権の増減額(増加:△) △57,656 

たな卸資産の増減額(増加:△) △12,834 

仕入債務の増減額(減少:△) △11,175 

未払金の増減額(減少:△) △1,654 

未払費用の増減額(減少:△) △38,755 

前受金の増減額(減少:△) 88 

未払消費税等の増減額(減少:△) 3,717 

役員賞与の支払額 △14,140 

その他 1,218 

小  計 245,555 

利息及び配当金の受取額 705 

利息の支払額 △10,366 

法人税等の支払額 △115,634 

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,260 

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 245,000 

有形固定資産の取得による支出 △52,661 

有形固定資産の売却による収入 2,352 

無形固定資産の取得による支出 △14,809 

投資有価証券の取得による支出 △4,811 

投資有価証券の売却による収入 49,032 

貸付金の貸付による支出 △680 

貸付金の回収による収入 260 

敷金保証金の差入による支出 △605 

敷金保証金の払戻による収入 22,713 

投資活動によるキャッシュ・フロー 245,790 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 △130,000 

長期借入金の返済による支出 △98,190 

社債の償還による支出 △100,000 

株式の発行による収入 26,500 

配当金の支払額 △53,160 

財務活動によるキャッシュ・フロー △354,850 

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 11,201 

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 926,410 

Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 937,611 

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．当事業年度より連結財務諸表を作成しておりますので記載を省略しております。 
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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） 

 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

期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) 

期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 時価のないもの 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

移動平均法による原価法 同  左 

２．デリバティブの評価基準及び

評価方法 

時価法 同  左 

仕掛品 仕掛品 ３．たな卸資産の評価基準及び評

価方法  個別法による原価法 同  左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方法 

定率法  

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建       物  ３年～47年 

工具、器具及び備品  ３年～６年 

同  左 

 (2）無形固定資産 (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、見込販売収益に基づく償却額と残存

有効期間（３年）に基づく均等配分額と

を比較し、いずれか多い金額をもって償

却し、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法、それ以外の無形固定資

産については定額法によっております。

同  左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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。 

同  左 

 (2）賞与引当金 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、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。 

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）退職給付引当金 (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及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数（10 年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の事業年度

から費用処理しております。 

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内

の一定年数（10 年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しております。 

同  左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 

 平成 17 年 6 月 29 日定時株主総会終結

の時をもって役員の退職慰労金制度を廃

止し、内規に基づく制度廃止時の要支給

額を役員の退任時に支払うこととなった

ため、当該支給予定額を計上しておりま

す。 

同  左 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同  左 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしている場合は特例処理

を採用しております。 

同  左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段………金利スワップ ヘッジ手段………同左 

 ヘッジ対象………借入金 ヘッジ対象………同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 社内規程に基づき、借入金に係る金利

変動リスクをヘッジしております。 

同  左 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間においてヘッジ対象及びヘッジ手

段のそれぞれから生じるキャッシュ・フ

ロー変動を比較し、両者の変動比率等を

基礎にして有効性を評価しております。

同  左 

８．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。 

 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 
税抜方式によっております。 同  左 
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重要な会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）                           

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平

成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。 

これにより税引前当期純利益は 18,229 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。 

なお、従来の資本の部の合計額に相当する金額は

1,576,002 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。 

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度より、｢企業結合に係る会計基準」(企業会計

審議会 平成 15 年 10 月 31 日)及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成 18 年 12 月 22 日 企業会計基準適用指針第 10

号）を適用しております。 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 

       411,123千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

          325,122千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物                        24,918千円 

構築物             4,221 

土地                          64,313 

投資有価証券                  79,967 

役員保険積立金                58,553 

  計             231,973 

 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金                  550,000千円 

   １年以内返済予定長期借入金   20,000 

      長期借入金           25,000 

計                       595,000 

※２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物                        22,202千円 

構築物             3,648 

土地                          64,313 

投資有価証券                  63,813 

役員保険積立金                60,076 

  計             214,053 

 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金                  700,000千円 

１年以内返済予定長期借入金   20,000 

長期借入金            5,000 

計                      725,000 

※３ 資本金 

授 権 株 式 数 普通株式 35,800,000株 

発 行 済 株 式 総 数 普通株式 9,108,960株 

※３ 

※４ 自己株式 

自 己 株 式 数 普通株式     1,290株 

※４ 

５ ５ 偶発債務 

①債務保証 

次の関係会社等について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

(株)クロススタッフ 50,000 借入保証 

計 50,000 － 
 

６ 配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する時価を付し

たことにより増加した純資産額 

56,637千円 

６  

７ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しており

ます。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越契約の総額     1,835,000千円 

借入実行残高         550,000 

差引額         1,285,000 

７ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しており

ます。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越契約の総額     1,835,000千円 

借入実行残高         700,000 

差引額         1,135,000 
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（損 益 計 算 書 関 係         ）  

