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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 4,918 18.0 378 32.2 345 20.6 208 32.2

18年３月期 4,169 14.6 286 34.0 286 37.0 157 33.7

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 17,247 99 17,148 77 20.7 16.5 7.7

18年３月期 40,567 51 － － 20.6 16.9 6.9

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 2,400 1,212 50.5 92,032 31

18年３月期 1,787 803 44.9 206,416 82

（参考）自己資本 19年３月期 1,212百万円 18年３月期 －百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 255 △143 217 858

18年３月期 163 △185 △83 528

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － 20,000 00 20,000 00 77 49.3 10.2

19年３月期 － － － － － － 6,700 00 6,700 00 88 38.8 8.3

20年３月期（予想） － － － － － － 6,700 00 6,700 00 － 38.3 －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 2,671 13.4 129 10.9 129 13.6 73 17.6 5,583 03

通期 5,573 13.3 405 6.9 404 17.0 230 10.4 17,485 96
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 13,176株 18年３月期 3,892株

②　期末自己株式数 19年３月期 ―株 18年３月期 ―株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の平成20年3月期業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、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の変化等により、実際の業績は上記に記載した予想数値と異なる場合があり

ますことをご了解ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当事業年度におけるわが国経済は、業界間格差や企業間格差はありましたが、企業収益の改善による設備投資が増

加し、また雇用情勢の改善がみられるなど景気はゆるやかな拡大基調で推移しました。

  当社の主要顧客であるメーカーにおいては、自動車関連をはじめ情報通信機器、電子デバイス関連が業績を伸ばし

ており、新製品開発や製品開発の効率化などアウトソーシング業界への需要は高まっておりました。

　このような状況の中、当社の主要顧客において技術者ニーズ、開発要望が強くあり積極的に対応し、付加価値の高

い技術サービスを提供できました。

　これらの結果、当事業年度の売上高は4,918,556千円（前年同期比18.0％増）、売上原価は3,855,836千円（同

17.8％増）、販売費及び一般管理費は683,755千円（同12.3％増）、営業利益は378,963千円（同32.2％増）、経常利

益は345,489千円（同20.6％増）、税引前当期純利益は361,473千円（同26.2％増）、当期純利益は208,683千円（同

32.2％増）であります。

　売上原価の増加は、主に技術社員数の増加に伴う労務費及び教育経費の増加によるものであります。又、販売費及

び一般管理費の増加は、採用及び管理要員の増加による人件費、支払手数料、旅費交通費、事務所増設に伴う地代家

賃の増加等によるものであります。営業利益、経常利益、税引前当期純利益が増えたのは、主に売上高の増加により

ますが、販売費及び一般管理費の構成比率が13.9％となり前事業年度に比べ0.7ポイント改善したことも要因でありま

す。

　当社は、平成18年12月20日にジャスダック証券取引所に上場いたしました。これに伴い、上場関連費用29,451千円、

株式交付費4,478千円を営業外費用として計上しております。

（次期の見通し）

　次期の見通しとして、当社の主要顧客であるメーカーにおいて、引き続き新製品開発や製品開発の効率化などが活

発に行われること、企業収益の改善により雇用情勢が活発化してきておりますます技術者不足が進行することが予想

され、当社の主要顧客であるメーカーからの技術者ニーズ、開発要望が引続き拡大すると考えております。又、技術

社員の採用を積極的に進めることならびに付加価値を高めるべく教育研修の強化を行いながら、業績向上に努めてま

いります。

又、中長期的な観点から内部統制システムの構築、コンプライアンス体制の推進など成長のための活動にも取り組ん

でいくことから、先行的なコスト負担が増加しますが、売上を拡大することでこれを吸収し、増収増益を見込んでお

ります。

通期の業績見通しにつきましては次のとおりであります。

  売上高　　5,573百万円（前年同期比　13.3％増）

  経常利益　　404百万円（前年同期比　17.0％増）

  当期純利益　230百万円（前年同期比　10.4％増）

 

(2）財政状態に関する分析

①財政状態

  当事業年度末における資産合計は2,400,125千円で、前事業年度末の1,787,718千円に比べ612,406千円の増加とな

りました。

  当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末の1,338,469千円に比べ469,419千円増加し1,807,889千円

となりました。主な内訳は、現金及び預金の増加（588,539千円から918,086千円へ329,547千円増）ならびに売上債

権の増加（580,247千円から675,700千円へ95,453千円増）であります。前者は公募増資による収入等に起因し、後者

は売上高の増加に伴うものであります。また、当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末の449,248千

