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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 28,701 △2.5 889 △26.1 879 △26.7 450 △24.1

18年３月期 29,440 △6.9 1,204 3.8 1,200 4.7 593 12.1

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 70 94 －  13.5 7.1 3.1

18年３月期 93 44 －  20.0 9.5 4.1

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 12,442 3,825 28.4 602 23

18年３月期 12,304 3,151 25.6 496 09

（参考）自己資本 19年３月期 3,533百万円 18年３月期 3,151百万円

(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 349 △116 △407 969

18年３月期 1,584 △236 △789 1,144

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率（連
結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 －  10 00 10 00 63 10.7 2.1

19年３月期 －  10 00 10 00 63 14.1 1.8

20年３月期（予想） －  10 00 10 00 － 11.6 －

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 14,000 △0.7 330 5.6 300 △1.2 160 △1.3 25 19

通期 30,000 4.5 1,050 18.0 1,000 13.7 550 22.0 86 58
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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、14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」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 6,355,000株 18年３月期 6,355,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 2,790株 18年３月期 2,130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、20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 22,879 △4.4 653 △37.6 654 △37.6 379 △29.5

18年３月期 23,935 1.6 1,046 7.6 1,049 9.1 537 20.4

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 59 66 －  

18年３月期 84 65 －  

(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 9,931 3,202 32.2 504 15

18年３月期 10,123 2,892 28.6 455 29

（参考）自己資本 19年３月期 3,202百万円 18年３月期 2,892百万円

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 11,500 △0.4 270 9.1 250 1.5 150 2.8 23 61

通期 24,000 4.9 890 36.1 850 29.9 500 31.9 78 71

※　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

　当連結会計年度のわが国の経済環境は、堅調な企業業績を背景に景気は緩やかな拡大傾向にありました。

　当情報サービス産業界においては、情報管理への関心の高まりなどから景気は拡大傾向にありました。

　このような事業環境にあって当社グループは、企業ニーズに対応した製品とサービスを提供すると共に事業の拡大

を図ってまいりました。

　しかしながらシステム機器販売事業の競争激化による受注減により、売上高は287億１百万円（前連結会計年度比

2.5％減）となりました。

　一方利益は売上高の減少並びに競争激化による粗利率低下と情報処理サービス事業の期初の受注不足による操業度

低下の影響で、経常利益８億79百万円（前連結会計年度比26.7％減）、当期純利益４億50百万円（前連結会計年度比

24.1％減）となりました。

　以下事業別の概況は次のとおりであります。

〔情報処理サービス事業〕

　当事業はシステム開発事業へ一部案件の移管をしており、売上高は83億34百万円（前連結会計年度比6.2％減）とな

りました。

〔システム開発事業〕

　当事業は情報処理サービス事業より案件の移管があり、売上高は96億73百万円（前連結会計年度比8.5％増）となり

ました。

〔システム機器販売事業〕

　当事業は競争激化による受注減の影響により、売上高は106億92百万円（前連結会計年度比8.1％減）となりました。

②次期の見通し

　当業界における経営環境は、企業業績の回復に伴い引続き堅調に推移すると期待されます。しかしながら企業の要

求が多様化する一方、受注競争が益々激化すると考えられます。

　このような経営環境のなか、技術力の強化とこれまでに蓄積された成果を生かし、事業の拡大を図ってまいります。

次期業績予想は以下のとおり予想しております。

 連      結 単      独

売 上 高  30,000百万円　（前期比 4.5％増）  24,000百万円 （前期比 4.9％増）

営業利益   1,050百万円　（前期比18.0％増）     890百万円 （前期比36.1％増）

経常利益   1,000百万円　（前期比13.7％増）     850百万円 （前期比29.9％増）

当期利益     550百万円　（前期比22.0％増）     500百万円 （前期比31.9％増）

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当連結会計年度末における資産合計は、124億42百万円（前連結会計年度末比１億37百万円増）となりました。受

取手形及び売掛金の増加が主な要因となっております。

（負債）

　当連結会計年度末における負債合計は、86億16百万円（前連結会計年度末比２億89百万円減）となりました。１

年以内返済予定長期借入金及び未払法人税等の減少が主な要因となっております。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産合計は、38億25百万円（前連結会計年度比４億26百万円増）となりました。利

益剰余金の増加が主な要因となっております。（比較額は当連結会計年度末の純資産合計と前連結会計年度末の資

本合計に少数株主持分を加えた額とを比較しております。）
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②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における連結ベースの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１億74百万円減少して、当連結会計年度末には９億69百万円となりました。

