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問合せ先責任者（役職名） 取締役総務部長 （氏名）近藤 浩代  ＴＥＬ (078)222－9700 

定時株主総会開催日  平成19年８月29日        

有価証券報告書提出日 平成19年８月30日 

（百万円未満切り捨て） 

１．平成19年５月期の業績（平成18年６月１日～平成19年５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 

 

19年５月期 

18年５月期 

百万円   ％ 

 518 （△16.9） 

624 （ 13.4） 

百万円   ％ 

△78  （  －） 

7  （△52.0） 

百万円   ％ 

△81   （  －） 

11  （△37.9） 

百万円   ％ 

 △68 （  －） 

5  （△68.0） 

 

 
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 

自 己 資 本 

当期純利益率 

総資産経常 

利 益 率 

売上高営業 

利 益 率 

 

19年５月期 

18年５月期 

円  銭 

△5,365 50 

456  88  

円  銭 

 －   － 

448  71 

％ 

△5.1  

0.4  

％ 

△5.4   

0.7   

％ 

△15.2  

1.9 

(参考) 持分法投資損益 19年５月期   △2百万円   18年５月期   △2百万円 

 

(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 

 

19年５月期 

18年５月期 

百万円 

1,446  

1,576    

百万円 

1,309   

1,384   

％ 

90.6 

87.8  

円   銭 

102,142   88  

108,361   71  

(参考) 自己資本    19年５月期  1,309百万円   18年５月期     1,384百万円 

  
(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 

 

19年５月期 

18年５月期 

百万円 

   △11   

23   

百万円 

    △164   

127   

百万円 

△7   

△9   

百万円 

284   

468   

 
２．配当の状況                                                    

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

(年間) 
配当性向 

純資産 

配当率 

 

19年５月期 

  円 銭 

－  

円 銭 

－ 

円 銭 

－ 

  百万円 

－ 

％ 

－ 

％ 

－ 

18年５月期 － 1,000.00 1,000.00    12 218.9 0.9 

20年５月期 

（予想） 
－ － －  

 
３．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日～平成20年５月31日） 

（％表示は、通期対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

 

中間期 

百万円 ％ 

247  （127.8） 

   百万円 ％ 

 △44 （－） 

百万円 ％ 

 △41 （－） 

百万円 ％ 

 △31 （－） 

    円   銭 

△2,434 89 
通 期 600  （115.7）   △30 （－）  △24 （－）  △23 （－） △1,825 02 
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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 無  
  ② ①以外の変更        無 
 
 (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５月期  12,824株  18年５月期  12,778株 
  ② 期末自己株式数           19年５月期    －株  18年５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、30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 
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不

確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後の様々な
要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

なお、上記の予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料の3ページをご参照下さい。 
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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、個人消費に弱さが見られるものの、好調な企業収益を背景に設備投資は

引き続き順調に拡大しており、景気は全般的に回復基調をたどりました。 

情報サービス業界においても情報化投資は増加傾向にありますが、顧客のコストや納期に対する要求の高ま

りに加え競争も激化しております。また、当社の主要顧客である地方自治体等においては、予算削減により公

共投資は総じて低調に推移しており、当社の経営環境は依然として厳しい状態が続いております。 

このような状況のもと、当社は、営業面ではGIS関連の受託開発案件の受注獲得、ASP方式による地図情報配

信サービス事業やGPS（全地球測位システム）とGISを連係して移動体の位置情報を配信するサービス事業の顧

客開拓に注力いたしました。さらに、開発面においては、Microsoft社が提唱する.NET（ドットネット）環境に

対応した新製品の開発に取り組み、特定顧客向けに販売を開始いたしました。 

これらの活動の結果、電力会社の設備保全管理システム等の大型開発案件を受注したことから、受託開発の

売上は大幅に増加いたしました。しかしながら、自治体の予算状況を反映してGIS関係の案件規模が小型化した

こと等の影響を受け、ライセンス売上が伸び悩みました。また、位置情報管理のソフトウェアの完成が事業年

度末にずれこみGPS関連の案件開拓が進まなかったことから、当事業年度の売上高は518,659千円（前事業年度

比16.9%減）となりました。 

利益面におきましては、売上高が減少したことに加え、受託開発において受注後の仕様変更等が生じ、製造

経費が増加したことや前事業年度から開始した地図情報配信サービスの開発費の償却及び維持管理費等の負担

もあり、売上総利益169,301千円（前事業年度比34.5%減）、営業損失78,800千円（前事業年度は営業利益7,933

千円）、経常損失81,476千円（前事業年度は経常利益11,732千円）、当期純損失68,785千円（前事業年度は当

期純利益5,825千円）となりました。 

 

なお、品目別の売上構成比は、製品売上が91.8％（前事業年度は75.9％）、商品売上は8.2％（前事業年度は

24.1％）となっており、品目別の実績は次のとおりであります。 

①製品売上 

 a)ライセンス販売 

ライセンス販売につきましては、自治体の予算状況を反映して案件規模が小型化したこと等の影響を受け、

販売本数の減少や販売単価の下落が想定以上に進み、198,897千円（前事業年度比35.6%減）となりました。 

b)受託開発 

受託開発につきましては、前事業年度に引き続き通信事業者向けシステムを受注したことに加え、電力会

社の設備保全管理システムの受注等により、277,091千円（前事業年度比67.9%増）となりました。 

以上の結果、製品売上の売上高は475,989千円（前事業年度比0.5％増）となりました。 

②商品売上 

前事業年度は、車両運行管理に使用する GPS 機器の提供を行いましたが、当事業年度は GPS 関係の大型案

件の受注がなく、ライセンス販売に付随したデジタル地図の売上が中心であったことから、42,670 千円（前

事業年度比 71.7%減）となりました。 

 