円に比べ142,987千円増加し592,236千円となりました。これは主に建物の増加（176,054千円増加、うち55,800千円

は建設仮勘定の前事業年度末残高からの振替）によるものであります。

　当事業年度末における負債合計は1,187,507千円で、前事業年度末の984,344千円に比べ203,163千円の増加となり

ました。

　当事業年度末における流動負債の残高は1,048,202千円となり、前事業年度末の872,030千円に比べ176,171千円の

増加となりました。主な内訳は、賞与引当金の増加（277,400千円から326,920千円へ49,520千円の増）と未払費用の

増加（288,471千円から337,021千円へ48,549円増）にあります。これらの増加は、社員数の増加に伴うものでありま

す。また、当事業年度における固定負債の残高は139,305千円となり、前事業年度末の112,313千円と比べ26,991千円

の増加となりました。主な内訳は、社員数の増加に伴う退職給付引当金の増加（81,973千円から98,126千円へ16,152

千円増）であります。

　当事業年度末における純資産の残高は1,212,617千円となり、前事業年度の資本残高803,374千円に比べ409,243千

円の増加となりました。これは、公募増資により資本金が234,575千円から373,775千円へ、また資本準備金が194,575
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千円から333,775千円へそれぞれ139,200千円増加したこと、ならびに繰越利益剰余金が355,067千円となり、前事業

年度の当期未処分利益224,224千円に比べ130,843千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

　 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ329,547千円増加し

 858,086千円となりました。

　 当事業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)

   当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度末に比べ91,671千円増加し255,453千円となりま

 した。これは、売上債権の増加等の減少要因があったものの、税引前当期純利益、賞与引当金等が増加したことに

 よります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

   当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、前事業年度末に比べ42,707千円減少し143,188千円となりま

 した。支出の主な要因は、有形固定資産の取得であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　 当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、前事業年度末に比べ300,990千円増加し217,281千円となり

 ました。これは、配当金の支払という減少要因があったものの、株式の発行による多額の収入(273,921千円）等が

 あったことによります。

     ③キャッシュ・フローの指標のトレンド

  　　　平成18年３月期  　　　平成19年３月期

 自己資本比率（％） 　　 44.9  50.5

 時価ベースの自己資本比率（％）  ―  160.8

 債務償還年数(年）  0.8  0.6

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 　　　81.4 　　　　　110.1 

　　 (注）１．各指標の算式は次のとおりであります。

　　　　　　　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

　　　　　　　債務償還年数　　　　　　　　　　　　:　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　　： 営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　　　２．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後）により算出しております。

　　　　　３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象とし、営業

　　　　　　　キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを、また、利払い

　　　　　　　は損益計算書に計上されている支払利息を使用しております。  

 

④次期の見通し

  営業活動によるキャッシュ・フローについては、業績の順調な推移と社員数の増加に伴う税引前当期純利益、賞与

引当金、退職給付引当金等の増加要因が売上債権の増加等による減少要因を上回り、資金獲得を見込んでおります。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、西部事業部の社宅取得という設備投資を行い、改装費を含め概算

240,000千円の支出を予定しています。このため、当事業年度に比べ支出が100,000千円以上増えるものと見通してお

ります。なお、支払いには平成18年12月の上場に伴う公募資金を充当するため、この件で借入れを行うことは予定し

ておりません。財務活動によるキャッシュ・フローについては、項目として配当金の支払と短期借入金の純増減額が

ありますが、大きな増減要因は生じないものと見通しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 　当社の利益配分に対する基本方針は、株主に安定的に配当を実施していくとともに、将来の事業展開と経営体質及

び財務体質の強化のため、内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。内部留保金につきましては、

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力の強化

や高齢化対策、ひいては当社の永続的成長を図るため活用してまいりたいと考えております。

　当期の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり普通配当金6,700円の配当を実施することを決定しまし

た。 又、次期以降も株主への適正な利益還元を実施すべく、業績等を勘案し安定した配当を継続してまいる所存であ

ります。

 

(4）事業等のリスク

 　当社の事業展開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主な事項を記載しており

ます。なお、当該リスク情報につきましては決算短信発表日現在において当社が判断したものであり、将来発生しう

る全てのリスクを網羅したものではありません。

①法的規制について

　当社の主力事業であるアウトソーシング事業のうち、派遣事業については「労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下、「労働者派遣法」という。）」第2条第5項により規制される

「特定労働者派遣事業（派遣される労働者が常用雇用される派遣事業）」であり、法令に基づく厚生労働大臣への届

出（届出受理番号　特14-01-0424）を行っております。当社では関係法令の遵守に努め労働者派遣事業を行っており

ますが、「労働者派遣法」に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反する場合には当該事業

の停止を命じられ、事業が営めなくなるリスクがあります。又、新たに法規制の緩和や改正などが行われた場合、当

社の事業に不利な影響を及ぼすものであれば、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　労働者派遣事業と請負により行われる事業の区別に関しては、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区