　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）

　当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、３億49百万円（前連結会計年度は15億84百万円の資金の

増加）となりました。これは法人税等の支払で７億76百万円の資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利

益が８億79百万円と堅調であったこと、また、退職給付引当金の増加で２億８百万円それぞれ資金の増加があった

こと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による資金の減少は、１億16百万円（前連結会計年度は２億36百万円の資金の

減少）となりました。これは主に有形固定資産取得に64百万円、無形固定資産取得に54百万円の支出がそれぞれあっ

たこと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による資金の減少は、４億７百万円（前連結会計年度は７億89百万円の資金の

減少）となりました。これは主に長期借入金の返済が３億円あったこと等によるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 18.7 17.9 21.5 25.6 28.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
25.3 22.6 29.4 56.8 37.3

債務償還年数（年） － － 3.2 0.8 2.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
△27.6 △1.8 22.2 81.2 31.5

※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

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

　　す。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フローの利息の支払額を使用しております。

４．平成15年３月期及び平成16年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数は算定しておりま

　　せん。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分については、株主への利益還元を経営の重要課題と位置付けると共に、当社グループの基礎体力と財務体

質の強化を第一義とし、安定した配当を行うことを基本方針としております。 

　この基本方針に基づき、当期は１株当たり10円の配当を実施することとしました。　

　内部留保資金については、今後の研究開発投資や設備投資及び財務体質の強化に活用して事業の拡大に努めてまい

いります。 

　また次期についても、１株当たり10円の配当を予定しております。 
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２．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び連結子会社３社、以下同じ）は、情報サービスの提供（情報処理サービス、システム開発

及びシステム機器販売）を主な事業内容としております。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

事業 主要事業内容 主要な会社

情報処理サービス事業 １．コンピュータ室及び通信ネットワークシステムの

運営・管理

２．各種システムの運用、保守、管理及びユーザサー

ビス

３．データ入力サービス

当社

株式会社菱友システムビジネスは

日本アイ・ビー・エム株式会社より

アウトソーシング業務を受託してお

ります。

株式会社菱友システムサービスは

データ入力サービスを主たる事業と

しております。

システム開発事業 １．ビジネスシステムの設計、開発、運用及び保守

２．エンジニアリングシステムの設計、開発、運用及

び保守並びに技術計算

当社

株式会社菱友システム技術は主とし

て関西地区三菱重工業株式会社のエ

ンジニアリングシステムの受託を事

業としております。

システム機器販売事業 １．パーソナルコンピュータ、オフィスコンピュータ、

エンジニアリングワークステーション及び周辺機

器の販売

２．システム機器の据付及び保守サービス

当社

株式会社菱友システムビジネス

　上記のほか、その他の関係会社（非連結）として主要な顧客である三菱重工業株式会社があります。

　以上に述べた事業の系統図は次のとおりであります。

 

                                                                                   その他の関係会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）凡例 

 

（直接取引） 

（関連事業） 

 

(連結)
子会社 

(連結)
子会社 

(連結)
子会社 

当  社   株  式  会  社  菱  友  シ  ス  テ  ム  ズ 

情報処理サービス シ ス テ ム 開 発 システム機器販売 

得 意 先 

株 式 会 社 菱 友 
システムサービス 

株 式 会 社 菱 友 
シ ス テ ム 技 術 

株 式 会 社 菱 友 
システムビジネス 

 三菱重工業株式会社 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略については、「平成19年３月期

中間決算短信（連結）」（平成18年11月21日開示）及び「平成19年３月期中間決算短信（連結）の一部訂正について」

（平成18年11月21日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。

当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社のホームページ）

http://www.ryoyu.co.jp/ir/finance.html

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ検索ページ」））

http://www2.jsda.or.jp/tekiji/

(4）会社の対処すべき課題

　当業界における経営環境は、企業業績の回復に伴い引続き堅調に推移すると期待されます。しかしながら企業の要

求が多様化する一方、受注競争が益々激化すると考えられます。

　このような経営環境のなか、当社グループはこれまでに蓄積された成果を生かし、また、これに必要な技術力の強

化を技術センタが中心となって行うことにより事業の拡大を図ってまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　内部管理体制の整備・運用状況につきましては、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」において記載しております。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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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日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

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 1,144,066 969,131  

２．受取手形及び売掛金 (注３) 6,318,105 6,529,438  

３．たな卸資産 625,720 688,940  

４．繰延税金資産 888,934 905,717  

５．その他流動資産 98,156 84,439  

６．貸倒引当金 △41,080 △41,156  

流動資産合計 9,033,903 73.4 9,136,510 73.4 102,607

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産 (注1,2)

