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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 10,071 19.9 404 △38.6 420 △37.2 220 △41.2

18年３月期 8,400 － 658 － 668 － 375 －

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 44 18 － － 9.1 8.0 4.0

18年３月期 150 34 － － 16.0 13.9 7.8

（参考）　持分法投資損益 19年３月期 △7 百万円 18年３月期 △5 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 5,747 2,582 43.9 504 34

18年３月期 4,808 2,353 49.0 941 58

（参考）　自己資本 19年３月期 2,521 百万円 18年３月期 2,353 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 344 △1,001 151 804

18年３月期 471 △839 △174 1,309

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） 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 00 20 00 50 13.3 2.1

19年３月期 － － － － － － 12 50 12 50 62 28.3 1.7

20年３月期（予想） － － － － － － 12 50 12 50 － 36.8 －

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,550 36.7 △55 － △55 － △65 － △13 00

通期 14,000 39.0 400 △1.1 400 △4.8 170 △23.0 34 00
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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）　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、23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 5,000,000 株 18年３月期 2,500,000 株

②　期末自己株式数 19年３月期 42 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、28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 9,188 9.4 484 △26.5 518 △23.2 279 △26.7

18年３月期 8,400 13.0 658 11.3 674 16.6 381 12.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 55 93 － －

18年３月期 152 60 － －

(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 5,261 2,593 49.3 518 62

18年３月期 4,665 2,368 50.8 947 52

（参考）　自己資本 19年３月期 2,593 百万円 18年３月期 2,368 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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 4,855 7.7 △25 － △10 － △10 － △2 00

通期 10,445 13.7 425 △12.2 455 △12.2 260 △7.0 52 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①　当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済の先行き不透明感が懸念される状況ではあり

ましたが、企業収益の改善により、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。特に、当社グループの主要顧客

である自動車関連をはじめとする大手製造業においては、研究開発投資や設備投資が活発に行われました。

このような状況の中、当社グループは、顧客企業の開発業務や技術者ニーズに対応するために、積極的に新卒採

用および中途採用を行い、エンジニア規模の拡大をはかるとともに、単価アップに努めました。

また、当社は現状の底堅い技術者ニーズに対応すべく、子会社の株式会社ジャスネットを通じて韓国人エンジニ

アの採用ルートを確立し、平成19年１月より本格的に受け入れを開始いたしました。

連結売上高の大半を占めるＲ＆Ｄアウトソーシング事業の業績には、当社の業績のほかに、平成18年３月にＭ＆

Ａにより子会社化した株式会社ジャスネットにおけるＩＴ技術者派遣事業の業績、平成18年７月より事業を開始し

た株式会社テクシードワンズの業績および平成18年９月にＭ＆Ａにより子会社化した株式会社アドバンス・エンジ

ニアリングの下半期の業績を含んでおります。また、その他事業の業績は、株式会社ジャスネットの子会社である

Global Technology Korea.,Inc.（以下株式会社GTECHK）の韓国人エンジニアの教育および紹介に係る事業を対象

としております。

売上高においては、分野別に次のような動向であります。

自動車関連および自動車部品関連分野においては、活発な開発業務や技術者ニーズへ対応し、積極的にエンジニ

アの配属を進め、自動車関連では11.4％、自動車部品関連では19.5％の増収となりました。また、この分野におい

ては、実験評価業務や生産技術業務に対するアウトソーシングニーズも高く、当社はこのニーズに本格的に対応す

るため、株式会社テクシードワンズを設立し、この分野の事業推進のスピードアップをはかっております。

ソフトウェア関連分野においては、当連結会計年度より株式会社ジャスネットの業績も加わり27.9％の増収とな

りました。

航空宇宙・電気機器他の分野においては、下半期より株式会社アドバンス・エンジニアリングの業績も加わり

31.9％の増収となりました。

利益面においては、中途採用者に対する研修期間の長期化による稼働率の低下、営業強化のための増員による労

務費の増加および研修設備増強にともなうリース料等の増加により減益となっております。また、当期より連結対

象となった関係会社においても、収益改善が遅れました。

これらの結果、当連結会計期間における売上高は10,071,684千円（前期比19.9％増）となりました。利益面にお

きましては、営業利益は404,617千円（同38.6％減）、経常利益は420,261千円（同37.2％減）、当期純利益は

220,921千円（同41.2％減）となりました。

 また、当連結会計年度から当社グループに加わった会社の事業により、新たな事業の種類別セグメントを設定し

ております。新たに設定した事業の種類別セグメントの内容については、「４．連結財務諸表　注記事項（セグメ

ント情報）」に記載のとおりであります。

②　次期の見通し

　当社グループの主要顧客である自動車関連をはじめとする大手製造業につきましては、世界的な生産、販売とも

に今後も成長が見込まれます。そして、その研究開発の多くは日本国内で行われており、研究開発業務のニーズは

引き続き活発に推移し、Ｒ＆Ｄアウトソーシング受注は伸びていくものと考えております。

　そこで、当社グループは活発な開発業務や技術者ニーズを取り込むために、国内でのエンジニア確保および育成

に加えて、韓国人および中国人エンジニアの採用を進めてまいります。これにともない、海外から採用したエンジ

ニアの研修を充実させるとともに営業体制をさらに強化いたします。これに加えて、関係会社の業績向上のための

サポート体制強化、会社法および金融商品取引法にもとづく内部統制システム構築等、経営管理体制の更なる整備

のための販管費増加を見込んでおります。その結果、平成20年３月期における通期の業績につきましては、売上高

14,000百万円、営業利益400百万円、経常利益400百万円、当期純利益170百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、2,968,754千円となりました。主な内訳は、受取手形及び売掛金

1,512,779千円、たな卸資産93,028千円等であります。主な要因として、子会社の設立および取得による各種資産

の増加、売上増加にともなう受取手形及び売掛金の増加等が挙げられます。

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、2,778,865千円となりました。主な内訳は、有形固定資産1,478,574