分に関する基準」（労働省告示第37号）において指揮・命令系統の明確化や、請負部門の独立化などの点について示

されております。当社の行う業務請負についても、実質的に労働者派遣とみなされ「労働者派遣法」に違反するよう

な場合には、事業停止を命ぜられ事業が営めなくなるリスクがあります。これらの処分を受けた場合、当社の業績及

び財政状態に影響を受けることが考えられます。

②競合について

　労働者派遣事業について厚生労働省より平成18年12月26日に発表された労働者派遣報告によると平成17年度の派遣

労働者数は約124万人と対前年比39.2％増、年間売上高も約４兆351億円と対前年度比41.0％増と大幅な増加となって

おります。こうした状況からアウトソーシング業界は、今後のさらなる成長が見込まれ企業間の競争は厳しくなって

いくものと考えられます。そのような環境のもと受注競争が厳しくなり、同業他社の低価格戦略や取引先からの値下

げ要請を受ける可能性もあります。

　当社は、提供する技術サービスの質的向上を図るほか、設計・開発ニーズの変動への柔軟かつ的確な対応が出来る

戦略的営業・技術教育の推進により、適正な収益を確保しつつ事業の拡大を図るべく努めておりますが、競合が厳し

くなる中で受注が十分に確保できない、又は技術料金が低下すること等によって当社の業績及び財政状態に影響を受

ける可能性があります。 

③技術者の確保について

  当社は機械設計、電子設計、ソフト開発等の技術サービスを提供するアウトソーシング事業を展開しているため、

技術者は重要な経営資源であり、優秀な技術者の確保が事業拡大の必要条件であります。

  当社の提供するサービスへの需要は、メーカー等における企業構造の改革に伴い外部資源の有効活用の動きが活発

化すると共に、昨今の景気回復基調を踏まえ、メーカーにおける正社員の採用の活発化などにより、当社の技術者の

採用環境が厳しくなりつつあります。

  当社ではサテライト展開や採用体制を強化し、新学卒者や中途採用の技術者確保に努めております。又、当社は技

術者とのコミュニケーションの充実を図り、技術者が働きやすい環境を整えるべく取り組み、技術者の定着に努めて

おります。しかしながら、技術者の確保が十分に行えない場合や技術者が多く退社した場合は、顧客企業からの設計

開発ニーズ、技術者要請に対応出来ないこととなり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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④業績の季節変動について

　当社では、年２回の新学卒採用と中途採用を行っておりますが、なかでも４月には新卒入社が多くなっております。新

卒社員は技術研修をベースとした教育を概ね２ヶ月程度受け業務に従事しております。このため上半期は、技術者の稼働

率は低下する傾向にあり、教育研修費にかかる経費が増加します。下半期は新卒社員の取引先での業務開始が進み技術者

の稼働率は上がります。このため、相対的に売上高及び利益は上半期が少なく、下半期に多くなる傾向があります。

　当事業年度及び前事年度の上半期及び下半期の業績は以下の通りであります。 

前事業年度（平成18年３月期） 当事業年度（平成19年３月期）

上半期 下半期 通　期 上半期 下半期 通　期

売上高 （千円） 2,013,819 2,155,833 4,169,653 2,355,810 2,562,746 4,918,556

構成比 (％) 48.3 51.7 100.0 47.9 52.1 100.0

営業利益 （千円） 113,357 173,270 286,628 116,567 262,395 378,963

構成比 (％) 39.5 60.5 100.0 30.8 69.2 100.0

経常利益 （千円） 112,837 173,610 286,448 113,572 231,916 345,489

構成比 (％) 39.4 60.6 100.0 32.9 67.1 100.0

稼働率 (％) 91.8 96.8 94.3 92.0 96.6 94.3

 （注）　1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

  　　 　2.稼働率(％)＝稼動技術者数/技術社員総数*100であり、各期間の月末人数を累計した数値により算出して

　　　　　 おります。 

 

⑤自動車・輸送機器関連業界への依存について

　当社の顧客企業毎の業種をみると、電子化が進む自動車・輸送機器業界への売上の構成比が高くなっており、平成18年

３月期は38.9％、平成19年３月期は37.6％となっております。当社といたしましては、事業展開の拡大とともに業種等に

よる偏りが少なくなるよう取り組んでおりますが、依存度の高い業界の業況が不振となるなどの場合には、当社の業績及

び財政状態に影響を受ける可能性があります。

⑥業務請負（委託）契約に基づく瑕疵担保責任について

　当社が技術サービスを提供する契約形態で、業務請負（委託）契約ついては設計・開発を請負って完成すべき業務の遂

行や成果物に対して対価を頂いております。従って、これまでに発生したことはありませんが、業務請負（委託）契約で

完成すべき業務や成果物に係る瑕疵担保責任や製造物責任などの追及を受ける可能性があり、そのような場合には当社の

業績や財政状態に影響を受ける可能性があります。

⑦顧客の企業機密漏洩について

　当社の受託する技術サービスは顧客企業における新製品開発等の設計に係る機密性、ノウハウの高い業務であるため、

当社では営業スタッフ、技術者など社員の入社時、技術者の顧客先での業務開始時などに企業機密保持の重要性を認識さ

せるため指導・教育を行っております。しかしながら、万一顧客の企業機密が外部に流出した場合、当社の社会的信用を

失墜させることになるだけでなく、その漏洩による損害の賠償を求められたり、取引を解消される等の恐れがあります。

これまでにそのような事実が発生したことはありませんが、発生した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える