（次期の見通し） 

今後のわが国の経済情勢の見通しにつきましては、為替変動や原油価格の動向等の懸念材料はありますが、

引き続き景気は堅調に推移するものと思われます。 

情報化投資につきましても継続的な需要が見込まれますが、官公庁向け市場においては、全般的に公共投資

が抑えられる中で事業者間の競争は激化しており、厳しい受注環境が続くものと予想されます。 

このような状況ではありますが、当社は、.NET（ドットネット）環境に対応した新ライセンスの機能拡充と

販売推進、地図情報配信サービスやGPSを利用した移動体の位置情報管理システムの更なる拡販に努めるととも

に、当社が有する開発ノウハウを活かした大規模な設備管理GISの構築に関する受託開発案件等の獲得に努めま

す。また、業務効率の向上、経費削減により赤字解消を目指して努力いたします。 

以上により、次期の業績見通しにつきましては、売上高600百万円、営業損失30百万円、経常損失24百万円、

当期純損失23百万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 

当事業年度末の総資産は1,446,102千円となり、前事業年度末と比較して130,604千円の減少となりました。こ

れは主に売掛金の減少（78,775千円減）、ソフトウェア仮勘定の減少（30,303千円減）、投資有価証券の減少

（17,019千円減）によるものであります。 

負債は136,222千円となり、前事業年度末と比較して55,839千円の減少となりました。これは主に買掛金の減

少（29,565千円減）、繰延税金負債の減少（15,065千円減）、未払法人税等の減少（14,889千円減）によるもの

であります。 

純資産は1,309,880千円となり、前事業年度末と比較して74,765千円の減少となりました。これは、ストック

オプションの行使に伴う資本金及び資本準備金の増加（計4,600千円増）があったものの、当期純損失68,785千

円を計上したため利益剰余金が81,563千円減少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、営業活動によるキャッシュ・フロー

が11,232千円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが164,055千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フ

ローが7,910千円の支出となったため、前事業年度に比べ183,197千円減少し、当事業年度末には284,893千円とな

りました。 

また、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、以下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支出した資金は、11,232千円（前事業年度は23,942千円の獲得）となり

ました。これは主に売上債権の減少額が78,775千円あったものの、税引前当期純損失が84,763千円あったこと

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） 

当事業年度において投資活動の結果支出した資金は、164,055千円（前事業年度は127,410千円の獲得）とな

りました。これは主に定期預金の預入による支出が190,000千円あったこと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）  

   当事業年度において財務活動の結果支出した資金は、7,910千円（前事業年度比1,627千円の支出減）となり

ました。これはストックオプションの行使に伴う株式の発行による収入が4,600千円あったものの、配当金の支

払額が12,510千円あったことによるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年５月期 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期 

自己資本比率（%） 81.0 86.4 89.1 87.8 90.6 

時価ベースの 

自己資本比率（%） 

210.6 218.6 188.0 184.8 96.7 

債務償還年数(年） － － － － － 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍） 

－ 4,803.0 － － － 

 （注） 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、いずれも財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

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、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。 

 

 (3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続して

いくことを基本方針としております。 

   次期の配当につきましては、無配を予定しておりますが、早期に業績を回復させ、速やかに復配を実現する
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ことが経営上の最重要課題の一つと考えております。 

 

 (4)事業等のリスク 

当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある主なリスクとしては、以下のようなものがあります。 

  なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において判断したものであります。 

 ①特定の事業分野と製品への依存度が高いことについて 

 当社の売上は、GIS構築用ソフトウェアである「GeoBase」のライセンス販売、GIS関連の受託開発、GPS機器や

デジタル地図販売の商品売上で構成されています。当事業年度において、売上高に占めるライセンス販売の構成

比は38.3%となっておりますが、当社の受託開発及び商品売上の大半は「GeoBase」の販売に派生して受注するた

め、「GeoBase」への依存度は90%程度になります。したがって、当社の業績は、GIS市場の動向や「GeoBase」の

販売状況の影響により大きく変動する可能性があります。 

②官公庁等に係る市場動向及びその依存度について 

当社における直接の販売先はSI事業者等でありますが、エンドユーザーの多くは、地方自治体等の官公庁であ

り、現時点における当社製品の民間企業への導入は、通信・電力等のインフラ系事業者等に限られております。 

今後は、SI事業者等との協力体制の構築を推進することにより、民間企業を対象とした分野についても拡大を

図る方針であります｡しかしながら、当面は官公庁への高い依存度が継続するものと想定されることから、政府

の財政構造改革、地方自治体の財政難等により、情報通信関連、特にGIS関連の予算割当が抑制された場合、当

社の業績に対して悪影響を及ぼす可能性があります｡ 

③外注依存度の高さについて 

 当社における開発業務等については、開発業務の効率化、受託開発業務における受注量拡大及びコスト低減等

を目的として、開発業務等の一部については当社社員の管理統括のもと、パートナーと位置づける協力会社への

外注を活用しており、当事業年度における総製造費用に占める外注費の割合は、48.7%となっております。 

今後、当社が事業拡大を図る上で、協力会社活用の重要性は一層高まってくるものと認識しており、協力会社

の確保及びその管理体制の強化を推進していく方針であります。しかしながら、協力会社から十分な開発人員を

確保できない場合、協力会社における問題等に起因して開発プロジェクトの品質低下、開発遅延または不具合等

が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

④大型案件による特定の取引先に対する依存度の高さについて 

 当事業年度における当社の売上の20.3％は株式会社STNet、17.6％はエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会

社に対するものであり、これは大型受託開発案件を受注したことによります。案件終了後の保守や追加システム

等の継続受注、新規顧客開拓による開発案件の受注獲得に努めておりますが、上記取引先の事業方針の変更や新

規案件の開拓状況よって当社の業績が大きく変動する可能性があります。 

⑤製品の不具合の発生による影響について 

当社は、当社の品質管理基準に従って不具合等の発生防止に留意しております。しかしながら、当社製品の不

具合により顧客が損害を被った場合、損害賠償請求を受け、または当社に対する信頼性の喪失により、業績に影

響を及ぼす可能性があります｡ 

⑥システム障害について 

当社の地図情報配信サービスは、通信ネットワークを通じてサービスを提供しておりますが、災害や事故によ

り通信ネットワークが切断された場合、サーバ機能が停止した場合、コンピュータウイルスによる被害にあった

場合、ソフトウェアに不具合が生じた場合等によりサービス提供が不可能となる可能性があります。これらの障

害が発生した場合には、回復のためのコスト負担や顧客の信頼の低下により、業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑦受託開発業務に係る仕様拡大の影響について 