(1）建物及び構築物 725,974 697,931  

(2）土地 (注７) 733,171 733,171  

(3）その他有形固定資産 147,740 135,924  

有形固定資産合計 1,606,886 13.1 1,567,027 12.6 △39,859

２．無形固定資産

(1）その他無形固定資産 147,430 1.2 147,798 1.2 368

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 (注４) 131,233 118,065  

(2）繰延税金資産 1,030,772 1,119,457  

(3）その他投資 458,683 354,669  

(4）貸倒引当金 △104,231 △1,440  

投資その他の資産合
計

1,516,458 12.3 1,590,752 12.8 74,294

固定資産合計 3,270,775 26.6 3,305,578 26.6 34,802

資産合計 12,304,679 100.0 12,442,088 100.0 137,409
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前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

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 1,862,164 1,852,520  

２．短期借入金 (注２) 302,720 266,022  

３．１年以内返済予定長期
借入金

(注２) 300,000 －  

４．未払費用 2,371,688 2,449,894  

５．未払法人税等 441,950 142,728  

６．その他流動負債 403,619 480,539  

流動負債合計 5,682,143 46.2 5,191,705 41.7 △490,438

Ⅱ．固定負債

１．長期借入金 (注２) 600,000 600,000  

２．再評価に係る繰延税
　　金負債

(注７) 575 575  

３．退職給付引当金 2,526,322 2,734,584  

４．役員退職慰労引当金 97,031 89,713  

固定負債合計 3,223,929 26.2 3,424,872 27.5 200,943

負債合計 8,906,073 72.4 8,616,578 69.2 △289,495
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前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

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）

（少数株主持分）

少数株主持分 246,983 2.0 － － －

（資本の部）

Ⅰ．資本金 (注５) 685,927 5.6 － － －

Ⅱ．資本剰余金 250,015 2.0 － － －

Ⅲ．利益剰余金 2,598,169 21.1 － － －

Ⅳ．土地再評価差額金 (注７) △427,720 △3.5 － － －

Ⅴ．その他有価証券評価差額
金

46,800 0.4 － － －

Ⅵ．自己株式 (注６) △1,569 △0.0 － － －

資本合計 3,151,622 25.6 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

12,304,679 100.0 － － －

（純資産の部）

Ⅰ．株主資本  

１．資本金  － － 685,927 5.5 －

２．資本剰余金  － － 250,015 2.0 －

３．利益剰余金  － － 2,985,308 24.0 －

４．自己株式  － － △2,124 △0.0 －

　　株主資本合計  － － 3,919,125 31.5 －

Ⅱ．評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

 － － 41,955 0.3 －

２．土地再評価差額金  － － △427,720 △3.4 －

　　評価・換算差額等合計  － － △385,764 △3.1 －

Ⅲ．少数株主持分  － － 292,149 2.4 －

純資産合計  － － 3,825,510 30.8 －

負債純資産合計  － － 12,442,088 100.0 －
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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 29,440,857 100.0 28,701,160 100.0 △739,697

Ⅱ．売上原価 (注１) 24,575,015 83.5 24,133,136 84.1 △441,878

売上総利益 4,865,842 16.5 4,568,023 15.9 △297,819

Ⅲ．販売費及び一般管理費

１．役員報酬 187,429 173,013

２．社員賃金諸手当 1,701,126 1,799,381

３．退職給付費用 107,042 117,543

４．役員退職慰労引当金繰
入額

21,909 17,467

５．従業員賞与 491,502 494,762

６．家賃地代 212,971 215,599

７．研究開発費 (注１) 128,674 102,002

８．貸倒引当金繰入額  122,419 －

９．その他販売費及び一般
管理費

688,172 3,661,248 12.4 758,365 3,678,137 12.8 16,888

営業利益 1,204,593 4.1 889,886 3.1 △314,707

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息 72 508

２．受取配当金 1,539 1,226

３．貸倒引当金戻入益 － 5,375

４．受取移転補償金 22,557 －

５．その他営業外収益 1,644 25,814 0.1 651 7,762 0.0 △18,052

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 18,727 11,159

２．投資有価証券評価損 － 4,999

３．固定資産除却損 9,914 －

４．その他営業外費用 1,378 30,021 0.1 1,707 17,866 0.1 △12,154

経常利益 1,200,386 4.1 879,781 3.1 △320,605

Ⅵ．特別損失

１．減損損失 (注２) 151,751 151,751 0.5 － － － △151,751

税金等調整前当期純利
益

1,048,635 3.6 879,781 3.1 △168,853

法人税、住民税及び事
業税

629,887 479,102

法人税等調整額 △209,781 420,105 1.4 △102,144 376,958 1.3 △43,147

少数株主利益 34,847 0.1 52,156 0.2 17,308

当期純利益 593,681 2.0 450,667 1.6 △143,014
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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 250,015