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は32％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は68％

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            136,410千円 

     給料手当            334,514 

   賞与引当金繰入額         33,490 

     法定福利費                       49,926 

   退職給付費用                  5,133 

   役員退職慰労引当金繰入額          2,900 

   地代家賃                         57,254 

減価償却費                       14,662 

貸倒引当金繰入額            70 

支払手数料            44,896 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は32％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は68％

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            153,993千円 

     給料手当            362,993 

   賞与引当金繰入額         39,344 

     法定福利費                       63,142 

   退職給付費用                  5,069 

   地代家賃                         60,579 

減価償却費                       13,824 

貸倒引当金繰入額            180 

※２ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

5,979千円 

※２ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

3,159千円 

※３ ※３ 固定資産除却損は、建物付属設備 530 千円、工

具器具備品 4,868 千円であります。 

※４ 固定資産売却益は、車両運搬具 1,253 千円であ

ります。 

※４ 固定資産売却益は、車両運搬具 459 千円であり

ます。 

※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

場 所 用 途 種 類 

静岡県 

賀茂郡 

遊 休 

 

土 地 

 

本 社 

 

遊 休 

 

電 話 

加入権 

当社は各営業所別の事業資産、共用資産及び遊休

資産にグルーピングを実施しております。 

当社の保有する遊休資産のうち時価が著しく下落

したものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（18,229 千円）として

特別損失に計上しております。その内訳は土地

16,127 千円及び電話加入権 2,101 千円であります。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味実現売却価

額により測定しており、土地については固定資産税

評価額により評価し、また電話加入権についてはゼ

ロ評価としております。 

※５ 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式

数（株） 

当事業年度減少株式

数（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

普通株式 1,290 145,000 － 146,290

合 計 1,290 145,000 － 146,290

（注）普通株式の自己株式における増加数は、平成 18 年 11 月 10 日開催の取締役会において決議された買付による

増加であります。 

 

 

（キャッシュ・フロ－計算書関係） 
（単位：千円）

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 

             （平成18年３月31日現

在） 

現金及び預金勘定              937,611  

預入期間が3ヶ月を超える定期預金             － 

現金及び現金同等物           937,611 

 

(注) 当事業年度より連結財務諸表を作成しておりますので記載を省略しております。 
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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 

  

(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）

工具、器具
及び備品 

3,379 2,465 914

  

    

(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 707千円

１年超 254千円

合計 961千円
  

    

(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 

 

  
支払リース料 1,404千円

減価償却費相当額 1,311千円

支払利息相当額 78千円
  

    

(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。 

 

(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。 

 

  

（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。 
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（有価証券関係） 

前事業年度 （平成 18 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  （単位：千円） 

区  分 取 得 原 価 貸借対照表計上額 差 額 

（貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの） 

株式 

 
 

43,364 

 
 

138,859 

 
 

95,494 

小 計 43,364 138,859 95,494 

（貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの） 

株式 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

小 計 － － － 

合 計 43,364 138,859 95,494 

（注）その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比し 50％以上下落した場合は、合理的な

反証がない限り時価の回復可能性がないものとして減損処理を実施し、下落率が 30％以上 50％未満の場合

には、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。 

 

２. 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） 

49,032 37,371 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容      （単位：千円）

区  分 貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 

 

7,496 

計 7,496 

（注）当事業年度において、減損処理を行い、投資有価証券評価損 12,219 千円を計上しております。 

 

４. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債権における今後の償還予定額 

該当事項はありません。 

 

 

 当事業年度 （平成 19 年３月 31 日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

なお、「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除きます。）に関する注記については、

当事業年度より連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 
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（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 

（流動の部） （流動の部） 

 繰延税金資産  繰延税金資産 

  賞与引当金          73,803 千円   賞与引当金          74,251 千円 

  未払事業税           8,317 千円   未払事業税           12,416 千円 

  未払法定福利費 7,962 千円   未払法定福利費 9,220 千円 

  その他         5,668 千円   その他         3,599 千円 

 （繰延税金資産合計）   95,752 千円  （繰延税金資産合計）   99,488 千円 

    