当社が行う業務のうち受託開発業務に関しては、当該業務の性格上、開発開始後、その仕様に関して発注元と

の認識の違い等が発生する可能性があります。発注元との話し合いの結果、当社の責任において再開発、補修す

るための費用が発生し、期間収益を悪化させる可能性があります。 

⑧新製品開発及び新事業の立ち上げについて  

当社は、GIS基本ソフトウェアの開発、位置情報サービス分野における独自製品や新サービスの開発を積極的に

進めていく予定であります。これらの新製品及び新事業の開始にあたって、当社は事前に市場調査を行って取り

組んでいるものの、不確定要因が多いことから、当初の事業計画を予定通り達成できなかった場合は、それまで

の投資負担が当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 



 

 

6 

⑨小規模組織における管理体制について 

当社は、平成 19 年 6 月末現在、役員 4 名並びに従業員 23 名と組織としての規模は小さく、内部管理体制もこ

のような組織の規模に応じたものとなっております。また、小規模な組織であることから、業務を特定の個人に

依存している場合があります。今後、更なる権限委譲や業務の定型化、代替人員の確保・育成等を進める予定で

ありますが、特定の役職員の社外流出等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩人材の確保について  

現在、情報サービス業界においては優秀な人材の確保が厳しい状況であり、当社が必要な人材の獲得を目標ど

おり図れない場合や優秀な従業員の退職が発生した場合には、製品開発や売上計画が予定どおりに進まず、人員

の採用や教育等に伴う経費の増加等により、当社業績に悪影響を与える可能性があります｡ 

⑪知的財産権について 

当社は、当社製品の名称について商標登録を行っている他、独自に開発したシステムについても特許の登録を

行っております。また、当社は、第三者の知的財産権を侵害しないよう留意し、調査を行っておりますが、万一、

当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者より使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる可

能性、並びに当該特許使用にかかる対価等の支払い等が発生する可能性があります｡このような場合には、当社の

経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

   

２．企業集団の状況 
  当社は、関連会社１社を有しております。 

当社及び当社の関連会社は、地理情報システム（GIS）構築用基本ソフトウェアの開発・販売、GIS関連のソフト

ウェアの受託開発、GIS構築に関するコンサルティング、位置情報配信サービスを行っております。 

名  称 住  所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有割合

又は被所有割合

（％） 

関係内容 

（関連会社） 

㈱マップクエスト 

 

愛知県豊橋市 

 

60 

 

地理情報システ

ムソフトウェア

の開発・販売 

 

37.5 

 

ソフトウェアの

共同開発 

役員の兼任１名 

 

３．経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

当社は、「誰もが必要とする情報を簡単に手に入れることができる新しい情報社会を創造する」ことを企業

理念として掲げ、当社が提供する製品やサービスを通じて、社会が日々豊かに、便利になることを目指してお

ります。 

この理念に基づき、下記の経営方針を基に事業展開を行います。 

一、地図及び位置情報分野において最先端の技術と信頼性のある製品、サービスを提供します。 

一、技術、販売力を有する企業との提携、共同展開により新事業の開拓を積極的に進めます。 

一、規模の拡大よりも経営資本を有効に活用した効率の高い経営を追求します。 

 

(2)目標とする経営指標 
当社は、売上高の伸長を当面の最重要目標としております。また、適正な売上高営業利益率及び売上高経常

利益率の確保を目指して効率化の追求も図る所存であります。 

   

(3)中長期的な会社の経営戦略 
GISは、地図を使用する様々な業務で利用される可能性があり、その市場は高い潜在的成長力を有している

と認識しております。当社は、今後もGISを利用する各分野において当社の製品を浸透させ、国内のGIS基本ソ

フトウェア市場においてさらに高いシェアを占めることを目標としております。 

また、当社は、社会ニーズが高まっている位置情報サービスと言われる分野に対して独自製品の提供やサー

ビスビジネス、ソリューションビジネスの提供を行いたいと考えております。これにつきましては、特定分野

に強い他社と提携して市場開拓を図ります。 
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(4)会社の対処すべき課題 
当社は、顧客満足度の高い製品・サービスの提供に努めるとともに、今後拡大が見込まれる位置情報サービ

ス分野において新しいビジネス展開を図るため、次のような課題に取り組んでおります。 

①新製品の機能拡充と販売推進によるライセンス売上の回復 

 ．NET（ドットネット）環境に対応した新製品「GeoBase.NET」については、特定顧客向けに販売を限定的に

開始いたしました。今後は一般業務にも幅広く対応させるべく機能拡充を図ります。この新製品は、顧客が要

求する「低コストでのGIS構築」と「使い易く拡張性のあるシステム構造」を実現した製品であり、当社の従

来のライセンスを使用する顧客及び新規顧客に向けて販売を推進することにより、ライセンス売上の回復を図

ります。 

②ASP方式による地図情報配信サービス事業の拡販 

初期投資を抑え月額利用料で提供するASP方式は、低コストでの地図情報の利用を可能にすることから、こ

れまでは主に市民等に地図情報の公開を検討している地方自治体に向けて提案を行って参りました。当事業の

契約数が着実に増えており、今後は、地方自治体内部での業務利用や民間企業も対象として、積極的な販売活

動を行います。現在これらのASP方式を歓迎する市場は急激な拡大を見せており、当社はこの分野の先駆者と

してより低コスト、より高機能なASP関連製品を投入する予定です。 

③移動体の位置情報サービスビジネスの開拓 

GPSとGISを効果的に連係させることにより、位置情報サービスのなかで人や物の移動体管理（各種車両安全

運行、配達・配車の効率化、防災・防犯）分野に特化したソリューションビジネスへの展開を図ります。当分

野において提携を行った通信事業者との協力体制のもと、当社の地図情報配信サービスとの連係で、従来に較

べ低価格に、かつ短期間で、顧客要望に適合した位置情報サービスの運用開始が可能となります。これにより、

現在専用カスタマイズを必要とする競合他社との差別化を図ります。 

④GIS及び位置情報管理システムの受託開発案件の獲得 

当社の製品が得意とする電力や通信といった大規模な設備管理GISの受託開発の案件獲得に引き続き注力する

とともに、GPSやASPと連係したGIS関連の開発業務についても案件を開拓いたします。これらの受託開発業務を

遂行するために、社内開発者の育成、技術力のあるシステム開発会社との協力体制の強化を進めます。 

  