可能性があります。

⑧個人情報の管理について

　平成17年４月１日に「個人情報の保護に関する法律」が施行されており、個人情報取扱業者は、必要と判断される場合

は一定の報告義務が課されるとともに、同法の一定の義務に違反した場合において個人の権利利益を保護するために必要

と認めるときは、主務大臣は必要な措置を取るべきことを勧告又は命令することができるとされております。当社では、

取引先関係者、学校関係者、採用応募者、役員及び従業員等の個人情報を有しており、個人情報の取扱いに関する基本方

針を定め、個人情報の管理・取扱いには管理責任者を置き、個人情報の厳正な管理に留意しております。しかしながら、

万一個人情報が流出した場合には、補償等が求められる可能性があるほか、当社の社会的な信用を悪化させ、事業活動に

重大な影響を与える可能性があり、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

 【事業の内容】

  当社は大手メーカーを中心とした各顧客企業に対して、その開発パートナーとして技術、設計、開発、生産技術部門

等での機械設計、電子設計、ソフト開発の技術サービスを提供するアウトソーシング事業を展開しております。

 ［事業系統図］

　　当社の事業を事業系統図によって示すと、次の通りであります。

 

 

当         

社 

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業 

顧  

客  

企  

業 

派遣契約 

請負契約 

設計・開発物の提供・納品 

従業員（技術者）を派遣 

技術サービス料金（請負料金）支払 

技術サービス料金（派遣料金）支払 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、「開発・設計のプロ集団として業界の長期安定と社員の永続的成長を図り技術を通じ社会に貢献する。」

の経営理念にもとづき技術者を第一に、付加価値の高い技術力をお客様に提供し、顧客満足を得るよう努めることが

重要であると考えております。また、平成18年12月20日にジャスダック証券取引所に上場させていただくことができ

ましたが、今後は社会の一員としてＣＳＲ（Corporate Social Responsibility - 企業の社会的責任）を当社におけ

る最重要課題と認識し、健全な財務体質を維持しながら企業価値の向上を図ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社は、経営基盤、財務体質の強化を図るために企業規模を拡大することが必要であると考えており、長期的には

社員数1,500名体制を目標としております。

　当社の目標とする経営指標は売上高と経常利益であり、中長期的に経常利益率10％という目標を掲げ、株主の皆様

の期待にお応えするためにも収益力の向上に努めていく所存であります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社を取り巻く経営環境は時代とともに大きく変化しておりますが、マクロ的にはメーカーのアウトソースへの流

れは続き、今後もアウトソーシング業界の競争激化が進むことが予想されます。こういった状況ではありますが、顧

客企業のニーズにタイムリーに対応出来る様に常に優秀な人材を確保し、顧客と人材の最適なマッチングを図ること

により、「人」を中心とした豊かな社会づくりに貢献することが、当社に課された社会的責任であると認識しており

ます。又、顧客満足度の高いサービスの実現が出来る会社でありたいと考えております。そのためにも、今後当社の

顧客であるメーカーの技術革新に貢献し、アウトソーシング事業の拡大が必要と考えております。

　又、当社は設立当初から技術者のための会社として、技術者が「生涯技術者」「プロの技術者」として働ける会社

作りを目指しており、その体制を構築してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  　　今後のアウトソーシング業界は、企業業績および雇用情勢の改善により更に成長が見込まれますが、競争も厳しく

　　なっていくものと考えられます。

　　　当社の主要顧客である自動車、情報通信機器、デジタル家電分野等のメーカーでは、製品開発が重要な位置付けに

　　あり、設計開発に係る人材のニーズが高く推移しております。こうした環境のもとで、当社が更なる発展を実現する

　　うえでは下記の事項が重要な課題であると認識しております。

　　①優秀な人材の確保とプロの技術者の育成。

　　②時代の流れ・顧客ニーズに的確に対応した教育システムの充実。

　　③強い営業力と技術力に見合う適正価格での業務確保・利益確保。

　　④顧客満足度の高いサービス提供と技術者フォローアップ体制の強化。

　　⑤営業基盤の拡大・強化、サテライトの効率的活用。

　　⑥社内管理体制の整備強化。

　　以上を取り組んで行くことで、顧客のニーズに迅速に対応し、時代の流れに対応した戦略を進めてまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

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

内部管理体制の強化のための牽制組織の状況

　当社の管理部門は経営企画部、経理部、人事部、人材開発部、総務部で構成されており、それぞれが社内規程に

基づき運営を行うとともに、業務部門との相互牽制を図っております。社内規程に関しましては関係法令の改正、

内部統制機能の整備等にあわせ随時整備を行い、役員及び従業員へ周知徹底しております。また、社長の直轄組織

である内部監査室が内部監査計画書に基づき業務活動の合理性や効率性、諸規程の適正性や妥当性を検証し、その

結果を社長へ報告し、内部管理体制の継続的な改善に努めております。

  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」に記載されております。 
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②内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　　当社は昨年11月に「内部統制システム構築の基本方針」を定め、その方針に従い内部管理体制の整備充実を進め

ております。

１．取締役会の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　（1）取締役の職務の執行にかかる情報・文書（電磁的記録を含む）の取扱いは、文書管理規程に従い作成のうえ、