Ⅱ　資本剰余金期末残高 250,015

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,024,864

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 593,681

２．土地再評価差額金取崩額 59,044 652,726

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 79,421 79,421

Ⅳ　利益剰余金期末残高 2,598,169

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） 685,927 250,015 2,598,169 △1,569 3,532,542

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △63,528  △63,528

当期純利益   450,667  450,667

自己株式の取得    △555 △555

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）

－ － 387,138 △555 386,583

平成19年３月31日　残高（千円） 685,927 250,015 2,985,308 △2,124 3,919,125

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

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高（千円） 46,800 △427,720 △380,920 246,983 3,398,605

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △6,990 △70,518

当期純利益     450,667

自己株式の取得     △555

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4,844  △4,844 52,156 47,311

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△4,844 － △4,844 45,166 426,905

平成19年３月31日　残高（千円） 41,955 △427,720 △385,764 292,149 3,825,510

 （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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,048,635 879,781

減価償却費 133,423 150,817

減損損失 151,751 －

固定資産除却損 9,914 －

貸倒引当金の減少額 111,695 △102,715

退職給付引当金の増加額 203,108 208,261

役員退職慰労引当金の減
少額

19,982 △7,318

受取利息及び配当金 △1,612 △1,735

支払利息 18,727 11,159

投資有価証券評価損 － 4,999

売上債権の増加額 791,496 △109,442

たな卸資産の増加額 268,071 △63,219

その他資産の減少額 10,654 13,780

仕入債務の減少額 △742,838 △9,644

未払消費税等の増加額 △32,863 74,221

未払費用の増加額 117,956 78,206

その他負債の増加額 △6,107 7,695

その他 － 320

小計 2,101,996 1,135,168

利息及び配当金の受取額 1,612 1,735

利息の支払額 △19,509 △11,092

法人税等の支払額 △499,687 △776,161

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,584,412 349,650
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（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

△117,407 △64,537

無形固定資産の取得によ
る支出

△83,479 △54,269

その他 △35,535 1,993

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△236,422 △116,813

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純減少額 △261,377 △36,697

長期借入金の返済による
支出

△441,040 △300,000

自己株式の取得による支
出

△930 △555

配当金の支払額 △79,421 △63,528

少数株主への配当金の支
払額

△6,990 △6,990

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△789,759 △407,772

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

－ －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

558,229 －

現金及び現金同等物の減少
額

－ △174,935

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

585,836 1,144,066

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,144,066 969,131
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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）連結子会社数 連結の範囲に含めた子会社は次の３社であ

ります。

株式会社　菱友システム技術

株式会社　菱友システムビジネス

株式会社　菱友システムサービス

同左

(2）非連結子会社 連結の範囲から除外している子会社はあり

ません。

同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない関連会社（赤い靴

株式会社）は、当期純利益及び利益剰余金

等に与える影響額は僅少であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。

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。

同左

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

・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、売却原価は総平均法により

算定）

(イ）有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）

・時価のないもの

総平均法による原価法

・時価のないもの

同左

(ロ）たな卸資産

商品

個別法による原価法

(ロ）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

(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

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　３～48年

(イ）有形固定資産

同左

(ロ）無形固定資産

定額法

ただし、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、市場販売目

的のソフトウェアについては、販売可

能な有効期間（３年以内）における見

込販売収益に基づく償却額と残存有効

期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方法を採

用しております。

(ロ）無形固定資産

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）

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ）貸倒引当金

金銭債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については主として貸倒

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。

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）退職給付引当金 (ロ）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計上して

おります。

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（16年

～19.4年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。退職給付

制度の一部変更により発生した過去勤

務債務は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間（19.4年）による

定額法により、制度の改定日から費用

処理しております。

同左

(ハ）役員退職慰労引当金 (ハ）役員退職慰労引当金

取締役及び監査役の退任に伴う役員退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく当連結会計年度末要支給額を計

上しております。

同左

(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。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