 (5)その他、会社の経営上の重要な事項 

  親会社等に関する事項 

    該当事項はありません。 
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４．生産実績、受注及び販売の状況 

  (1) 生産実績 

 当事業年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 品目 

金額（千円） 前年同期比（％） 

受託開発 279,916 168.7 

合計 279,916 168.7 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当事業年度における受注状況は次のとおりであります。 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

受注高 受注残高 
品目 

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％） 

受託開発 280,556 166.3 76,964 104.7 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）販売実績 

 当事業年度の販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 品目 

金額（千円） 前年同期比（％） 

製品売上 475,989 100.5 

 ライセンス販売 198,897 64.4 

 受託開発 277,091 167.9 

商品売上 42,670 28.3 

合計 518,659 83.1 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前事業年度及び当事業年度の主な相手先別販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、

次のとおりであります。 

 

 前事業年度 当事業年度 

 
相手先名 

金額（千円） 割合（%） 金額（千円） 割合（%） 

 （株）ＳＴＮｅｔ － － 105,240 20.3 

 エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 105,155 16.8 91,501 17.6 

 富士通エフ・アイ・ピー（株） 103,749 16.6 － － 

※１．上記の金額は、製品売上と商品売上の合計額であります。 
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２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ３．前事業年度の（株）ＳＴＮｅｔと当事業年度の富士通エフ・アイ・ピー（株）については、当該割

合が100分の10未満のため記載を省略しております。 
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５．財務諸表等 

(1)貸借対照表 

 
前事業年度 

(平成18年５月31日現在) 
当事業年度 

(平成19年５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  898,607   905,727  7,120 

２．売掛金   137,496   58,720  △78,775 

３．有価証券   124,598   114,133  △10,464 

４．仕掛品   648   2,376  1,727 

５．貯蔵品   1,866   2,430  563 

６．前渡金   819   252  △567 

７．前払費用   8,922   6,136  △2,786 

８．未収消費税等   －   165  165 

９．その他   771   2,146  1,374 

貸倒引当金   △137   △58  78 

流動資産合計   1,173,594 74.4  1,092,031 75.5 △81,563 

Ⅱ 固定資産         

(1)有形固定資産         

１．建物  3,742   3,742    

  減価償却累計額  △1,206 2,535  △1,566 2,175  △360 

２．工具器具備品  10,082   9,895    

  減価償却累計額  △6,334 3,748  △6,944 2,950  △797 

有形固定資産合計   6,283 0.4  5,126 0.4 △1,157 

(1)無形固定資産         

１．特許権   750   219  △531 

２．商標権   307   199  △107 

３．ソフトウェア   27,378   35,684  8,306 

４．ソフトウェア仮勘定   42,964   12,661  △30,303 

５．その他   230   230  － 

無形固定資産合計   71,632 4.6  48,995 3.4 △22,636 

(3)投資その他の資産         

１．投資有価証券   144,427   127,407  △17,019 

２．関係会社株式   41,250   41,250  － 

３．長期前払費用   58   521  463 

４．長期性預金   100,000   100,000  － 

５．長期未収入金   －   10,000  10,000 

６．差入保証金   39,461   30,771  △8,689 

貸倒引当金   －   △10,000  △10,000 

投資その他の資産合計   325,196 20.6  299,950 20.7 △25,246 

固定資産合計   403,112 25.6  354,071 24.5 △49,040 

資産合計   1,576,707 100.0  1,446,102 100.0 △130,604 
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前事業年度 

(平成18年５月31日現在) 
当事業年度 

(平成19年５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   46,472   16,907  △29,565 

２．未払金   6,668   6,238  △429 

３．未払費用   4,485   4,374  △111 

４．未払法人税等   15,826   936  △14,889 

５．繰延税金負債   26,341   24,303  △2,038 

６．預り金   5,679   1,983  △3,695 

７．前受収益   16,167   14,824  △1,342 

８．未払消費税等   218   －  △218 

流動負債合計   121,859 7.7  69,568 4.8 △52,291 

Ⅱ 固定負債         

１．繰延税金負債   29,178   16,151  △13,027 

２．役員退職慰労引当金   38,692   49,180  10,488 

３．長期前受収益   2,331   1,323  △1,008 

固定負債合計   70,201 4.5  66,654 4.6 △3,547 

負債合計   192,061 12.2  136,222 9.4 △55,839 

         

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

 1.資本金   361,650 22.9  363,950 25.2 2,300 

2.資本剰余金         

(1)資本準備金  351,150   353,450    

資本剰余金合計   351,150 22.3  353,450 24.4 2,300 

3.利益剰余金         

(1)その他利益剰余金         

プログラム等準備金  126,387   85,389   △40,998 

    繰越利益剰余金  545,847   505,281   △40,566 

利益剰余金合計   672,234 42.6  590,670 40.9 △81,563 

     株主資本合計   1,385,034 87.8  1,308,070 90.5 △76,963 

Ⅱ 評価・換算差額等         

1.その他有価証券評価差額金  △388   1,809    

評価・換算差額等合計   △388 0.0  1,809 0.1 2,198 

純資産合計   1,384,645 87.8  1,309,880 90.6 △74,765 

負債及び純資産合計   1,576,707 100.0  1,446,102 100.0 △130,604 
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(２)損益計算書 

 
前事業年度 

（自 平成17年６月１日 
    至 平成18年５月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年６月１日 
    至 平成19年５月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 百分比
（％） 

