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上 場 会 社 名 株式会社ＯＤＫソリューションズ 上 場 取 引 所 大阪証券取引所ヘラクレス 

コ ー ド 番 号 3839 ＵＲＬ http://www.odk.co.jp 

代 表 者 （役職名）代表取締役社長   （氏名）竹内 康夫 

問合せ先責任者 （役職名）常務取締役総務部長 （氏名）出口 利和  ＴＥＬ ( 06 ) 6233 － 4582 

半期報告書提出予定日 平成 19年 12月 19日   

（百万円未満切捨て） 

１ 19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
(1) 経営成績                                  （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19年９月中間期 2,046    46.5 10   △28.6 30     2.8 16   △56.5
18年９月中間期 1,397    36.1 15     － 30     －  38     － 

19年３月期 4,518    －  698     － 672    －  540     － 

 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

 円  銭 円  銭
19年９月中間期 201 54 －  － 

18年９月中間期 633  62 －  － 

19年３月期 8,784  82 －  － 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 ―百万円 

 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円   銭

19年９月中間期 4,128 2,830 68.6 34,517    43 
18年９月中間期 2,279 1,194 52.4 19,907    69 

19年３月期 4,427 2,895 65.4 35,307    00 

(参考) 自己資本 19年９月中間期 2,830百万円 18年９月中間期 1,194百万円 19年３月期 2,895百万円 

 
(3) キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △335 △862 △80 531 
18年９月中間期 △299 △159 △1 578 

19年３月期 429 △847 1,190 1,810 

 
２ 配当の状況 

１株当たり配当金 
 

期末 年間 
 円  銭 円  銭

19年３月期 1,000 00 1,000 00

20年３月期（予想） 800 00 800 00

(注) 平成19年３月期期末配当金の内訳 記念配当 200円00銭 

 
３ 平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
                                          （％表示は対前期増減率） 

 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

通 期 4,800  6.2 700  0.3 700  4.1 400 △26.0 4,878  04 

(注) 当社業務は、大学入試業務をはじめとした年間ベースでの運用受託が中心であり、売上高・利益ともに    

下期に偏重する傾向があります。 
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４ その他 
(1) 中間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（中間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ともなう変更  有 
② ①以外の変更   無 

(注) 詳細は、22ページ「中間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。 
 
 
(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９月中間期 82,000株   18年９月中間期 60,000株  19年３月期 82,000株 
② 期末自己株式数 

19年９月中間期    － 株  18年９月中間期    － 株  19年３月期    － 株 

 (注) １株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数につきましては、35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 

１． 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざま

な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

２． また、平成19年３月期の当期純利益につきましては、繰延税金資産の回収可能性判断の見直しによ

る一時的な税金費用の減少を含んでおります。この影響を除く実質の平成19年３月期の当期純利益

と比較すると、平成20年３月期の当期純利益見通しは0.6%の増益となります。 
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１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

当中間会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績に牽引された設備投資の増勢に支えられ、引き続き緩や

かな拡大基調を維持しております。 

情報サービス業界におきましては、制度変更対応等を背景としたシステム開発投資の増加によって、金融業向け

受注ソフトウェア開発部門等が好調を維持し、５ヶ月連続で増収傾向を維持しております。〔経済産業省 特定サー

ビス産業動態統計（平成19年８月分速報）より〕 

このような状況下におきまして、当社は、学校法人向け（学事業務）及び証券会社向け（証券業務）の情報処理

アウトソーシングに経営資源を集中させ、積極的な首都圏でのシェア獲得並びに既存顧客への営業深耕を進めてま

いりました。当中間会計期間につきましては、新たに１校の大学入試業務受託を実現し、受託校数を18校に拡大し

ております。加えて、証券業務につきましても、証券総合システム（SENS21※）による夜間私設取引システム

（PTS）の処理業務を受託しており、受託社数は１社増の12社（間接受託４社を含む）に拡大いたしました。 

また、グループ内業務におきましても、前事業年度から継続しているシステムリプレースや、株券電子化対応と

いった大規模なシステム開発作業が進行しており、現時点におきましては順調に進捗しております。 

この結果、当中間会計期間の業績につきましては、株券電子化対応システム開発等の一部売上計上により、売上

高は2,046,474千円（前年同期比 46.5%増）となりました。利益につきましては、大規模開発が同時進行しているた

め外注費用が増加し、営業利益は10,740千円（同 28.6%減）、経常利益は30,882千円（同 2.8%増）、当期純利益

16,526千円（同 56.5%減）となりました。 

（※当社開発のシステム共同利用方式の証券総合システム） 

 