適切に保存及び管理を行い、取締役及び監査役が常時これらの文書を閲覧できる状態を維持することとする。

　（2）必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。

２．損失の危機の管理に関する規定その他の体制

　（1）代表取締役社長の直属部署として内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施する。

　（2）内部監査室の監査により法令、定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内

容について、直ちに代表取締役社長に報告する。又、取締役会、監査役連絡会に報告するものとする。

  （3）リスク管理を所管する部署として、リスク管理委員会（仮称）を設置し、リスク毎の管理責任者及び管轄部

署を明確化し、組織横断的リスク状況の監視をすると共に、リスク管理規程及びリスク管理マニュアルを策

定し、リスク管理体制を整備する。

　（4）事業活動上の重大な不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅

速な対応を行うことで損害の拡大を最小限にとどめる体制を整える。

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定時に

開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う体制を確保する。

　（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程及び稟議規程等の意思決定ルールに

基づき個々の取締役の職務権限を明確化することにより、効率的な達成方法を確保する。

４．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（1）取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備し周知徹底するとともに、役社員が

高い倫理観を持って職務の執行に当たるように、内部統制システムを含む制度を整備する。

　（2）監査役は監査役監査規程に基づき独立した立場から取締役の職務執行を監視し、その適法性を検証しており、

法令、定款の違反を予想、発見した場合は直ちに監査役連絡会、取締役会に報告し、是正処置をとることと

する。

　（3）内部監査室が定期的な内部監査を通じ当社の企業活動が法令、定款に基づき実施されているかを調査し、代

表取締役社長に報告しコンプライアンス体制の有効性を検証している。

　（4）企業倫理をはじめとする基本方針の決定など、コンプライアンス体制の基盤整備を行い、全従業員が法令、

定款、社内規程及び社会規範を順守のうえ社会的責任を果し企業理念を実践するように、定期的な社内教育

を行うなど周知徹底を図ることとする。

５．当該株式会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　　 当社には企業集団が存在しないので、該当事項はありません。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　　　 監査役が必要とする場合は、監査役の職務を補助する使用人を速やかに配置するものとする。なお、使用人

の人選は監査役連絡会の意向を尊重し、協議の上決定する。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　　 監査役補助人は取締役の指揮命令を受けないものとし、その人事異動、人事評価、懲戒等の人事に関する事

項に関しては、監査役連絡会と協議の上で決定するものとする。

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　（1）取締役及び使用人は、職務執行に関して法令、定款違反行為及びリスク顕在化の事実を確認した場合、当社

に重大な影響を及ぼす事実を知った場合は、代表取締役社長への報告と同時に、監査役に報告する体制を構

築する。

　（2）監査役は取締役会、事業部長会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把

握を行う。また、その議事録の写しは監査役に配布される。

前項に関らず監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　（1）役社員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努める。

　（2）代表取締役社長は監査役監査規程に基づき、監査役と定期的な会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、

監査上の重要課題等について意見交換を行うなど、意思疎通を図るものとする。

　（3）内部監査室との連携をもち情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。また、必

要に応じて内部監査室に対して調査を求めることができる。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   588,539   918,086   

２．受取手形   －   5,945   

３．売掛金   580,247   669,754   

４．仕掛品   1,832   7,103   

５．前払費用   27,549   30,113   

６．繰延税金資産   134,323   154,449   

７．未収還付事業税   ―   15,991   

８．その他   5,977   6,443   

流動資産合計   1,338,469 74.9  1,807,889 75.3 469,419

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  23,042   208,408    

減価償却累計額  5,872 17,169  15,184 193,223   

２．構築物  －   5,382    

 減価償却累計額  － －  662 4,719   

３．工具器具備品  19,081   20,858    

減価償却累計額  13,553 5,528  16,452 4,405   

４．土地   250,024   250,825   

５．建設仮勘定   58,590   －   

有形固定資産合計   331,313 18.5  453,174 18.9 121,861
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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）

(2）無形固定資産         

１．ソフトウエア   3,822   2,171   

２．施設利用権   1,494   1,992   

無形固定資産合計   5,317 0.3  4,164 0.2 △1,152

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   7,000   7,000   

２．長期前払費用   699   1,674   

３．繰延税金資産   45,932   56,513   

４．会員権   2,130   2,130   

５．差入保証金   58,656   69,378   

貸倒引当金   △1,800   △1,800   

投資その他の資産合計   112,618 6.3  134,896 5.6 22,278

固定資産合計   449,248 25.1  592,236 24.7 142,987

資産合計   1,787,718 100.0  2,400,125 100.0 612,406

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   4,519   4,375   

２．短期借入金   124,000   145,200   

３．未払金   9,638   56,058   

４．未払費用   288,471   337,021   

５．未払法人税等   100,439   107,722   

６．未払消費税等   51,869   54,811   

７．預り金   15,691   16,092   

８．賞与引当金   277,400   326,920   

流動負債合計   872,030 48.8  1,048,202 43.7 176,171

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   81,973   98,126   

２．役員退職慰労引当金   30,340   41,178   

固定負債合計   112,313 6.3  139,305 5.8 26,991

負債合計   984,344 55.1  1,187,507 49.5 203,163
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  234,575 13.1  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  194,575   －    

資本剰余金合計   194,575 10.9  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１．任意積立金         

(1）別途積立金  150,000   －    

２．当期未処分利益  224,224   －    

利益剰余金合計   374,224 20.9  － － －

資本合計   803,374 44.9  － － －

負債資本合計   1,787,718 100.0  － － －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  373,775 15.6 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   333,775    