千円、無形固定資産651,579千円、投資その他の資産648,711千円であります。主な要因として、社員寮建設にとも

なう土地の取得、刈谷Ｒ＆Ｄセンター建設にともない計上した建設仮勘定等が挙げられます。また、のれんとして

578,006千円計上しておりますが、今後５～20年の定額法で償却していきます。

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,316,715千円となりました。主な内訳は、未払費用587,798千円、

賞与引当金595,634千円等であり、従業員の増加にともない今後とも増加していく傾向にあります。

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、848,478千円となりました。主な内訳は、退職給付引当金600,338

千円であり、流動負債同様に従業員の増加にともない今後とも増加していく傾向にあります。

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て504,993

千円減少し、当連結会計年度末には804,614千円となりました。

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）

 営業活動によるキャッシュ・フローは、344,780千円の資金獲得となりました。主な要因は、法人税等の支払

（364,259千円）、売上債権の増加（68,845千円）等の資金減少と、税金等調整前当期純利益の計上（417,071千

円）、賞与引当金の増加（66,111千円）、退職給付引当金の増加（64,366千円）等の資金増加であります。

（投資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・フローは、1,001,280千円の資金使用となりました。主な要因は、刈谷Ｒ＆Ｄセン

ター建設等による有形固定資産の取得（471,273千円）、子会社の株式取得による新規連結子会社株式の取得

（379,217千円）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）

 財務活動によるキャッシュ・フローは、151,062千円の資金獲得となりました。主な要因は、社債の償還（65,000

千円）、配当金の支払（49,706千円）等の資金減少と、短期借入金の純増減額（319,716千円）の資金増加であり

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 （％） 49.0 43.9 

 時価ベースの自己資本比率（％） 205.9 59.7 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％）
0.6 1.8 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 209.6 55.8

(注）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

 ２．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。

３．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います。

４．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 ５．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。

 ６．平成18年３月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
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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

当社グループは、時代の変化に対応し競争力の強化に努め、企業価値を高めてまいりたいと考えております。その

ために、安定的な経営基盤を確立し、将来の事業拡大のための財務体質の強化に努めるとともに、安定的かつ適切な

利益還元を意識し、毎期の業績を配当水準に反映させていく所存であります。

当期の株主配当につきましては、平成18年９月30日を基準日とした株式分割（１株につき２株の割合で分割）後の

１株につき12.5円の配当案を、平成19年６月26日開催の第28期定時株主総会において付議する予定であります。これ

は、年間の配当予想を株式分割前の基準で換算いたしますと１株当たり年間５円の増配となります。また、次期１株

当たり配当金は12.5円を予定しております。

内部留保金につきましては、財務体質の一層の強化および技術力強化のため情報システム設備投資等に活用してい

くこと、ならびに本業の価値向上のための他企業との提携等の投資に活用することによって、株主の皆様の期待にお

応えしてまいります。

(4）事業等のリスク

①　法的規制について

　当社事業に対する事業区分ごとの法的規制等は、次のとおりであります。

業務区分 適用法規制 監督官公庁

一般労働者派遣
 「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）第２条第４号」（昭和61年７月施行）
 厚生労働省

特定労働者派遣
 「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）第２条第５号」（昭和61年７月施行）
 厚生労働省

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業の契約のうち、派遣業務は「労働者派遣法」により規制されております。当社は同

法にもとづき、厚生労働大臣の許可および届出の交付を受け、一般労働者派遣事業（許可番号　般23－020214）お

よび特定労働者派遣事業（届出受理番号　特13－011112）を行っており、現在有している一般労働者派遣事業の許

可有効期限は平成19年１月１日から平成23年12月31日までとなっております。なお、労働者派遣法第６条の欠格事

由に該当するときは、事業の許可を取消されるか、または事業の停止を命ぜられ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場合には、労働者派遣事業が

できないこととなり、当社業績に著しい影響を及ぼすことが考えられます。また、許可の有効期限の満了後、許可

が更新されない場合においても労働者派遣事業ができないこととなり、当社業績に著しい影響を及ぼすことが考え

られます。

②　業績の季節変動について

　当社は、上半期実績を下半期実績が上回る傾向となっております。これは、上半期において４月に新入社員とし

てまとまった人数での入社があり、一定の研修を行うため稼働率が低下するのに対し、下半期は新入社員の配属が

進み稼働率が上昇し、売上高および利益が増加するためであります。

　最近２事業年度の当社の上半期および下半期の実績は次のとおりであります。

  平成 18年３月期  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）

 （構成比）（％）

4,025,309 

(47.9) 

4,374,868 

(52.1) 

8,400,178 

(100.0) 

4,505,928 

(49.0) 

4,682,673 

(51.0) 

9,188,602 

(100.0) 

 営業利益（千円）

 （構成比）（％）

208,569 

(31.7) 

449,944 

(68.3) 

658,513 

(100.0) 

214,394 

(44.3) 

269,740 

(55.7) 

484,135 

(100.0) 

 経常利益（千円）

 （構成比）（％）

218,593 

(32.4) 

455,835 

(67.6) 

674,429 

(100.0) 

228,816 

(44.2) 

289,224 

(55.8) 

518,040 

(100.0) 

（注）１．下半期の金額は、通期から上半期を差し引いて算出しております。

２．平成18年３月期は上半期では連結財務諸表を作成していないこと、および平成19年３月期は下半期より

株式会社アドバンス・エンジニアリングの業績を加算していることから、当社の数値で作成しておりま

す。

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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③　自動車業界への依存度について

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業においては、顧客企業の業況に応じて取引量が増減する傾向があります。

　当社は、東海・関東地区における特定の輸送機器産業、主に自動車業界への依存度が高いため、これらの業界の

業況に当社の業績が左右される可能性があります。また、顧客企業が同業他社間における競争激化から価格競争を

招くと、当社への技術支援料金の低減要請につながり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　最近３事業年度の自動車関連および自動車部品関連の売上高および当該売上高の総売上高に対する割合は、次の