金額（千円） 百分比
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高         

１．商品売上高  150,614   42,670    

２．製品売上高  473,766 624,380 100.0 475,989 518,659 100.0 △105,721 

Ⅱ 売上原価         

１．商品売上原価         

(1)当期商品仕入高  131,512   39,252    

２．製品売上原価  234,532 366,044 58.6 310,105 349,357 67.4 △16,686 

売上総利益   258,336 41.4  169,301 32.6 △89,034 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  250,403 40.1  248,101 47.8 △2,301 

営業利益又は営業損失
（△） 

  7,933 1.3  △78,800 △15.2 △86,733 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  832   1,696    

２．有価証券利息  1,474   1,539    

３．受取配当金  1,592   2,079    

４．投資事業組合出資金
運用益 

 －   1,814    

５．その他  158 4,058 0.6 194 7,324 1.4 3,265 

Ⅴ 営業外費用         

１．投資事業組合出資金
運用損  258   －    

２．貸倒引当金繰入額  －   10,000    

３．その他  0 258 0.0 － 10,000 1.9 9,741 

経常利益又は経常損失
（△）   11,732 1.9  △81,476 △15.7 △93,208 

Ⅵ 特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  －   78    

２．投資有価証券売却益  3,421 3,421 0.5 － 78 0.0 △3,342 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※3 105   78    

２．過年度役員退職慰労
引当金繰入額   3,288 3,393 0.5 3,288 3,366 0.6 △26 

税引前当期純利益又は
税 引 前 当 期 純 損 失
（△） 
 

  11,760 1.9  △84,763 △16.3 △96,523 

法人税・住民税及び事
業税 

 26,223   593    

法人税等調整額  △20,288 5,935 1.0 △16,570 △15,977 △3.1 △21,912 

当期純利益又は当期純
損失（△） 

  5,825 0.9  △68,785 △13.2 △74,610 

         

 

 



 

 

13 

 

製品原価明細書   

  
前事業年度 

（自 平成17年６月１日 

 至 平成18年５月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年６月１日 

   至 平成19年５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  105,485 39.3 81,836 27.9 △23,649 

Ⅱ 経 費 ※1 163,102 60.7 211,141 72.1 48,038 

当 期 製 造 費 用  268,588 100.0 292,978 100.0 24,389 

期 首 仕 掛 品 棚 卸 高  8,659  648  △8,010 

合 計  277,247  293,627  16,379 

期 末 仕 掛 品 棚 卸 高  648  2,376  1,727 

他 勘 定 振 替 高 ※2 75,282  6,182  △69,100 

ソフトウェア償却費  33,216  25,037  △8,179 

売 上 原 価  234,532  310,105  75,573 

  

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
  至 平成19年５月31日） 

１．原価計算の方法は、実際個別原価計算を採用してお

ります。 

１．原価計算の方法は、実際個別原価計算を採用してお

ります。 

※１．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※１．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 
  

外注開発費 100,403千円
  

  
外注開発費 142,759千円

  
※２．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 
  

ソフトウェア仮勘定 75,282千円
  

  
ソフトウェア仮勘定 6,182千円
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(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日）         

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 プログラム

等準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

その他有価

証券評価 

差額金 

前 事 業 年度 末 残高

（千円） 
360,150 349,650 159,366 519,790 1,388,957 741 

当事業年度中の変動

額（千円） 
      

新株予約権の行使

による株式の発行 
1,500 1,500   3,000  

剰余金の配当    △12,748 △12,748  

プログラム等準備

金の取崩 
  △32,979 32,979 －  

当期純利益    5,825 5,825  

株主資本以外の項

目の当事業年度中

の変動額（純額） 

    － △1,130 

当事業年度中の変動

額合計（千円） 
1,500 1,500 △32,979 26,057 △3,922 △1,130 

当 事 業 年度 末 残高

（千円） 
361,650 351,150 126,387 545,847 1,385,034 △388 

 

当事業年度（自 平成18年6月1日 至 平成19年5月31日）         

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 プログラム

等準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

その他有価

証券評価 

差額金 

前 事 業 年度 末 残高

（千円） 
361,650 351,150 126,387 545,847 1,385,034 △388 

当事業年度中の変動

額（千円） 
      

新株予約権の行使

による株式の発行 
2,300 2,300   4,600  

剰余金の配当    △12,778 △12,778  

プログラム等準備

金の取崩 
  △40,997 40,997 －  

当期純損失    △68,785 △68,785  

株主資本以外の項

目の当事業年度中

の変動額（純額） 

    － 2,198 

当事業年度中の変動

額合計（千円） 
2,300 2,300 △40,997 △40,566 △76,963 2,198 

当 事 業 年度 末 残高

（千円） 
363,950 353,450 85,389 505,281 1,308,070 1,809 
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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６月１日 

 至 平成18年５月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年６月１日 

    至 平成19年５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     

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  11,760 △84,763 △96,523 

減価償却費  41,293 30,540 △10,752 

固定資産除却損  105 78 △26 

貸倒引当金の増加額  55 9,921 9,865 

役員退職慰労引当金の増加額  10,328 10,488 160 

受取利息及び配当金  △2,424 △3,775 △1,350 

有価証券利息  △1,474 △1,539 △65 

投資有価証券売却益  △3,421 － 3,421 

投資事業組合出資金運用益  － △1,814 △1,814 

投資事業組合出資金運用損  258 － △258 

売上債権の減少額（△:増加額）  △55,575 78,775 134,350 

たな卸資産の減少額（△:増加額）  8,184 △2,291 △10,475 

仕入債務の増加額（△：減少額）  46,472 △29,565 △76,037 

前払費用の減少額（△：増加額）  △3,967 2,786 6,753 

差入保証金の減少額（△:増加額）  △10,000 8,689 18,689 

未払金の減少額   △20,817 △945 19,871 

預り金の増加額（△：減少額）  3,218 △3,695 △6,914 

未払消費税等の増加額（△：減少額）  218 △218 △437 

前受収益の増加額（△：減少額）  1,648 △2,350 △3,998 

その他  1,709 △11,052 △12,761 

小計   27,573 △732 △28,305 

利息及び配当金の受取額  4,519 4,928 409 

法人税等の支払額  △12,366 △15,427 △3,061 

法人税等の還付額  4,216 － △4,216 

営業活動によるキャッシュ・フロー  23,942 △11,232 △35,174 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入  270,000 20,000 △250,000 