学事業務（学校法人向けの情報処理アウトソーシング） 

新たに１校の入試業務を受託したほか、既存校の学部増加による受託範囲の拡大等もみられましたが、これらの

収益は第４四半期に集中するという入試業務の固有事情のため、売上高は56,697千円（前年同期比 5.1%減）となり

ました。 

 

証券業務（主として証券会社向けの情報処理アウトソーシング） 

前事業年度の10月以降に新規受託した証券会社の運用手数料が順調に伸びていることから、売上高は198,205千円

（前年同期比 9.8%増）となりました。 

 

一般業務（主として一般事業法人向けの情報処理アウトソーシング） 

既存取引先への営業深耕が伸び悩み、売上高は65,714千円（前年同期比 14.7%減）となりました。 

 

金融業務（大阪証券金融株式会社向けのシステムインテグレーション） 

システム運用及び開発売上に関しては順調に推移しましたが、前年同期程の機械販売の売上計上がなく、売上高

は451,783千円（前年同期比 10.4%減）となりました。 

 

代行業務（株式会社だいこう証券ビジネス向けのシステムインテグレーション） 

株券電子化対応に関連するシステム開発及びシステム災害復旧体制のネットワーク構築等、大型開発案件の一部

売上計上によって、売上高は1,274,073千円（前年同期比 121.4%増）と大幅増収となりました。 
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なお、業務別の売上高につきましては、下表のとおりであります。 

（単位：千円） 

業務別 
当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

学 事 業 務 56,697 △5.1 

証 券 業 務 198,205 9.8 

一 般 業 務 65,714 △14.7 

金 融 業 務 451,783 △10.4 

代 行 業 務 1,274,073 121.4 

合 計 2,046,474 46.5 

 

当期の国内経済の景況につきましては、サブプライムローン問題を発端とした米国経済の減速懸念や原油価格の

動向等、先行きの経営環境については楽観視できない状況にあるものの、引き続き内需に支えられた回復が続くこ

とが見込まれます。このような中、当社は、平成21年度中期経営計画目標の達成に向け、当事業年度を全国展開の

飛躍元年と位置付け、収益構造改革と社内改革を着実に推進していくことによって増収増益基調を維持する経営基

盤の強化を図っております。 

当期の業績見通しにつきましては、首都圏の大学への積極的な営業展開の実施やインターネット入試出願システ

ムの受託拡大、証券総合システム（SENS21）の運用収益増及び新規顧客獲得、株券電子化にともなうシステム開発

等によって売上高は4,800百万円（前年同期比 6.2%増）の見込みであります。また、利益見通しにつきましても、

内部統制システム整備等の一時的な費用増を予定しているものの、システム開発の内製化等のコスト削減策を継続

して進めることで、経常利益についても700百万円（同 4.1%増）を実現する計画であります。当期純利益につきま

しては、前事業年度に繰延税金資産の回収可能性判断の見直しによる一時的な税金費用の減少があったために、400

百万円（同 26.0%減）となる見通しでありますが、税効果会計の影響を除く実質では0.6％の増益を予定しておりま

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 

当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べて299,063千円減の4,128,687千円となりました。

これは、当社の業績が下期偏重であることと、大型開発案件の同時進行による外注費用の増加が主因でありま

す。 

負債は、前事業年度末と比べて234,319千円減の1,298,258千円となりました。 

利益剰余金は前事業年度末に比べて65,473千円減の1,583,628千円となり、純資産合計では、64,744千円減の

2,830,429千円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,279,279千

円減少し531,648千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は335,965千円（前年同期は299,147千円の支出）となり、前年同期に比べ36,818

千円の支出の増加となりました。主な支出は、たな卸資産の増加及び法人税等の支払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） 

投資活動の結果支出した資金は862,463千円（前年同期は159,529千円の支出）となり、前年同期に比べ702,933

千円の支出の増加となりました。主な支出の増加要因は、投資有価証券の取得及び定期預金の預入による支出に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は80,850千円（前年同期は1,500千円の支出）となり、前年同期に比べ79,350千円