とおりであります。

 平成17年３月期 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（％） 金額（千円） 割合（％）

自動車関連 2,486,997 33.5 2,835,446 33.8 3,159,754 31.4 

自動車部品関連 2,347,414 31.6 2,975,828 35.4 3,557,266 35.3 

合　　計 4,834,411 65.1 5,811,275 69.2 6,717,020 66.7 

（注）１．平成18年３月期末より連結財務諸表を作成することとなったため、平成17年３月期および平成18年３月

期における数値は当社の数値となっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

④　エンジニアの確保について

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業において、業務を担うエンジニアの確保は重要であります。当社は、エンジニアの

確保について、毎期多数の募集を行っております。

　採用活動においては、ホームページや求人ウェブシステム等ネット媒体を中心に、会社説明会、学校訪問や学内

セミナー等の開催、就職・転職フェアーへの参加、ＦＭラジオ広告、就職情報誌・新聞への掲載等各種取組みを実

施し、エンジニアの確保をはかっております。

　また、平成18年３月より当社グループに加わりました株式会社ジャスネットを通じ、日本での従来型の採用だけ

ではなく、韓国および中国からのエンジニア採用にも取組んでまいります。さらに平成18年7月より開設したエン

ジニアチャレンジシップからのエンジニア採用を進めております。

　しかしながら、エンジニアの採用が十分に果たせない場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　顧客企業の情報漏洩について

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を行う当社において、顧客情報の漏洩等の社会倫理に反する行為は、重要なリスク

として認識しております。当社では、社員の入社および退社の際に各人より誓約書に署名捺印を収受しております。

また、顧客情報の重要性や機密保持について、コンプライアンス教育とともに徹底した教育指導を行っております

が、万一顧客企業の情報が外部に流出した場合、社会的な信用等を失墜させることになり、事業に影響を及ぼす可

能性があります。当社は、今後とも内部監査室の計画的監査等により、これらのリスクの未然防止に努めてまいり

ます。

 ⑥　関係会社業績について

　直前決算期において赤字決算となっている関係会社が複数存在しており、今後においてこれら関係会社の業績が

当社グループの連結業績等に影響を及ぼす可能性があります。また、今後においても事業環境の大幅な変化等に起

因し、事業の再構築を余儀なくされる等の事態が発生した場合には、これらが経営成績および財政状態等に影響を

及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社日本テクシード）、連結子会社７社、関連会社１社および親会社（株式会社アー

ク）で構成されており、Ｒ＆Ｄアウトソーシング（Research ＆ Development Outsourcing＝研究開発支援）事業、

ＩＴ事業、その他事業を行っております。

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業については、機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発等の専門的技術を技術

者派遣または請負の形態で提供し、顧客企業の研究開発を支援する業務を行っております。

　ＩＴ事業については、企業内情報システムの立案から導入・保守までの統合サービスの提供を当社グループで行

うべく、グループ各社で連携し事業を行っております。

　その他事業については、韓国人エンジニアに対しての日本語等の教育と韓国人エンジニアの紹介を行っておりま

す。

Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業

①　当社が、機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発のＲ＆Ｄアウトソーシング事業を担当しております。

②　株式会社ジャスネットが、ソフトウェア関連分野において、韓国のソフトウェアエンジニアを日本で派遣す

るＲ＆Ｄアウトソーシング事業を担当しております。

③　株式会社テクシードワンズが、自動車関連および自動車部品関連分野において、実験評価や生産技術のＲ＆

Ｄアウトソーシング事業を担当しております。

④　株式会社アドバンス・エンジニアリングが、航空宇宙および電気機器他の分野において、実験評価や生産技

術のＲ＆Ｄアウトソーシング事業を担当しております。

ＩＴ事業

①　株式会社テクシードコンパスが、ＩＢＭ代理店としてのＯＡ機器販売と企業のネットワークの運用支援事業

を担当しております。

②　株式会社イージーネットが、ネットワーク・セキュリティに特化した先端的なソフトウェア開発と自社開発

によるセキュリティ対策製品を軸としたＳＩ事業を担当しております。

③　株式会社ソリューション・クルーが、情報通信研究機構や大学を中心とした次世代ネットワーク・セキュリ

ティの研究開発委託を主としたＩＴ開発事業を担当しております。

その他事業

①　株式会社GTECHKが、韓国人エンジニアに対しての日本語等の教育と韓国人エンジニア紹介を担当しておりま

す。
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 [事業系統図]

 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。
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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、「良質な技術サービスを通してお客様の満足と社会の発展に貢献」の経営理念にもとづいて、以

下の３つの基本方針を掲げ、事業に取組んでおります。

　①　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を強化または相互補完する企業との提携を進めることにより、質的にも量的に

も高まる顧客ニーズに的確に対応した、Ｒ＆Ｄアウトソーシングをはじめとする技術サービスを提供できる

企業グループとして事業を拡大してまいります。

　②　アークグループの一員として、グループの経営資源を有効に活用し、グループシナジーを発揮して、今後も

顧客企業の研究開発活動の最適化を支援し、顧客企業のモノづくりを通じて社会に貢献してまいります。

　③　株主価値、顧客価値、社員価値の向上をはかると同時に、企業市民としての自覚を一層高め、社会的価値の

最大化を目指し、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責任）を果たしてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は以前より経営目標として売上高経常利益率10％を掲げております。また、当社グループとしての経営目標も

同様の売上高経常利益率10％と設定しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、成長する技術者集団として、株主満足度の向上、顧客満足度の向上、社員満足度の向上を経営戦