資本剰余金合計   － －  333,775 13.9 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

別途積立金  －   150,000    

繰越利益剰余金  －   355,067    

利益剰余金合計   － －  505,067 21.0 －

株主資本合計   － －  1,212,617 50.5 －

純資産合計   － －  1,212,617 50.5 －

負債純資産合計   － －  2,400,125 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,169,653 100.0  4,918,556 100.0 748,903

Ⅱ　売上原価   3,274,122 78.5  3,855,836 78.4 581,714

売上総利益   895,530 21.5  1,062,719 21.6 167,189

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  74,240   78,399    

２．給与及び賞与  234,369   277,364    

３．賞与引当金繰入額  18,563   21,327    

４．退職給付引当金繰入額  1,394   1,386    

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 10,460   10,838    

６．法定福利費  39,130   44,244    

７．採用費  37,695   46,349    

８．旅費交通費  16,026   17,586    

９．地代家賃  62,975   67,092    

10．減価償却費  1,553   1,880    

11．その他  112,492 608,902 14.6 117,285 683,755 13.9 74,853

営業利益   286,628 6.9  378,963 7.7 92,335

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  20   429    

２．受取配当金  115   100    

３．受取手数料  1,247   1,318    

４．その他  800 2,183 0.1 1,090 2,938 0.1 754

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  2,011   2,320    

２．新株発行費  295   －    

 ３．株式交付費  －   4,478    

 ４．上場関連費用  －   29,451    

５．その他  55 2,363 0.1 162 36,413 0.7 34,049

経常利益   286,448 6.9  345,489 7.0 59,040

Ⅵ　特別利益         

 １．前期損益修正益  ※１ － － － 15,991 15,991 0.3 15,991
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

 １．固定資産除却損  － － － 7 7 0.0 7

税引前当期純利益   286,448 6.9  361,473 7.4 75,024

法人税、住民税及び事
業税

 151,458   183,498    

法人税等調整額  △22,898 128,559 3.1 △30,708 152,790 3.1 24,230

当期純利益   157,888 3.8  208,683 4.2 50,794

前期繰越利益   66,335   －   

当期未処分利益   224,224   －   

         

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  3,160,156 96.7 3,736,202 96.8 576,045

Ⅱ　経費 ※ 106,966 3.3 124,905 3.2 17,939

当期総費用  3,267,122 100.0 3,861,107 100.0 593,985

期首仕掛品たな卸高  8,832  1,832   

合計  3,275,955  3,862,940   

期末仕掛品たな卸高  1,832  7,103   

当期売上原価  3,274,122  3,855,836   

原価計算の方法 原価計算の方法

原価計算の方法は、実際原価

に基づく個別原価計算を採用

しております。

　　　　同左

　（注）※　主な内容は次のとおりであります。

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）

外注費（千円） 25,409 15,552

旅費交通費（千円） 18,606 29,069

地代家賃（千円） 18,602 18,625

減価償却費（千円） 3,773 13,365
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高（千円） 234,575 194,575 194,575 150,000 224,224 374,224 803,374 803,374

事業年度中の変動額         

新株の発行(注１） 139,200 139,200 139,200    278,400 278,400

剰余金の配当(注２）     △77,840 △77,840 △77,840 △77,840

当期純利益     208,683 208,683 208,683 208,683

事業年度中の変動額合計（千円） 139,200 139,200 139,200 － 130,843 130,843 409,243 409,243

平成19年３月31日　残高（千円） 373,775 333,775 333,775 150,000 355,067 505,067 1,212,617 1,212,617

 （注１)  平成18年12月19日に公募増資を行い新株1,500株を発行し、この増資により資本金及び資本準備金がそれぞれ

　　　　139,200千円ずつ増加しております。

　(注２)  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）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  286,448 361,473  

減価償却費  5,326 15,246  

長期前払費用償却額  686 696  

賞与引当金の増加額  37,400 49,520  

退職給付引当金の増加
額

 15,114 16,152  

役員退職慰労引当金の
増加額

 10,460 10,838  

受取利息及び受取配当
金

 △135 △529  

支払利息  2,011 2,320  

 株式交付費  － 4,478  

 固定資産除却損  － 7  

売上債権の増加額  △83,803 △95,453  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 6,999 △5,270  

前払費用の増加額  △6,360 △2,537  

差入保証金の増加額  △4,085 △10,721  

その他資産の増加額  △1,113 △18,050  

仕入債務の減少額  △1,054 △143  

未払費用の増加額  34,376 48,549  

その他負債の増加額  22,878 48,674  

小計  325,150 425,250 100,099

利息及び配当金の受取
額

 135 449  

利息の支払額  △2,002 △2,346  

法人税等の支払額  △159,501 △167,900  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 163,782 255,453 91,671
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得に
よる支出

 △185,896 △141,451  

無形固定資産の取得に
よる支出

 － △1,737  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △185,896 △143,188 42,707

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  △3,000 21,200  

株式の発行による収入  － 273,921  

配当金の支払額  △80,708 △77,840  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △83,708 217,281 300,990

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 △105,822 329,547 435,369

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 634,362 528,539 △105,822

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※ 528,539 858,086 329,547
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(5）利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   224,224