(イ）ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理により支払利

息に加減して処理しております。

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップにより借入金利の変動リ

スクをヘッジしております。

同左

(ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針

金利の変動によるリスクの回避を目的

として、信用リスクを極力回避するた

め信用力の高い金融機関とのみ取引を

行っております。

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の条件に該当

のため実施しておりません。

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）

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理 (イ）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

同左

 (ロ）固定資産の減損に係る会計基準

（会計方針の変更）

当連結会計年度から、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

金等調整前当期純利益は151,751千円減少

しております。

(ロ）　　　　───────

 

 (ハ）　　　　───────

 

(ハ）貸借対照表の純資産の部に表示する

　会計基準

（会計方針の変更）

当連結会計年度から、「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3,533,361千円であります。

　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。

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方法については、原則

として５年間の均等償却を採用しておりま

す。

───────

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会社の利益処分は、連結会計年度中に

確定した利益処分に基づき連結決算をして

おります。

───────

８．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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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）

──────

 

 （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外費用

の「固定資産除却損」（当連結会計年度320千円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、「その他

営業外費用」に含めて表示することとしました。

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日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は、673,400千円

であります。

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は、773,749千円

であります。

（注２）担保は次のとおりであります。 （注２）             ────────

(1）担保に供している資産

建物 98,167千円

土地 102,291

計 200,458

(2）担保が付されている債務

１年以内返済予定長期借入

金

200,000千円

（注３）             ──────── （注３）連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年

度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度

末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれておりま

す。

　　　　　　　　　　 　 受取手形       5,706千円

（注４）関連会社に対するものは次のとおりであります。 （注４）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） 5,000千円 投資有価証券（株式） 0千円

（注５）当社の発行済株式総数は、普通株式6,355,000株

であります。

（注５）             ────────

（注６）当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,130

株であります。

（注６）             ────────

株式会社菱友システムズ (4685) 平成 19 年 3 月決算短信

－ 17 －



前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

（注７）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として資本の部に計上しておりま

す。

なお、当連結会計年度から、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）を適用したことにより、帳

簿価額が151,751千円減少しております。

（注７）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出

再評価及び減損処理を

行った土地の期末におけ

る時価と再評価及び減損

処理後の帳簿価額との差

額   △30,542千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出

再評価及び減損処理を

行った土地の期末におけ

る時価と再評価及び減損

処理後の帳簿価額との差

額   △51,083千円
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（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）

（注１）一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、135,008千円であります。

（注１）一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、109,518千円であります。

（注２）減損損失

当社グループは主として支社・営業所単位をグルーピング

の基礎とし、遊休資産については上記グループから区別し

てグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

場所 用途 種類

富山県富山市 遊休資産 土地

（注２）             ────────

当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途が定まっ

ていないため、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（151,751千円）として特別損失に計上

しました。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定

し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づき評

価しております。

（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 6,355,000 － － 6,355,000

合計 6,355,000 － － 6,355,000

自己株式

普通株式 2,130 660 － 2,790

合計 2,130 660 － 2,790

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加660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27日

定時株主総会
普通株式 63,528 10 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、配当の効力が翌連結会計年度となるもの

（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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 63,522 10 平成19年３月31日 平成19年６月29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）

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

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 1,144,066千円

現金及び現金同等物 1,144,066千円

現金及び預金勘定 969,131千円

現金及び現金同等物 969,131千円

（開示の省略）

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引、ストック・オプション

等、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。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容として

おり、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点

がないため開示する事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、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 496円 9銭

１株当たり当期純利益 93円44銭

１株当たり純資産額 602円23銭

１株当たり当期純利益 70円94銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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） 593,681 450,667

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 593,681 450,667

期中平均株式数（株） 6,353,434 6,352,457

（重要な後発事象）

　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

第38期
（平成18年３月31日現在）

第39期
（平成19年３月31日現在）

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 875,051 514,064  

２．受取手形 (注３) 64,565 72,546  

３．売掛金 (注４) 4,917,051 4,950,389  

４．商品 367,465 302,189  

５．仕掛品 130,459 303,490  

６．前払費用 24,466 25,815  

７．繰延税金資産 601,485 598,932  

８．その他流動資産 42,072 31,293  

９．貸倒引当金 △35,000 △32,000  

流動資産合計 6,987,617 69.0 6,766,721 68.1 △220,896

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産 (注1,2)