略として、持続的な経営規模の拡大と事業の発展を目指しております。

 ［株主満足度］

　当社グループは、長期安定的な株主価値の向上を経営の最重要課題として位置づけ、高い技術開発力を有する技

術者集団として、顧客企業とともに成長していくことを目標としております。

　また、経営理念にもとづき顧客企業へのＲ＆Ｄアウトソーシング事業を提供し、優れた業績の達成をはかること

により、当社への評価を高め、さらに競争力を強化してまいります。

 ［顧客満足度］

　当社グループは、エンジニアのジンザイ「力」（注）の向上に努めるとともに、ＩＳＯ9001に準拠した経営品質

のさらなる向上やプライバシーマーク制度遵守等により、企業全体としての信頼度を高め、技術基盤を強化するこ

とにより、同業他社との差別化に努め、顧客企業の満足度を高めてＲ＆Ｄアウトソーシング事業の受注拡大をはかっ

てまいります。

 ［社員満足度］

　当社グループは、人材の育成に積極的に取組み、社員のジンザイ競争力を高めるとともに、自己申告書、目標管

理等の制度を通して適切な人材配置をはかり、さらには成果型賃金制度等の人事制度を有効に機能させて、社員の

満足度および活力度を維持向上させ、成長するジンザイづくりをはかります。このようにして、プロジェクトや企

業に貢献する良質なエンジニア、企業人を育成して地域社会へ立派な社会人を輩出していくことは、企業の社会的

責任の基本であると考えております。

  （注）当社においてジンザイ「力」とは、エンジニアの技術やスキル等の専門的能力に加え、ヒューマンスキルも

含めた総合的能力として定義づけております。
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(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、自動車関連をはじめとする大手製造業において、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業のさらなる拡大発

展を目標に、より高い技術開発力を目指す技術者集団であり続けることにより、顧客企業の満足度を高め、共に成長

していくことを目指し、次の課題に取組んでまいります。

①　エンジニアの確保と育成

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を展開する当社グループにおいて、人材は最も重要な経営資源であります。しかし

ながら、団塊世代の定年退職者増による平成19年以降の人材不足、企業業績回復にともなう全般的な新卒・中途採

用の増加に加えて、少子化による若年層の減少などの要因のために、今後も人材獲得競争は厳しい状況が続くもの

と予想されます。

　このような状況の中、当社グループは、新卒採用および中途採用体制を強化することに加えて、子会社の株式会

社ジャスネットを通じて韓国人エンジニアの採用を開始するとともに、平成18年７月から開設した育成型体験スクー

ル「エンジニアチャレンジシップ」によりエンジニアを目指す人材の発掘に努めております。

　また、エンジニアの育成においては、専門能力向上のため、教育研修カリキュラムの充実、成長意欲を高める人

事制度、サーバントマネジメント制度（注）の強化をはかっております。

（注）サーバントマネジメント制度とは、経験や知識のある先輩エンジニアが若手を支えていくことにより、エン

ジニアの士気向上と成長をサポートする当社独自の労務管理制度であります。

②　顧客基盤の強化

　当社グループは、開発プロジェクトの一部を一括請負・受注できる体制づくりを目指し、派遣契約から請負契約

へＲ＆Ｄアウトソーシング事業を推進することにより、同業他社との差別化をはかります。さらに、同業他社には

ないアークグループ・シナジー（顧客製造業の開発から製造までのものづくり工程フルラインサービスによる相乗

効果）を活用していくことにより独自性を発揮し、顧客基盤の強化に努めてまいります。

③　コンプライアンスおよびＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み

　当社は、平成18年３月以降、Ｍ＆Ａや新規設立により当社を含め９社の企業グループによる経営体制に移行いた

しました。それにともない当社は、内部統制制度やリスク管理体制等の一層の整備をはかりました。また、コンプ

ライアンス意識向上のための取組みとして、当社の経営理念、行動規範、品質方針および個人情報保護方針を記載

した冊子カードを全社員に配布するとともに、入社時や社員総会などの機会を通じ、教育、啓蒙に努めております。

今後も適時開示等のＩＲ活動によって、グループとしての企業活動の透明性を確保し、ＣＳＲへの取組みを充実さ

せてまいります。このことに加えて、ステークホルダーとの関係をこれまで以上に大切にし、具体的かつ実効性の

ある行動に取組んでまいります。

④　関係会社の業績向上

　当社は、関係各社の健全な自立とグループ全体の体質強化が重要な課題と認識しております。平成18年３月以降

の企業グループによる経営体制への移行にともない、経営企画部に管理グループを新設し、関係会社の業績管理体

制の整備を進めてまいりました。また、当社と関係会社のみではなく、ＩＴ事業に携わる関係会社同士の情報、技

術、人材の交流も進めております。このような関係会社相互の強みとリソースを交流することにより、グループシ

ナジーを発揮し、業績の向上に努めてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　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の状況」に

おいて記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

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 ※２  1,384,608   940,019   

２．受取手形及び売掛金   1,250,692   1,512,779   

３．たな卸資産   10,151   93,028   

４．前払費用   53,082   89,632   

５．繰延税金資産   236,281   272,357   

６．その他   13,453   73,049   

貸倒引当金   △2,835   △12,110   

流動資産合計   2,945,435 61.3  2,968,754 51.7 23,319

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※２ 570,248   633,118    

減価償却累計額  47,721 522,527  91,151 541,967   

(2）機械装置及び運搬具  1,955   3,096    

減価償却累計額  1,857 97  2,724 371   

(3）工具器具備品  114,352   182,217    

減価償却累計額  79,585 34,767  123,383 58,833   

(4）土地 ※２  502,773   657,097   

(5）建設仮勘定   304   220,304   

有形固定資産合計   1,060,470 22.0  1,478,574 25.7 418,104

２．無形固定資産         

  (1) 連結調整勘定   248,600   ―   

(2）のれん   ―   578,006   

(3）ソフトウェア   35,509   70,214   

(4）その他   2,359   3,358   

無形固定資産合計   286,469 6.0  651,579 11.3 365,110
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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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  62,721   90,750   

(2）差入保証金   143,623   201,774   

(3）繰延税金資産   260,909   298,594   

(4）その他   51,273   62,002   

貸倒引当金   △2,395   △4,410   

投資その他の資産合計   516,131 10.7  648,711 11.3 132,579

固定資産合計   1,863,071 38.7  2,778,865 48.3 915,794

資産合計   4,808,506 100.0  5,747,620 100.0 939,113

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   23,286   85,431   

２．短期借入金 ※２  75,283   410,000   

３．１年以内償還予定社債   65,000   60,000   

４．１年以内返済予定長期
借入金

※２  37,271   62,080   

５．未払金   86,670   190,634   

６．未払費用   509,522   587,798   

７．未払法人税等   185,781   123,629   

８．未払消費税等   143,294   112,100   

９．賞与引当金   479,040   595,634   

10．その他   33,284   89,405   

流動負債合計   1,638,435 34.1  2,316,715 40.3 678,280
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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）