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  77,840 77,840

Ⅲ　次期繰越利益   146,384
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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

 

その他有価証券

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。

その他有価証券

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

仕掛品

　個別法による原価法を採用しております。

仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物　　　　　　14～30年

工具器具備品　　４～10年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

　建物　　　　　　14～47年

　構築物　　　　　10～40年

　工具器具備品　　４～10年

 (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エアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）による定額法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 　　　　　　　―

―

 

 

株式交付費

  支出時に全額費用として処理しておりま

す。

(会計方針の変更）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理

に関する当面の取扱い」(企業会計基準委

員会　平成18年８月11日　実務対応報告第

19号）を適用しております。

　なお、この変更による損益に与える影響

はありません。

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権その他これに準ずる債権の貸

倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えるため、

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
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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

　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の見込額

に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異については、

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）で、発生時の翌事

業年度から定額法により費用処理するこ

ととしております。

(3）退職給付引当金

同左

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるため、

当社内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(4）役員退職慰労引当金

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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

 　　　　　　　　　　―

　　　　　　　　　　　　―

 

 

 

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）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、1,212,617

千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ―

授権株式数　　　　　普通株式 10,000株

発行済株式総数　　　普通株式 3,892株

　２．偶発債務

　従業員の金融機関からの借入金債務に対し、2,585

千円の債務保証を行なっております。

―

 

（損益計算書関係）

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．前期損益修正益は、事業税のうち、付加価値割・

　　資本割に関する更正決定による還付15,991千円であ

　　ります。　
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 3,892 9,284 － 13,176

合計 3,892 9,284 － 13,176

 　　　　(注）普通株式の発行済株式総数の増加9,284株は、株式分割による増加7,784株と一般募集増資による増加

1,500株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 77,840 20,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 88,279  利益剰余金 6,700 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 588,539

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60,000

現金及び現金同等物 528,539

 （千円）

現金及び預金勘定 918,086

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60,000

現金及び現金同等物 858,086
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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）

１．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

(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）

工具器具備品 3,369 3,182 187

ソフトウエア 7,825 4,577 3,248

合計 11,195 7,759 3,435

 
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）

ソフトウエア 6,765 2,859 3,906

合計 6,765 2,859 3,906

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (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 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,432千円

１年超 1,422千円

合計 3,854千円

１年内 1,987千円

１年超 2,174千円

合計 4,161千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 7,128千円

減価償却費相当額 6,562千円

支払利息相当額 346千円

支払リース料 2,682千円

減価償却費相当額 2,459千円

支払利息相当額 64千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

　　　　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 7,000 7,000

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △78,262 △96,818

(2）未認識数理計算上の差異（千円） △3,711 △1,308

(3）退職給付引当金(1）＋(2）（千円） △81,973 △98,126

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用(1）＋(2）＋(3）（千円） 17,394 19,357

(1）勤務費用（千円） 16,612 18,642

(2）利息費用（千円） 1,287 1,565

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円） △505 △850

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

(1）退職給付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）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 5

 （各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしておりま

す。）

同左
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　４名

社外監査役　　　１名

当社従業員　　　２名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　　99株

付与日 平成16年10月31日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間
自　平成18年10月20日

至　平成23年10月19日

権利行使条件

①本新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従

業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約

を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、

定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

はない。

②本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使するこ

とができる。

③その他の条件は、平成16年10月19日開催の臨時株主総会及び同日開催の

取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約書」に定めるところによる。

④本新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が上場もしくは店頭登

録された場合に限り、新株予約権を行使することができる。

（注）１.株式数に換算して記載しております。

 ２.平成16年ストックオプションは、平成18年９月１日付の株式分割（１：３）による株式分割後の株式数に換算し

て記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　当事業年度(平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

　ついては、株式数に換算して記載しております。

　①　ストック・オプションの数

  
平成16年

ストック・オプション

権利確定後 （株）  

前事業年度末  99

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  99

 （注）平成16年ストックオプションは、平成18年９月１日付の株式分割（１：３）による株式分割後の株式数に換算して

記載しております。
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　②　単価情報

  
平成16年

ストック・オプション

権利行使価格（注）２ （円） 100,000

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） －

 （注）１.当事業年度において行使された平成16年ストック・オプションはございません。

２.平成18年９月１日付株式分割（１：３）を行ったことに伴い、権利行使価格の調整を行っております。

 

（企業結合等関係）

　当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。 
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（税効果会計関係）

前事業年度
（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 （千円）

賞与引当金 110,872

賞与引当金法定福利費 13,400

未払事業税 9,188

福利厚生費 862

退職給付引当金 32,438

役員退職慰労引当金 12,126

その他 1,367

繰延税金資産計 180,255

繰延税金負債 －

繰延税金資産の純額 180,255

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 130,664

賞与引当金法定福利費 15,749

未払事業税 7,226

福利厚生費 809

退職給付引当金 38,948

役員退職慰労引当金 16,458

その他 1,106

繰延税金資産計 210,963

繰延税金負債 －

繰延税金資産の純額 210,963

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5

住民税均等割額 1.4

留保金課税 0.3

その他 1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.9

法定実効税率 40.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1

住民税均等割額 1.0

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.3

（持分法損益等）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社には関連会社がないため、該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社には関連会社がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