定期預金の預入による支出  － △190,000 △190,000 

投資有価証券の取得による支出  △132,278 △50,118 82,160 

投資有価証券の売却による収入  46,471 － △46,471 

有価証券の償還による収入  40,000 90,000 50,000 

有価証券の取得による支出  － △30,136 △30,136 

有形固定資産の取得による支出  △4,862 △250 4,612 

無形固定資産の取得による支出  △92,201 △6,182 86,019 

出資金の分配金による収入  － 2,505 2,505 

その他  281 126 △154 

投資活動によるキャッシュ・フロー  127,410 △164,055 △291,465 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  3,000 4,600 1,600 

配当金の支払額  △12,538 △12,510 27 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △9,538 △7,910 1,627 

Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 （ △ :減 少 額 ）  141,814 △183,197 △325,012 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  326,276 468,091 141,814 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  468,091 284,893 △183,197 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

関連会社株式 

総平均法にもとづく原価法      

関連会社株式 

同左 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法

を採用しております（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しておりま

す。）。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

        同左 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1)仕掛品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(1)仕掛品 

同左 

 (2)貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2)貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物     15年 

工具器具備品 ３年～10年 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

 販売可能期間（３年間以内）の販

売見込本数に基づき償却しておりま

す。 

(2)無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 ｂ．自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（３～

５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

ｂ．自社利用のソフトウェア 

         同左 

 ｃ．その他の無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

ｃ．その他の無形固定資産 

同左 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売掛金等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 
前事業年度 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 (2)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、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

 なお、過年度相当額（21,690千円）

については、第12期より５年間の均等

額を繰り入れることとし、特別損失に

計上しております。 

ただし、退任役員分については、退

任時に一括費用処理しております。 

(2)役員退職慰労引当金 

       同左 

  

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

６．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 

７．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 
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  会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５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

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,384,645

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

 

 

────── 

 

 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

 これに伴う損益への影響は軽微であります。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

（損益計算書関係） 

当事業年度より売上高に占める商品売上の割合が重

要性を増したため、前事業年度は「売上高」として掲

記しておりましたが、当事業年度より「製品売上高」

及び「商品売上高」として区分掲記しております。こ

れに伴い「売上原価」は、「製品売上原価」及び「商

品売上原価」として区分掲記しております。 

なお、前事業年度における「製品売上高」は497,695

千円、「商品売上高」は53,013千円であり、「製品売

上 原価」 は 252,173 千円 、「商 品売上 原価」 は  

35,123千円であります。 

 

前事業年度において、「有価証券利息」に含めて表

示しておりました「受取配当金」を当事業年度より区

分掲記しております。 

なお、前事業年度の「有価証券利息」に含まれてい

る「受取配当金」は492千円であります。 

 

 

────── 

 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

（貸借対照表関係） 

受託売上の増加により物品仕入や外注費等の営業上の

購買取引が増加傾向にあるため、表示の明瞭性を高める

ことを目的として、従来、未払金として表示していた金

額のうち、営業上の未払金については買掛金として区分

掲記しております。 

なお、前事業年度において、未払金に含まれる当該残

高は、22,876千円であります。 

 

 

────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年５月31日） 

当事業年度 
（平成19年５月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 

 
定期預金 130,067千円

計 130,067千円
  

────── 

 期末日現在、上記に対応する債務残高はありませ

ん。 

 

 当社は取引銀行１行と当座借越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 

 
当座借越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
  

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は28.0％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は72.0％

であります。販売費及び一般管理費の主な内訳は、

次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は27.1％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は72.9％

であります。販売費及び一般管理費の主な内訳は、

次のとおりであります。 
   

給料手当 107,525千円

賞与 12,925千円

減価償却費 3,731千円

支払手数料 25,672千円

旅費交通費 14,671千円

研究開発費 18,006千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,040千円

地代家賃 13,787千円

貸倒引当金繰入額 55千円
 

 
給料手当 102,494千円

賞与 12,909千円

支払手数料 24,058千円

旅費交通費 13,912千円

研究開発費 31,757千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,200千円

地代家賃 13,787千円
  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究 

開発費の総額           18,006千円 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費の総額           31,757千円 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品 105千円
 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品 78千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 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 12,748 30 － 12,778 

合 計 12,748 30 － 12,778 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加30株は、新株予約権の行使による増加であります。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前事業 

年度末 

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業 

年度末 

当事業年度末

残高（千円） 

平成13年4月 

新株引受権（注）1 
普通株式 402 － 30 372 － 

平成15年5月 

新株予約権（注）2 
普通株式 29 － 5 24 － 

平成17年11月 

新株予約権（注）3 
普通株式 － 50 － 50 － 

平成18年4月 

新株予約権（注）4 
普通株式 － 50 － 50 － 

合計 － － － － － － 

 （注）1.平成13年4月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の行使によるものです。 

     2.平成15年5月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 

    3.平成17年11月新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものです。 

    4.平成18年4月新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものです。 

    5.平成17年11月新株予約権および平成18年4月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

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17年8月25日

定時株主総会 
普通株式 12,748 1,000 平成17年5月31日 平成17年8月26日 

 

 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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8月29日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 12,778 1,000 平成18年5月31日 平成18年8月30日 
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当事業年度（自 平成18年6月1日 至 平成19年5月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 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 12,778 46 － 12,824 

合 計 12,778 46 － 12,824 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加46株は、新株予約権の行使による増加であります。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前事業 