Ⅱ　固定負債         

１．社債   120,000   60,000   

２．長期借入金   ―   43,224   

３．退職給付引当金   534,019   600,338   

４．役員退職慰労引当金   129,996   144,915   

固定負債合計   784,016 16.3  848,478 14.8 64,461

負債合計   2,422,452 50.4  3,165,194 55.1 742,741

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   32,116 0.6  ― ― △32,116

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  715,790 14.9  ― ― △715,790

Ⅱ　資本剰余金   677,651 14.1  ― ― △677,651

Ⅲ　利益剰余金   948,679 19.7  ― ― △948,679

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  12,701 0.3  ― ― △12,701

Ⅴ　為替換算調整勘定   △884 △0.0  ― ― 884

資本合計   2,353,937 49.0  ― ― △2,353,937

負債、少数株主持分及び
資本合計

  4,808,506 100.0  ― ― △4,808,506

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  715,790 12.4 715,790

２．資本剰余金   ― ―  677,651 11.8 677,651

３．利益剰余金   ― ―  1,119,600 19.5 1,119,600

４．自己株式   ― ―  △33 △0.0 △33

　　株主資本合計   ― ―  2,513,008 43.7 2,513,008

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  ― ―  7,372 0.1 7,372

２．為替換算調整勘定   ― ―  1,280 0.0 1,280

　　評価・換算差額等合計   ― ―  8,652 0.1 8,652

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  60,764 1.1 60,764

純資産合計   ― ―  2,582,425 44.9 2,582,425

負債純資産合計   ― ―  5,747,620 100.0 5,747,620
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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   8,400,178 100.0  10,071,684 100.0 1,671,506

Ⅱ　売上原価   6,663,157 79.3  8,019,092 79.6 1,355,935

売上総利益   1,737,020 20.7  2,052,591 20.4 315,571

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,078,506 12.9  1,647,974 16.4 569,467

営業利益   658,513 7.8  404,617 4.0 △253,896

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  176   615    

２．受取配当金  129   667    

３．保険配当金  2,522   1,085    

４．社員寮収入  10,999   24,148    

５．保険解約返戻金  2,134   ―    

６．為替差益  ―   4,118    

７．その他  2,984 18,947 0.2 5,125 35,760 0.4 16,813

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  2,196   5,527    

２．支払保証料  835   1,074    

３．創立費償却  ―   2,671    

４．開業費償却  ―   2,525    

５．持分法による投資損失  5,669   7,923    

６．その他  ― 8,701 0.1 394 20,117 0.2 11,415

経常利益   668,760 7.9  420,261 4.2 △248,498

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入額  481 481 0.0 ― ― ― △481

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 2,378   1,147    

２．貸倒引当金繰入額  ―   2,000    

３．リース解約損  1,224   ―    

 ４．その他  ― 3,602 0.0 41 3,189 0.0 △413

税金等調整前当期純利益   665,639 7.9  417,071 4.2 △248,567

法人税、住民税及び事業
税

 333,951   275,728    

過年度法人税等  12,919   ―    

法人税等調整額  △57,070 289,800 3.4 △58,825 216,902 2.2 △72,897

少数株主損失   ― ―  △20,751 △0.2 △20,751

当期純利益   375,839 4.5  220,921 2.2 △154,917
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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   677,651

Ⅱ　資本剰余金期末残高   677,651

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   631,137

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  375,839 375,839

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  50,000  

２．持分法適用会社増加に
伴う減少高

 8,297 58,297

Ⅳ　利益剰余金期末残高   948,679
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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 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 715,790 677,651 948,679 － 2,342,120

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △50,000  △50,000

当期純利益   220,921  220,921

自己株式の取得    △33 △33

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） － － 170,921 △33 170,888

平成19年３月31日　残高（千円） 715,790 677,651 1,119,600 △33 2,513,008

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高（千円） 12,701 △884 11,816 32,116 2,386,054

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △50,000

当期純利益     220,921

自己株式の取得     △33

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△5,328 2,164 △3,164 28,647 25,483

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△5,328 2,164 △3,164 28,647 196,371

平成19年３月31日　残高（千円） 7,372 1,280 8,652 60,764 2,582,425

（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　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） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前当期純利益  665,639 417,071  

２．減価償却費  38,705 75,691  

３．のれん償却額  ― 16,882  

４．賞与引当金の増減額（△減少額）  43,934 66,111  

５．退職給付引当金の増減額（△減少
額） 

 70,147 64,366  

６．役員退職慰労引当金の増減額（△
減少額） 

 15,005 14,918  

７．貸倒引当金の増減額（△減少額）  △481 9,522  

８．受取利息及び受取配当金  △305 △1,282  

９．支払利息及び社債利息  2,196 5,527  

10．持分法による投資損益（△益）  5,669 7,923  

11．有形固定資産除売却損  2,378 1,147  

12．売上債権の増減額（△増加額）  △95,023 △68,845  

13．たな卸資産の増減額（△増加額）  1,358 △9,675  

14．その他流動資産の増減額（△増加
額） 

 △5,461 △29,241  

15．仕入債務の増減額（△減少額）  △7,502 △14,007  

16．未払消費税等の増減額（△減少
額） 

 27,685 △38,927  

17．その他流動負債の増減額（△減少
額）

 78,199 168,195  

18．その他  17,894 28,557  

小計  860,039 713,935 △146,104

19．利息及び配当金の受取額  305 1,282  

20．利息の支払額  △2,248 △6,177  

21．法人税等の支払額  △386,859 △364,259  

営業活動によるキャッシュ・フロー  471,237 344,780 △126,456
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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） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の預入による支出  △75,000 △35,000  