(1）建物 716,203 689,240  

(2）構築物 1,769 1,548  

(3）工具器具及び備品 118,737 101,849  

(4）土地 (注７) 733,171 733,171  

有形固定資産合計 1,569,881 15.5 1,525,810 15.4 △44,071

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 106,278 109,558  

(2）その他無形固定資産 4,999 4,813  

無形固定資産合計 111,277 1.1 114,372 1.1 3,094

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 103,823 87,575  

(2）関係会社株式 160,500 163,580  

(3）破産債権更生債権等 85,420 540  

(4）長期前払費用 15,724 11,793  

(5）繰延税金資産 920,952 1,001,653  

(6）敷金保証金 236,446 240,562  

(7）その他投資 18,679 20,127  

(8）貸倒引当金 △87,220 △1,440  

投資その他の資産合計 1,454,326 14.4 1,524,391 15.4 70,065

固定資産合計 3,135,485 31.0 3,164,574 31.9 29,088

資産合計 10,123,103 100.0 9,931,295 100.0 △191,807
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第38期
（平成18年３月31日現在）

第39期
（平成19年３月31日現在）

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 (注４) 1,602,035 1,552,889  

２．１年以内返済予定長期
借入金

(注２) 300,000 －  

３．未払金 33,863 49,152  

４．未払費用 1,659,110 1,619,399  

５．未払法人税等 328,833 78,618  

６．未払消費税等 － 108,685  

７．前受金 165,492 103,767  

８．預り金 (注４) 140,657 98,846  

９．その他流動負債 70,561 4,369  

流動負債合計 4,300,553 42.5 3,615,728 36.4 △684,825

Ⅱ．固定負債

１．長期借入金 (注２) 600,000 600,000  

２．再評価に係る繰延税
　　金負債

(注７) 575 575  

３．退職給付引当金 2,285,082 2,462,134  

４．役員退職慰労引当金 44,506 50,386  

固定負債合計 2,930,164 28.9 3,113,096 31.4 182,931

負債合計 7,230,718 71.4 6,728,825 67.8 △501,893
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第38期
（平成18年３月31日現在）

第39期
（平成19年３月31日現在）

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 (注５) 685,927 6.8 － － －

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 250,015 －

資本剰余金合計 250,015 2.5 － － －

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 26,500 －

２．任意積立金

(1）別途積立金 1,600,000 －

３．当期未処分利益 712,431 －

利益剰余金合計 2,338,931 23.1 － － －

Ⅳ．土地再評価差額金 (注７) △427,720 △4.2 － － －

Ⅴ．その他有価証券評価差額
金

(注８) 46,800 0.4 － － －

Ⅵ．自己株式 (注６) △1,569 △0.0 － － －

資本合計 2,892,384 28.6 － － －

負債・資本合計 10,123,103 100.0 － － －

（純資産の部）  

Ⅰ．株主資本  

１．資本金  － － 685,927 6.9 －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 250,015

資本剰余金合計  － － 250,015 2.5 －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 26,500

(2）その他利益剰余金  

別途積立金  － 2,100,000

繰越利益剰余金  － 527,917

利益剰余金合計  － － 2,654,417 26.7 －

４．自己株式  － － △2,124 △0.0 －

株主資本合計  － － 3,588,234 36.1 －

Ⅱ．評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

 － － 41,955 0.4 －

２．土地再評価差額金 (注７) － － △427,720 △4.3 －

評価・換算差額等合計  － － △385,764 △3.9 －

純資産合計  － － 3,202,470 32.2 －

負債純資産合計  － － 9,931,295 100.0 －
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(2）損益計算書

第38期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第39期
（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 (注１)  