年度末 

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業 

年度末 

当事業年度末

残高（千円） 

平成13年4月 

新株引受権（注）1 
普通株式 372 － 46 326 － 

平成15年5月 

新株予約権（注）2 
普通株式 24 － 8 16 － 

平成17年11月 

新株予約権（注）3 
普通株式 50 － － 50 － 

平成18年4月 

新株予約権（注）4 
普通株式 50 － － 50 － 

合計 － － － － － － 

 （注）1.平成13年4月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の行使によるものです。 

     2.平成15年5月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 

    3.平成17年11月新株予約権および平成18年4月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

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8月29日

定時株主総会 
普通株式 12,778 1,000 平成18年5月31日 平成18年8月30日 

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

該当事項はありません。 
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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６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成18年5月31日現在） 

 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19年5月31日現在） 
 
 （千円） 

現金及び預金勘定 898,607 

有価証券勘定 124,598 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △475,000 

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △80,115 

現金及び現金同等物 468,091 
  

 
 （千円） 

現金及び預金勘定 905,727 

有価証券勘定 114,133 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △645,000 

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △89,968 

現金及び現金同等物 284,893 
  

 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び

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 
19,617 2,615 17,001 

計 19,617 2,615 17,001 

2.未経過リース料期末残高相当額 

 １年内         3,842千円 

 １年超        13,246千円  

 合 計        17,088千円 

3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

 支払リース料      2,720千円 

 減価償却費相当額    2,615千円 

 支払利息相当額      191千円 

4.減価償却費相当額の算定法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

5.利息相当額の算定法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

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 
19,617 6,539 13,078 

計 19,617 6,539 13,078 

2.未経過リース料期末残高相当額 

 １年内         3,902千円 

 １年超         9,343千円  

 合 計        13,246千円 

3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

 支払リース料      4,080千円 

 減価償却費相当額    3,923千円 

 支払利息相当額      237千円 

4.減価償却費相当額の算定法 

同左 

 

5.利息相当額の算定法 

同左 

 

 

（減損損失について） 

同左 
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 （有価証券関係） 

前事業年度（平成18年５月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

 (1)株式 540 1,558 1,018 

 (2)債券    

①国債・地方債等 30,025 30,057 31 

②社債 40,049 40,082 32 
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

③その他 － － － 

 (3)その他 － － － 

 小計 70,614 71,697 1,082 

 (1)株式 － － － 

 (2)債券    

①国債・地方債等 30,000 29,686 △314 

②社債 95,142 93,886 △1,256 
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

③その他 － － － 

 (3)その他 20,109 19,943 △165 

 小計 145,252 143,515 △1,736 

合計 215,867 215,212 △654 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

(1)関連会社株式  

  非上場株式 41,250 

(2)その他有価証券  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 30,249 

マネー・マネジメント・ファンド 12,019 

投資事業有限責任組合出資金 9,329 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,141 

 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 売却額（千円）  売却益の合計額（千円）  売却損の合計額（千円） 

 46,471  3,421  － 
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

   1年以内 
（千円） 

 1年超5年以内 
（千円） 

 5年超10年以内 
（千円） 

 10年超 
（千円） 

 ①債券         

 国債・地方債等  30,000  30,000  －  － 

 社債  50,000  85,000  －  － 

 その他  －  －  －  － 

 ②その他  －  －  －  － 

 合計  80,000  115,000  －  － 

 

当事業年度（平成19年５月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

 (1)株式 540 1,646 1,106 

 (2)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 10,000 10,003 3 
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

③その他 － － － 

 (3)その他 30,205 31,807 1,602 

 小計 40,745 43,456 2,711 

 (1)株式 － － － 

 (2)債券    

①国債・地方債等 40,000 39,716 △284 

②社債 124,955 124,621 △334 
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

③その他 － － － 

 (3)その他 － － － 

 小計 164,955 164,337 △618 

合計 205,701 207,793 2,092 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

(1)関連会社株式  

  非上場株式 41,250 

(2)その他有価証券  

マネー・マネジメント・ファンド 21,945 

投資事業有限責任組合出資金 9,581 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,146 
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３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 売却額（千円）  売却益の合計額（千円）  売却損の合計額（千円） 

 －  －  － 

 

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

   1年以内 
（千円） 

 1年超5年以内 
（千円） 

 5年超10年以内 
（千円） 

 10年超 
（千円） 

 ①債券         

 国債・地方債等  20,000  20,000  －  － 

 社債  70,000  65,000  －  － 

 その他  －  －  －  － 

 ②その他  －  －  －  － 

 合計  90,000  85,000  －  － 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので

該当事項はありません。 

同左 

 

（退職給付関係） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

採用している退職給付制度の概要 

 当社は確定拠出型の制度として、特定退職金共済制度

に加入しております。 

採用している退職給付制度の概要 

同左 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成17年6月1日 至 平成18年5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13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

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 

当社使用人  10名 

当社使用人  17名 当社取締役  1名 

 

当社取締役  1名 

 

ストック・オプショ

ン数 

普通株式 900株 普通株式 44株 普通株式 50株 普通株式 50株 

付与日 平成13年4月10日 平成15年5月27日 平成17年11月14日 平成18年4月21日 

権利確定条件 付与日（平成13年4月10

日）以降、権利確定日

（平成15年4月11日～平

成20年4月10日）まで継

続して勤務しているこ

と。 

付与日（平成15年5月

27日）以降、権利確定

日（平成16年8月24日

～平成21年8月23日）

まで継続して勤務して

いること。 

付与日（平成17年11月

14日）以降、権利確定

日（平成19年8月26日～

平成24年8月25日）まで

継続して勤務している

こと。 

付与日（平成18年4月21

日）以降、権利確定日

（平成19年8月26日～平

成24年8月25日）まで継

続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 2～7年間（平成15年4月

11日から平成20年4月10

日まで） 

1年3ヶ月～6年3ヶ月

（平成16年8月24日か

ら平成21年8月23日ま

で） 

1年9ヶ月～6年9ヶ月

（平成19年8月26日から

平成24年8月25日まで） 

1年4ヶ月～6年4ヶ月

（平成19年8月26日から

平成24年8月25日まで） 

権利行使期間 平成15年４月11日から 

平成20年４月10日まで 

平成16年８月24日から 

平成21年８月23日まで 

平成19年８月26日から 

平成24年８月25日まで 

平成19年８月26日から 

平成24年８月25日まで 

 