２．有形固定資産の取得による支出  △522,580 △471,273  

３．無形固定資産の取得による支出  △962 △631  

４．投資有価証券の取得による支出  △21,993 △43,535  

５．投資有価証券の売却による収入  50,098 ―  

６．関係会社株式の取得による支出  △8,428 ―  

７．貸付けによる支出  ― △12,800  

８．貸付金の回収による収入  ― 6,588  

９．保証金の差入による支出  △61,792 △75,615  

10．保証金の回収による収入  4,661 35,112  

11．新規連結子会社株式取得による支
出

※２ △197,010 △379,217  

12. 連結子会社株式の追加取得による
支出

 ― △20,000  

13．その他  △6,493 △4,907  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △839,502 △1,001,280 △161,777

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

 １．短期借入金の純増減額（△減少額）  ― 319,716  

２．長期借入金の返済による支出  △64,956 △53,914  

３．社債の償還による支出  △60,000 △65,000  

４．自己株式の取得による支出  ― △33  

５．配当金の支払額  △49,441 △49,706  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △174,397 151,062 325,460

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 443 443

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減
少額）

 △542,662 △504,993 37,669

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,852,271 1,309,608 △542,662

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,309,608 804,614 △504,993
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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 (1）連結子会社の数　7社 

 主要な連結子会社の名称 主要な連結子会社の名称 

 株式会社ジャスネット

　平成18年３月13日の株式取得に伴い、

当連結会計年度より連結子会社となり

ました。なお、同社の期末日をみなし

取得日としているため、当連結会計年

度は貸借対照表のみを連結しておりま

す。

株式会社ジャスネット

 株式会社テクシードコンパス

　上記のうち、株式会社テクシードワ

ンズ他１社は、当連結会計年度におい

て新たに設立したため、また、株式会

社アドバンス・エンジニアリング他３

社は、新たに株式を取得したため、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 (1）持分法適用の関連会社数　１社  (1）　　　　　　同左 

 NS Tecseed Co.,Ltd.  

 (2）持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、事

業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。

(2）　　　　　  同左

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。 

　連結子会社のうち、株式会社イージー

ネット及び株式会社ソリューション・ク

ルーの決算日は12月31日であります。

　なお、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

４．会計処理基準に関する事項   

 (1）重要な資産の評価基準及び

評価方法

イ　有価証券 

 その他有価証券

イ　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 

 　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） 

　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） 

 時価のないもの 時価のないもの 

 　移動平均法による原価法  同左

 ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産

 ─────  商品

  個別法による原価法

 仕掛品 仕掛品

 　個別法による原価法  同左

 貯蔵品 貯蔵品 

 　最終仕入原価法による原価法  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）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

イ　有形固定資産 イ　有形固定資産 

 定率法 定率法 

 　ただし、建物（建物附属設備を除

く）については定額法によっており

ます。 

　ただし、建物（建物附属設備を除

く）については定額法によっており

ます。 

 　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 建物及び構築物　８～47年 建物及び構築物　３～47年 

 工具器具備品　　２～20年 工具器具備品　　２～20年

 ロ　無形固定資産 ロ　無形固定資産 

 定額法 定額法 

 　自社利用のソフトウェアについて

は、利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

　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）に基づく定額法を採用し、市場

販売目的のソフトウェアについては、

見込販売可能期間（３年）における

見込販売数量に基づく償却額と販売

可能な残存期間に基づく均等配分額

を比較し、いずれか大きい金額を計

上しております。 
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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）

 (3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金 イ　貸倒引当金 

 　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、当社及び連結子会社は一般債

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。 

同左

 ロ　賞与引当金 ロ　賞与引当金 

 　当社及び連結子会社は従業員の賞

与の支給に備えるため、賞与支給見

込額のうち当連結会計年度に負担す

べき金額を計上しております。

同左

 ハ　退職給付引当金 ハ　退職給付引当金 

 　当社及び連結子会社において、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計上

しております。　 

同左

 　過去勤務債務については、その発

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（５年）によ

る定額法により按分した額を費用処

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の年数（10

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ翌連結会計年度から費用

処理しております。 

 ニ　役員退職慰労引当金 ニ　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。 

　当社及び一部の連結子会社におい

て、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。 
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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）

 (4）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準 

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。 

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上しております。 

 (5）重要なリース取引の処理方

法

　リース物件の所有者が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

 (6）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。

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 

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

　連結調整勘定の償却については20年間

の均等償却を行っております。 

─────

７．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

───── 　のれんの償却については、５年～20年

の定額法により償却を行っております。 

８．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。 

─────

９．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
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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）

───── （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。 

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,521,661

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。

───── （企業結合に係る会計基準） 

 　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月３日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）

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」（企業会計適用指針第10号　平成17年12月27

日）を適用しております。

表示方法の変更

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）

───── （連結貸借対照表） 

 １．前連結会計年度において「連結調整勘定」と記載され

ていたものは、当連結会計年度から「のれん」として表

示しております。

 （連結損益計算書）

 １．前連結会計年度まで区分記載しておりました「保険解

約返戻金」（当連結会計年度は223千円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の

「その他」に含めて記載することにしました。

 ２．前連結会計年度まで区分記載しておりました「リース

解約損」（当連結会計年度は41千円）は、特別損失の総

額の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」

に含めて記載することにしました。
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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　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。　 

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。　 

投資有価証券（株式） 13,665 千円 投資有価証券（株式） 　7,575 千円 

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 担保に供している資産 

現金及び預金（定期預金） 110,000 千円 

建物及び構築物 208,958

土地 167,907

合計 486,865

現金及び預金（定期預金） 113,377 千円 

建物及び構築物  197,082

土地  167,907

合計  478,366

担保付債務

短期借入金 75,000 千円 

１年以内返済予定長期借入金 10,431

担保付債務

短期借入金 　310,000 千円 

　上記の担保資産は、担保付債務の他に当社が発行

した第１回無担保社債（残高180,000千円）の支払

保証に対する担保に供しております。

　上記の担保資産は、担保付債務の他に当社が発行

した第１回無担保社債（残高120,000千円）の支払

保証に対する担保に供しております。

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式2,500,000株で

あります。

※３　　　　　　　　─────

（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及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与及び賞与 367,109 千円 