役員 田中吉武 － －
当社代表取

締役社長

(被所有)

直接61.7
－ －

不動産賃貸借

に対する債務

被保証

（注１）

4,959 － －

リース契約に

対する債務被

保証

（注２）

3,054 － －

社宅の補助

（注３）
1,812 － －

リース車両の

利用

（注４）

1,353 － －

役員 米山正雄 － － 当社取締役
(被所有)

直接0.6
－ －

不動産賃貸借

に対する債務

被保証

（注１）

50,690 － －

上記取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）事務所の賃貸借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。取引金額には、対

象となる年間賃借料（平成17年４月１日～平成18年３月31日）を記載しております。

（注２）リース契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。取引金額には、対象となる

年間リース料（平成17年４月１日～平成18年３月31日）を記載しております。

（注３）当社が契約当事者となって賃借した社宅の利用を認めておりましたが、平成18年３月31日付で当該賃貸借契約

を解消し、これに伴い当社代表取締役社長田中吉武との取引関係も終了致しました。なお、取引金額には、年

間賃借料2,652千円（平成17年４月１日～平成18年３月31日）から本人負担額840千円を控除した残額を記載し

ております。

（注４）当社が契約当事者となってリースした車両を無償で供与しておりましたが、平成18年２月28日付で当該リース

契約を解消し、これに伴い当社代表取締役社長田中吉武との取引関係も終了致しました。なお、取引金額には、

対象となるリース料（平成17年４月１日～平成18年２月28日）を記載しております。
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当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

役員 田中吉武 － －
当社代表取

締役社長

(被所有)

直接41.0
－ －

不動産賃貸借

に対する債務

被保証

（注１）

1,653 － －

役員 米山正雄 － － 当社取締役
(被所有)

直接0.6
－ －

不動産賃貸借

に対する債務

被保証

（注２）

22,451 － －

上記取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）事務所の賃貸借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。取引金額には、保

証対象期間中の賃借料（平成18年４月１日～平成18年７月31日）を記載しております。なお、当該事務所の賃

貸借契約は平成18年７月31日をもって解約しております。

 （注２）事務所の賃貸借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。取引金額には、保

証対象期間中の賃借料（平成18年４月１日～平成18年12月20日）を記載しております。なお、当該連帯保証契

約は平成18年12月20日をもって解消しております。
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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 206,416.82円

１株当たり当期純利益金額 40,567.51円

　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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。

１株当たり純資産額 92,032.31円

１株当たり当期純利益金額 17,247.99円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 

 

17,148.77円

 

 

　当社は、平成18年９月１日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っており、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の１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。　

 １株当たり純資産額 68,805.61円

１株当たり当期純利益金額 13,522.50円

 　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、前事業年度において新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため

記載しておりません。

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

　　　　あります。　　　

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益 （千円） 157,888 208,683

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） 157,888 208,683

期中平均株式数 （株） 3,892 12,099

    

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額  (千円） ― ―

 普通株式増加数  (株） ― 70

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

新株予約権（新株予約権の数33個） 　　　　　　　―
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　平成18年８月８日開催の取締役会において、次のように

株式分割を決議しております。

　　　　　　　　　　　　　―

１．平成18年９月１日（金曜日）付をもって普通株式１株

を３株に分割する。

 

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　7,784株

 

 

(2）分割の方法

　平成18年８月31日（木曜日）を基準日として株主の

所有株式数を、１株につき３株の割合をもって分割す

る。

 

 

２．配当起算日　　平成18年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の各

期における１株当たり情報

 

 

前事業年度

１株当たり純資産額　　　62,195.48円

１株当たり当期純利益　　12,196.38円

 

 

 

当事業年度

１株当たり純資産額　　　68,805.61円

１株当たり当期純利益　　13,522.50円

 

 

 

　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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。
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５．その他
(1）役員の異動

 該当ございません。

(2）その他

【生産、受注及び販売の状況】

①生産実績

　当社の主たる業務は、機械、電気・電子、ソフトウエアの設計開発などの技術提供サービス事業であり、提供する

サービスの性格上、生産実績になじまないため、記載を省略しております。　

②受注状況

　当社のアウトソーシング事業はその形態から受注金額と販売金額がほぼ同等となるために、記載を省略しておりま

す。

③販売実績

　当事業年度の販売実績を事業区分別に示すと、次の通りであります。 

 単位（百万円：％）

アウトソーシング事業

前事業年度 当事業年度

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比

事

業

区

分

自動車・輸送機器関連 1,620 38.9 1,853 37.6 114.4

一般機械関連 527 12.6 584 11.9 110.8

情報通信・精密機器関連 905 21.7 1,062 21.6 117.4

電気電子機器・電子デバイス関連 770 18.5 1,066 21.7 138.4

情報処理・ソフトウエア関連、その他 346 8.3 351 7.2 101.6

合　　計     4,169 100.0 4,918 100.0 118.0

 （注）１．本表の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の相手先が存在してないため、主な相手先別の販売実績

           等の記載は省略しております。
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