１．情報処理売上高 13,146,762 13,043,680  

２．商品売上高 10,788,622 23,935,384 100.0 9,836,261 22,879,941 100.0 △1,055,443

Ⅱ．売上原価  

１．情報処理売上原価 10,844,479 10,942,562  

２．商品売上原価 8,963,531 19,808,010 82.8 8,273,766 19,216,328 84.0 △591,682

売上総利益 4,127,373 17.2 3,663,612 16.0 △463,761

Ⅲ．販売費及び一般管理費  

１．役員報酬 93,147 85,109  

２．社員賃金諸手当 1,385,693 1,424,233  

３．退職給付費用 94,604 96,957  

４．役員退職慰労引当金繰
入額

8,539 8,665  

５．従業員賞与 426,711 436,012  

６．外注費 147,704 133,197  

７．家賃地代 188,955 190,200  

８．租税公課 50,762 48,515  

９．減価償却費 50,837 57,380  

10．研究開発費 (注２) 128,674 102,002  

11．貸倒引当金繰入額  105,619 －  

12．その他販売費及び一般
管理費

399,252 3,080,502 12.9 427,612 3,009,889 13.2 △70,613

営業利益 1,046,871 4.4 653,723 2.9 △393,147

Ⅳ．営業外収益  

１．受取利息 (注１) 47 191  

２．受取配当金 (注１) 9,302 8,881  

３．貸倒引当金戻入益 － 6,616  

４．受取移転補償金  22,557 －  

５．その他営業外収益 394 32,302 0.1 104 15,794 0.1 △16,507

Ⅴ．営業外費用  

１．支払利息 (注１) 19,065 9,779  

２．投資有価証券評価損 － 4,999  

３．固定資産除却損 9,860 －  

４．その他営業外費用 594 29,520 0.1 258 15,037 0.1 △14,482

経常利益 1,049,653 4.4 654,481 2.9 △395,172

Ⅵ．特別損失  

１．減損損失 (注３) 151,751 151,751 0.6 － － － △151,751

税引前当期純利益 897,901 3.8 654,481 2.9 △243,420

法人税、住民税及び事業
税

479,126 350,289  

法人税等調整額 △119,061 360,065 1.5 △74,823 275,466 1.2 △84,598

当期純利益 537,836 2.2 379,014 1.7 △158,821

前期繰越利益 115,550 －  

土地再評価差額金取崩額 59,044 －  

当期未処分利益 712,431 －  
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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

第38期
株主総会承認日

（平成18年６月27日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ．当期未処分利益 712,431

Ⅱ．利益処分額

１．配当金 63,528

２．任意積立金

(1）別途積立金 500,000 563,528

Ⅲ．次期繰越利益 148,902

株主資本等変動計算書

第39期（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） 685,927 250,015 250,015 26,500 1,600,000 712,431 2,338,931 △1,569 3,273,304

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）     500,000 △500,000 －  －

剰余金の配当（注）      △63,528 △63,528  △63,528

当期純利益      379,014 379,014  379,014

自己株式の取得        △555 △555

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）     500,000 △184,514 315,485 △555 314,930

平成19年３月31日　残高（千円） 685,927 250,015 250,015 26,500 2,100,000 527,917 2,654,417 △2,124 3,588,234

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 46,800 △427,720 △380,920 2,892,384

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）    △63,528

当期純利益    379,014

自己株式の取得    △555

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△4,844  △4,844 △4,844

事業年度中の変動額合計（千円） △4,844  △4,844 310,085

平成19年３月31日　残高（千円） 41,955 △427,720 △385,764 3,202,470

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

項目
第38期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は総平均法により

算定）

(2）その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）

・時価のないもの

総平均法による原価法

・時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

個別法による原価法

(1）商品

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　３～48年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

ただし、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、市場販売目

的のソフトウェアについては、販売可

能な有効期間（３年以内）における見

込販売収益に基づく償却額と残存有効

期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方法を採

用しております。

(2）無形固定資産

同左

 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

金銭債権の貸倒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勘案し回収

不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
第38期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

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。

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（16年

～19.4年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌期から費用処理すること

としております。退職給付制度の一部

変更により発生した過去勤務債務は、

その発生時における従業員の平均残存

勤務期間（19.4年）による定額法によ

り、制度の改定日から費用処理してお

ります。

同左

(3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金

取締役及び監査役の退任に伴う役員退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

同左

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

６．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

金利スワップの特例処理により支払利

息に加減して処理しております。

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

金利スワップにより借入金利の変動リ

スクをヘッジしております。

同左

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針

金利の変動によるリスクの回避を目的

として、信用リスクを極力回避するた

め信用力の高い金融機関とのみ取引を

行っております。

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の条件に該当

のため実施しておりません。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
第38期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）固定資産の減損に係る会計基準

（会計方針の変更）

当期から、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151,751千円減少しております。

(2）　　　　───────

 (3）　　　　───────

 

(3）貸借対照表の純資産の部の表示に関

　　する会計基準

（会計方針の変更）

当期から、「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3,202,470千円であります。

なお、当期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。

表示方法の変更

第38期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ──────── （貸借対照表）

　前期まで流動負債の「その他流動負債」に含めて表示し

ておりました「未払消費税等」は、当期において、負債純

資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しておりま

す。

　なお、前期末の「未払消費税等」は44,323千円でありま

す。

（損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました営業外費用の「固定資

産除却損」（当期216千円）は、営業外費用の総額の100分

の10以下となったため、「その他営業外費用」に含めて表

示することとしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第38期
（平成18年３月31日現在）

第39期
（平成19年３月31日現在）

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は616,836千円で

あります。

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は686,004千円で

あります。

（注２）担保は次のとおりであります。 （注２）             ────────

(1）担保に供している資産

建物 98,167千円

土地 102,291

計 200,458

(2）担保が付されている債務

１年以内返済予定長期

借入金

200,000千円

（注３）             ──────── （注３）期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。