賞与引当金繰入額  42,384

退職給付費用  6,118

役員退職慰労引当金繰入額 15,005

給与及び賞与   537,485 千円 

賞与引当金繰入額  59,024

退職給付費用  6,665

役員退職慰労引当金繰入額  14,918

貸倒引当金繰入額 7,461

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 1,350 千円 

工具器具備品 1,028

工具器具備品 1,147 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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 2,500 2,500  ─ 5,000

合計 2,500 2,500  ─ 5,000

自己株式

普通株式（注）２　  ─ 0  ─ 0

合計 ― 0  ─ 0

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,500千株は、株式の分割（１：２）によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加42株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 50,000 20.0 平成18年３月31日 平成18年６月23日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌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26日

定時株主総会
普通株式 62,499 利益剰余金 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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（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） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,384,608 千円

担保に供している定期預金 △75,000

現金及び現金同等物 1,309,608

現金及び預金勘定 940,019 千円

担保に供している定期預金 △113,377

預入期間が３か月を超える定

期預金

△22,027

現金及び現金同等物 804,614

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに㈱ジャスネットを連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱

ジャスネット株式の取得価額と㈱ジャスネット取得の

ための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

　株式の取得により新たに㈱テクシードコンパス他３

社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに取得価額と取得のための支出（純額）との

関係は次のとおりであります。

流動資産 196,632 千円

固定資産 26,024

連結調整勘定 248,600

流動負債 △125,540

少数株主持分 △32,116

㈱ジャスネット株式の取得価額 313,600

㈱ジャスネット現金及び現金同等

物 

△116,589

差引：㈱ジャスネット取得のため

の支出

197,010

流動資産 494,270 千円

固定資産 84,622

のれん 341,002

流動負債 △299,965

固定負債 △55,323

少数株主持分 △53,500

新規連結子会社株式の取得価額 511,105

新規連結子会社現金及び現金同等

物 

131,888

差引：取得のための支出 379,217
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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）

　　当企業集団の事業は、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業、その他の事業で構成されております。　

 　当企業集団のＲ＆Ｄアウトソーシング事業は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　　当企業集団の事業の種類別セグメントは従来、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業、その他の事業の区分で構成して

おりましたが、当連結会計年度から当社グループに加わった子会社の事業により、新たな事業の種類別セグメン

トを設定しております。

Ｒ＆Ｄアウト
ソーシング

事業
（千円）

ＩＴ事業
 
 

（千円）

その他事業
 
 

（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 10,070,984  ─ 700 10,071,684  ─ 10,071,684

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
 ─  ─ 28,039 28,039 △28,039  ─

計 10,070,984  ─ 28,739 10,099,723 △28,039 10,071,684

営業費用　 9,650,813  ─ 44,292 9,695,106 △28,039 9,667,067

営業利益（又は営業損失） 420,170  ─ △15,553 404,617  ─ 404,617

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

的支出
      

資産 5,502,641 631,796 55,418 6,189,856 △442,236 5,747,620

減価償却費 73,342  ─ 2,348 75,691  ─ 75,691

資本的支出 460,691 57,583 19,374 537,648  ─ 537,648

　（注）１．事業区分の方法

事業はその内容・性質等を勘案して区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス

 事業区分 内容

Ｒ＆Ｄアウトソーシング

事業 

機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発等の専門的技術を技術者派遣または請負の形

態で提供し、顧客企業の研究開発を支援する事業。

ＩＴ事業 企業内情報システムの立案から導入・保守までの統合サービスを提供する事業。

その他事業 韓国人エンジニアに対して、日本語等の教育と紹介を行う事業。

３．当連結会計年度において、ＩＴ事業を構成する連結子会社は貸借対照表のみの連結となっております。

４．減価償却及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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      941.58 円

１株当たり当期純利益金額      150.34 円

１株当たり純資産額     504.34 円

１株当たり当期純利益金額     　44.18 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、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10月１日付で株式１株につき２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、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額     470.79 円

１株当たり当期純利益金額     　75.17 円

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（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） 375,839 220,921

　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） 375,839 220,921

　普通株式の期中平均株式数（株） 2,500,000 4,999,990

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 

(開示の省略）

 リース取引、有価証券、退職給付、ストック・オプション等、関連当事者との取引、税効果会計、企業結合等に関

する注記事項については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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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   1,268,019   673,324   

２．売掛金   1,187,238   1,236,305   

３．仕掛品   4,127   8,831   

４．貯蔵品   3,100   1,645   

５．前払費用   48,297   69,336   

６．繰延税金資産   236,281   262,842   

７．その他   2,092   64,104   

貸倒引当金   △355   △387   

流動資産合計   2,748,803 58.9  2,316,001 44.0 △432,801

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  546,668   596,509    

減価償却累計額  44,163 502,505  82,463 514,046   

(2）構築物  23,579   23,579    

減価償却累計額  3,558 20,021  6,689 16,890   

(3）車両運搬具  1,955   1,955    

減価償却累計額  1,857 97  1,857 97   

(4）工具器具備品  107,284   127,732    

減価償却累計額  76,304 30,980  88,420 39,312   

(5）土地   502,773   657,097   

(6）建設仮勘定   304   220,304   

有形固定資産合計   1,056,682 22.6  1,447,749 27.5 391,066

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   20,579   13,310   

(2）その他   1,881   1,817   

無形固定資産合計   22,461 0.5  15,127 0.3 △7,333
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   49,055   82,174   

(2）関係会社株式   342,116   827,158   

(3）出資金    ─   600   

(4）関係会社長期貸付金    ─   62,000   

(5）長期前払費用   24,950   28,265   

(6）差入保証金   136,803   160,376   

(7）繰延税金資産   260,909   298,264   

(8）その他   26,312   27,697   

貸倒引当金   △2,395   △4,413   

投資その他の資産合計   837,753 18.0  1,482,123 28.2 644,370

固定資産合計   1,916,896 41.1  2,945,000 56.0 1,028,103

資産合計   4,665,699 100.0  5,261,001 100.0 595,301
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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   23,286   21,841   