（固定の部） （固定の部） 

 繰延税金資産  繰延税金資産 

  退職給付引当金       104,581 千円   退職給付引当金      111,681 千円 

  役員退職慰労引当金     38,736 千円   役員退職慰労引当金    38,736 千円 

  貸倒引当金        11,352 千円   貸倒引当金        11,352 千円 

  会員権評価損       13,562 千円   会員権評価損       13,562 千円 

  その他          16,235 千円   その他          11,726 千円 

 （繰延税金資産合計）     184,469 千円  （繰延税金資産合計）    187,060 千円 

 繰延税金負債  繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金  △38,856 千円   その他有価証券評価差額金 △27,972 千円 

 （繰延税金負債合計）     △38,856 千円  （繰延税金負債合計）    △27,972 千円 

  繰延税金資産の純額     145,612 千円   繰延税金資産の純額    258,576 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

担率との差異原因 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異原因 

法定実行税率              40.7％ 

（調 整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4％ 

住民税均等割額            0.4％ 

その他               △0.1％ 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下

であるため、注記を省略しております。 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   44.4％ 

 

（持 分 法 損 益 等         ） 

 

前事業年度末（平成 18 年３月 31 日） 

持分法を適用すべき関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

 

当事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度より連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 
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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     165 円 35 銭  １株当たり純資産額     174 円 94 銭 

 １株当たり当期純利益金額     22 円 15 銭  １株当たり当期純利益金額     21 円 25 銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
    21 円 58 銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
    20 円 91 銭 

当社は、平成17年5月20日付をもって普通株式１株を

２株に分割しております。 

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株当たりの情報について

は、それぞれ以下のとおりとなっております。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 146 円 40 銭 

１株当たり当期純利益金額 21 円 06 銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
20 円 69 銭 

 

 

（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額は、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) 210,584 193,515 

普通株主に帰属しない金額（千円） 11,000 － 

(うち利益処分による役員賞与金) (11,000) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 199,584 193,515 

期中平均株式数（千株） 9,008 9,106 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（千株） 239 147 

（うち新株予約権） (239) (147) 

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 29 日定時株主総会

決議による新株予約権１種類 

（新株予約権の数 82 個） 

 

 

（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) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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６．その他 

（1）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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平成平成1919年年33月期月期((連結）連結）
決算短信補足資料決算短信補足資料

平成19年5月15日

＊連結決算への移行につきまして

当社は、平成18年9月中間期より連結決算へ移行いたしました。

本資料で比較で用いた前期実績は、株式会社クロスキャット単体の

発表値を使用しております。

（単位：百万円、％）
① 平成19年3月期決算の概要（対前年同期比）

売上高

売上総利益

平成18年3月期

金額

平成19年3月期

営業利益

経常利益

当期純利益

対売上比 金額 対売上比 増減比

2.2

9.2

▲4.2

0.2

▲9.8

100.0

1,259 18.2

350 5.1

347 5.0

210 3.0

販売管理費 14.4909 13.1

7,079 100.0

1,376 19.4

335 4.7

348 4.9

189 2.7

1,040 14.7

6,929
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②事業別売上高

6,9296,929 7,0797,079

システムソリューション

8,2508,250
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2,5322,440 2,387

1,702
1,3741,277

4,016

3,3173,212

46.4 46.9 48.7

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期（予）

0

20

40

60

80

100

メーカ系 SI系 ユーザ系 ユーザ系割合（％）

（百万円）
（％）

④契約先別売上高

6,9296,929 7,0797,079
8,2508,250

（単位：百万円、％）
⑤平成20年3月期決算予想の概要

売上高

売上総利益

平成19年3月期

金額

平成20年3月期（予）

営業利益

経常利益

当期純利益

対売上比 金額 対売上比 増減比

8,250 100.0 16.5

1,638 19.9 19.0

464 5.6 38.2

450 5.5 29.1

220 2.7 15.8

販売管理費 1,174 14.2 12.8

7,079 100.0

1,376 19.4

335 4.7

348 4.9

189 2.7

1,040 14.7
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3,827

4,380

3,2523,382 3,870

3,547

5.5
4.95.0

0

2 ,000

4 ,000

6 ,000

8 ,000

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期（予）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

上期売上高 下期売上高 売上経常利益率（％）

（百万円）
（％）

⑥売上高、経常利益率の推移

8,2508,250

7,0797,0796,9296,929

＊本資料についてのご注意

本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので

あり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したも
のであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあり
ます。

なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。