　　　　　　　　　　 　　受取手形　　　5,706千円

（注４）区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。

（注４）区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。

売掛金 2,414,334千円

買掛金 28,245

預り金 100,000

売掛金 2,799,111千円

買掛金 26,229

（注５）

会社が発行する株式の総数 普通株式23,840,000株

発行済株式の総数 普通株式 6,355,000

（注５）             ────────

（注６）当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,130

株であります。

（注６）             ────────
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第38期
（平成18年３月31日現在）

第39期
（平成19年３月31日現在）

（注７）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として資本の部に計上しておりま

す。

なお、当期から、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）を適用したことにより、帳簿価額が

151,751千円減少しております。

（注７）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出

再評価及び減損処理を

行った土地の期末におけ

る時価と再評価及び減損

処理後の帳簿価額との差

額 △30,542千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出

再評価及び減損処理を

行った土地の期末におけ

る時価と再評価及び減損

処理後の帳簿価額との差

額 △51,083千円

（注８）商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は46,800

千円であります。

（注８）             ────────
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（損益計算書関係）

第38期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第39期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（注１）関係会社との主な取引高は次のとおりであります。（注１）関係会社との主な取引高は次のとおりであります。

売上高 売上高

情報処理売上高 6,594,047千円

商品売上高 2,844,607

計 9,438,654

受取配当金 8,170千円

支払利息 1,906千円

情報処理売上高 6,957,444千円

商品売上高 2,494,018

計 9,451,463

受取配当金 8,290千円

支払利息 147千円

（注２）一般管理費に含まれる研究開発費は128,674千円

であります。

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあり

ません。

（注２）一般管理費に含まれる研究開発費は102,002千円

であります。

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあり

ません。

（注３）減損損失

 当社は支社・営業所単位をグルーピングの基礎とし、遊

休資産については上記グループから区別してグルーピング

を行っております。

　当期において、以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類

富山県富山市 遊休資産 土地

 　当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途が定

まっていないため、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（151,751千円）として特別損失に

計上しました。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づき

評価しております。

（注３）             ────────

（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 2,130 660 － 2,790

合計 2,130 660 － 2,790

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加660株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（開示の省略）

リース取引、有価証券、税効果会計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。

（１株当たり情報）

第38期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第39期
（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 455円29銭

１株当たり当期純利益 84円65銭

１株当たり純資産額 504円15銭

１株当たり当期純利益 59円66銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第38期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第39期
(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） 537,836 379,014

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 537,836 379,014

期中平均株式数（株） 6,353,434 6,352,457

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 ①代表取締役の異動

　 ・新任代表取締役候補

　　　 取締役社長　富田敏德（現　三菱重工業株式会社監査役）

　 ・退任予定代表取締役

　　　 取締役社長　平﨑雅康（顧問　就任予定）

　 （注）平成19年３月29日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて適時開示しております。

 ②その他の役員の異動

　 ・再任取締役候補

　　　 常務取締役　堀井洋一（現　常務取締役業務改革室長）

　　　 常務取締役　丸山良文（現　常務取締役ビジネスソリューション事業部長）

　　　 取締役　西邑雅史（現　三菱重工業株式会社情報システム部長）

　　　 取締役　松本浩司（現　三菱自動車工業株式会社管理本部ＩＴ企画統括部長）

　　　 （注）西邑雅史、松本浩司の両氏は社外取締役の候補者であります。

　 ・昇任取締役候補

　　 　常務取締役　大友文博（現　取締役事業開発室長）

　 ・退任予定取締役

　　　 取締役　加藤　泰（名誉顧問　就任予定）

　　　 取締役　井野　舜（顧問　就任予定）

　 ・再任監査役候補

　　　 監査役　助川義孝（現　三菱自動車工業株式会社管理本部コーポレートＩＴ部長）

　　　 （注）助川義孝氏は社外監査役の候補者であります。

　 ・新任監査役候補

　　　 監査役　高畑修一（現　三菱重工業株式会社本社経理部主席部員）

　　　 常勤監査役　小川林二郎（現　執行役員神奈川支社長）

　　　 （注）高畑修一氏は社外監査役の候補者であります。

　 ・辞任予定監査役

　　　 監査役　河内　裕

　　　 常勤監査役　中西生三（顧問　就任予定）

 

 ③就任予定日

　 平成19年６月28日
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