２．短期借入金   ─   300,000   

３．１年以内償還予定社債   60,000   60,000   

４．１年以内返済予定長期
借入金

  37,271   ─   

５．未払金   86,670   131,846   

６．未払費用   471,610   524,457   

７．未払法人税等   185,000   114,975   

８．未払消費税等   143,294   94,897   

９．預り金   25,168   65,810   

10．前受収益   ―   1,118   

11．賞与引当金   479,040   548,657   

12．その他   1,552   1,805   

流動負債合計   1,512,895 32.4  1,865,409 35.5 352,514

Ⅱ　固定負債         

１．社債   120,000   60,000   

２．退職給付引当金   534,019   599,136   

３．役員退職慰労引当金   129,996   143,396   

固定負債合計   784,016 16.8  802,533 15.2 18,516

負債合計   2,296,911 49.2  2,667,942 50.7 371,031

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金   715,790 15.4  ─ ─ △715,790

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  677,651   ─    

資本剰余金合計   677,651 14.5  ─ ─ △677,651

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  21,530   ─    

２．任意積立金         

 (1）別途積立金  200,000   ─    

３．当期未処分利益  741,115   ─    

利益剰余金合計   962,645 20.6  ─ ─ △962,645

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  12,701 0.3  ─ ─ △12,701

資本合計   2,368,788 50.8  ─ ─ △2,368,788

負債資本合計   4,665,699 100.0  ─ ─ △4,665,699
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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   ─ ─  715,790 13.6 715,790

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  ─   677,651    

資本剰余金合計   ─ ─  677,651 12.9 677,651

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  ─   21,530    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  ─   400,000    

繰越利益剰余金  ─   770,747    

利益剰余金合計   ─ ─  1,192,277 22.7 1,192,277

４．自己株式   ─ ─  △33 0.0 △33

株主資本合計   ─ ─  2,585,686 49.2 2,585,686

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  ─ ─  7,372 0.1 7,372

評価・換算差額等合計   ─ ─  7,372 0.1 7,372

純資産合計   ─ ─  2,593,058 49.3 2,593,058

負債純資産合計   ─ ─  5,261,001 100.0 5,261,001
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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   8,400,178 100.0  9,188,602 100.0 788,424

Ⅱ　売上原価   6,663,157 79.3  7,307,550 79.5 644,392

売上総利益   1,737,020 20.7  1,881,051 20.5 144,031

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,078,506 12.8  1,396,916 15.2 318,410

営業利益   658,513 7.9  484,135 5.3 △174,378

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  176   951    

２．受取配当金  129   666    

３．保険配当金  2,522   1,085    

４．社員寮収入  10,999   24,148    

５．保険解約返戻金  2,134   ─    

６．委託手数料  ―   7,900    

７．雑収入  2,984 18,947 0.2 2,845 37,597 0.4 18,650

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  749   2,039    

２．社債利息  1,447   1,020    

３．支払保証料  835   596    

４．その他  ─ 3,031 0.1 35 3,692 0.1 660

経常利益   674,429 8.0  518,040 5.6 △156,388
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入額  481 481 0.0 ─ ─ ─ △481

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  2,378   1,117    

２．リース解約損  1,224   ─    

３．貸倒引当金繰入額   ─   2,000    

４．関係会社株式評価損   ─   21,023    

５．その他   ─ 3,602 0.0 41 24,182 0.2 20,579

税引前当期純利益   671,308 8.0  493,857 5.4 △177,450

法人税、住民税及び事
業税

 333,951   273,051    

過年度法人税等  12,919   ─    

法人税等調整額  △57,070 289,800 3.5 △58,825 214,225 2.3 △75,574

当期純利益   381,508 4.5  279,632 3.1 △101,875

前期繰越利益   359,607   ─   

当期未処分利益   741,115   ─   
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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  6,083,570 91.3 6,647,890 90.9 564,319

Ⅱ　経費 ※２ 582,190 8.7 664,364 9.1 82,174

当期総製造費用  6,665,761 100.0 7,312,254 100.0 646,493

期首仕掛品たな卸高  1,523  4,127   

合計  6,667,284  7,316,382   

期末仕掛品たな卸高  4,127  8,831   

当期売上原価  6,663,157  7,307,550  644,392

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 　１．原価計算の方法

　実際原価に基づく個別原価計算 同左

※２．主な内訳は次のとおりであります。 ※２．主な内訳は次のとおりであります。

 （千円）

外注費 229,755

地代家賃 129,874

採用費 82,879

 （千円）

外注費 259,320

地代家賃 137,966

採用費 61,944
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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

（平成18年３月期）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   741,115

Ⅱ　利益処分額    

　　１．配当金  50,000  

　　２．任意積立金    

　　(１）別途積立金  200,000 250,000

Ⅲ　次期繰越利益   491,115
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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）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
715,790 677,651 677,651 21,530 200,000 741,115 962,645 － 2,356,087

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立（注）     200,000 △200,000 ―  ―

剰余金の配当（注）      △50,000 △50,000  △50,000

当期純利益      279,632 279,632  279,632

自己株式の取得        △33 △33

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）
― ― ― ― 200,000 29,632 229,632 △33 229,599

平成19年３月31日　残高

（千円）
715,790 677,651 677,651 21,530 400,000 770,747 1,192,277 △33 2,585,686

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）

12,701 12,701 2,368,788

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立（注）   ―

剰余金の配当（注）   △50,000

当期純利益   279,632

自己株式の取得   △33

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,328 △5,328 △5,328

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,328 △5,328 224,270

平成19年３月31日　残高
（千円）

7,372 7,372 2,593,058

 （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。

 

 

 

（開示の省略）

 重要な会計方針、重要な会計処理方法の変更、個別財務諸表に関する注記事項については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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