(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18年5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13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

権利確定前（株）     

 前事業年度末 － － － － 

 付与 － － 50 50 

 失効 － － － － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － － 50 50 

権利確定後（株）     

 前事業年度末 402 29 － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 30 － － － 

 失効 － 5 － － 

 未行使残 372 24 － － 
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②単価情報 

 平成13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 100,000 279,000 217,000 278,000 

行使時平均株価（円） 251,900 － － － 

 

当事業年度（自 平成18年6月1日 至 平成19年5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13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

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 

当社使用人  10名 

当社使用人  17名 当社取締役  1名 

 

当社取締役  1名 

 

ストック・オプショ

ン数 

普通株式 900株 普通株式 44株 普通株式 50株 普通株式 50株 

付与日 平成13年4月10日 平成15年5月27日 平成17年11月14日 平成18年4月21日 

権利確定条件 付与日（平成13年4月10

日）以降、権利確定日

（平成15年4月11日～平

成20年4月10日）まで継

続して勤務しているこ

と。 

付与日（平成15年5月

27日）以降、権利確定

日（平成16年8月24日

～平成21年8月23日）

まで継続して勤務して

いること。 

付与日（平成17年11月

14日）以降、権利確定

日（平成19年8月26日～

平成24年8月25日）まで

継続して勤務している

こと。 

付与日（平成18年4月21

日）以降、権利確定日

（平成19年8月26日～平

成24年8月25日）まで継

続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 2～7年間（平成15年4月

11日から平成20年4月10

日まで） 

1年3ヶ月～6年3ヶ月

（平成16年8月24日か

ら平成21年8月23日ま

で） 

1年9ヶ月～6年9ヶ月

（平成19年8月26日から

平成24年8月25日まで） 

1年4ヶ月～6年4ヶ月

（平成19年8月26日から

平成24年8月25日まで） 

権利行使期間 平成15年４月11日から 

平成20年４月10日まで 

平成16年８月24日から 

平成21年８月23日まで 

平成19年８月26日から 

平成24年８月25日まで 

平成19年８月26日から 

平成24年８月25日まで 

 

(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5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13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

権利確定前（株）     

 前事業年度末 － － 50 50 

 付与 － － － － 

 失効 － － － － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － － 50 50 

権利確定後（株）     

 前事業年度末 372 24 － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 46 － － － 

 失効 － 8 － － 

 未行使残 326 16 － － 
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②単価情報 

 平成13年4月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック・オプション 

平成17年11月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 100,000 279,000 217,000 278,000 

行使時平均株価（円） 218,528 － － － 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５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）

貸倒引当金 55 

未払事業税 1,541 

減価償却費 13,262 

役員退職慰労引当金 15,724 

 その他有価証券評価差額金 266 

 その他 154 

繰延税金資産計 31,004 

繰延税金負債 

プログラム等準備金 △86,525 

繰延税金負債計 △86,525 

繰延税金負債の純額 △55,520 
  

 
繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金 4,087 

未払事業税 551 

減価償却費 9,158 

役員退職慰労引当金 19,986 

繰越欠損金 2,546 

その他 154 

 小計 36,484 

 評価性引当額 △17,243 

繰延税金資産計 19,241 

繰延税金負債 

プログラム等準備金 △58,456 

 その他有価証券評価差額金 △1,238 

繰延税金負債計 △59,695 

繰延税金負債の純額 △40,454 
  

（注）当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目に含まれております。 

（注）当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目に含まれております。 
 

流動資産－繰延税金資産 －千円 

固定資産－繰延税金資産 －千円 

流動負債－繰延税金負債 △26,341千円 

固定負債－繰延税金負債 △29,178千円 
  

 
流動資産－繰延税金資産 －千円 

固定資産－繰延税金資産 －千円 

流動負債－繰延税金負債 △24,303千円 

固定負債－繰延税金負債 △16,151千円 
  

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6% 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.2% 

同族会社留保金課税 3.0% 

住民税均等割等 2.5% 

その他 △0.8% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.5% 
 

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6% 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.0% 

住民税均等割等 △0.7% 

評価性引当額 △20.3% 

その他 0.2% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 18.8% 
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（持分法損益等） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

関連会社に対する投資の金額 41,250千円

持分法を適用した場合の投資の金額 39,043千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 2,081千円
 

関連会社に対する投資の金額 41,250千円

持分法を適用した場合の投資の金額 37,399千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 2,450千円
 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 同左 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 
１株当たり純資産額 108,361.71円 

１株当たり当期純利益 456.88円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

448.71円 

  

 
１株当たり純資産額 102,142.88円

１株当たり当期純損失 5,356.50円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益について
は、当期純損失のため記
載しておりません。 

  

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。 

 
前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
5,825 △68,785 

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又は当期純損

失（△）（千円） 
5,825 △68,785 

普通株式の期中平均株式数（株） 12,750 12,820 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 232 － 

（うち新株予約権（株）） 232 － 

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 

平成14年８月23日定時株主総

会決議（新株予約権 24個） 

平成17年８月25日定時株主総会

決議（新株予約権 50個）  

新株予約権 

平成14年８月23日定時株主総

会決議（新株予約権 16個） 

平成17年８月25日定時株主総

会決議（新株予約権 100

個） 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 

────── 

 

 

────── 

 

 

６．役 員 の 異 動 

 (1)代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)その他の役員の異動 

  辞任予定監査役 今村豊 

一身上の都合により、平成19年８月29日開催予定の第16期定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であ

ります。 

 

  新任監査役候補 岩田潤  

平成19年８月29日開催予定の第16期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。 

   新任監査役の略歴 

    平成 4年10月 青山監査法人入所 

平成 8年 3月 公認会計士登録 

平成11年 1月 プライスウォーターハウス税務事務所入所 

平成13年 9月 岩田公認会計士事務所設立（現任） 

平成17年 6月 株式会社マルシェ社外監査役（現任）  