の支出の増加となりました。これは配当金支払額の増加によるものであります。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への安定的かつ継続的な利益還元を重要な経営課題と認識しております。その上で、利益配分につ

きましては、収益基盤・経営体質強化に必要な内部留保を確保しつつ、年800円の安定的な配当を実施していくこと

を基本方針としてまいります。 

内部留保資金につきましては、中長期的に予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に市場ニーズに

応えられるよう、ヒト・技術・開発及び情報セキュリティ体制の強化、更には首都圏でのシェア拡大に向けた基盤

強化等、戦略投資に活用していく方針であります。 

なお、現在当社では中間配当制度を採用しておりません。 
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（４）事業等のリスク 

①情報セキュリティ上のリスクについて 

ますます高度化する情報通信技術の進展にともない、情報セキュリティに対するリスクも増大しており、その

社会的な影響も重大なものになっております。当社は、情報処理システムのアウトソーシングサービスを基幹業

務としており、顧客の重要な機密情報を大量に保管・処理しております。 

情報セキュリティに対するリスクには、人為的なもの（故意・過失）、非人為的なもの（自然災害・機械故

障）等、さまざまなものがあり、そのすべての影響を除去することは困難であります。 

万が一、このような情報セキュリティ上のリスク（例えば情報漏えい、大震災）が現実のものとなった場合、

当社の社会的信用は著しく低下し、契約解除、損害賠償、事業機会の逸失等の損害が発生する場合があります。 

 

②個人情報保護法等の法令について 

当社は個人情報保護法第２条第３項に規定する個人情報取扱事業者に該当しており、同法の適用を受けており

ます。また、ソフトウェア保護に関する著作権法、情報システムに係る犯罪を規制するコンピュータ犯罪防止法、

不正アクセス禁止法等の刑罰法規の規制下に置かれております。当社としては、情報セキュリティ対策として

ISMSのISO/IEC27001認証への移行取得、個人情報管理に関しましてはプライバシーマーク（Ｐマーク）を取得し、

厳重なる社内管理に努めておりますが、不正アクセス者等からの侵入により、上記情報が違法に漏えいされ、不

正に使用される事態が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③業績の下期偏重について 

当社の学事業務の売上高は、大学入試の運用受託が主となります。大学入試業務は大半が３月に終了するため、

学事業務の売上高の大部分は事業年度末である３月にかけて計上されることとなり、当社の売上高は下期（特に

第４四半期）に偏重する傾向があります。また、年間を通じて固定的に発生する費用等は上期にも発生するため、

利益についても下期（特に第４四半期）に偏重し、上期までは赤字となる場合があります。 

当社の平成17年３月期から平成19年３月期における半期毎の業績につきましては、下表のとおりであります。 

 

（半期別売上高及び営業利益推移） 

第42期（平成17年３月期） 
 

上期 下期 通期 

売上高（千円） 1,145,810 2,170,535 3,316,345

 同 割合（％） 34.5 65.5 100.0

営業利益又は営業損失（△）（千円） △91,173 519,946 428,773

 

第43期（平成18年３月期） 
 

上期 下期 通期 

売上高（千円） 1,026,993 2,980,955 4,007,948

 同 割合（％） 25.6 74.4 100.0

営業利益又は営業損失（△）（千円） △76,536 668,550 592,013

 

第44期（平成19年３月期） 
 

上期 下期 通期 

売上高（千円） 1,397,181 3,121,527 4,518,709

 同 割合（％） 30.9 69.1 100.0

営業利益（千円） 15,044 683,048 698,093
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④関係会社との取引について 

当社は、大阪証券金融株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネスを中心とする大証金グループの一員であり、

当社業務は大証金グループ会社（大阪証券金融株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス）向けの関係会社業

務（金融・代行業務）と、学事・証券業務を中心とする関係会社以外の業務に大別することができます。 

当社の最近３事業年度における関係会社業務と関係会社以外の業務の売上高構成比率につきましては、下表の

とおりであります。 

 

（業務別売上高構成） 

期別 第42期（平成17年３月期） 第43期（平成18年３月期） 第44期（平成19年３月期）

業務 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

関係会社業務 1,802,646  54.4 2,378,595 59.3 2,383,800  52.8 

金融業務 (744,270) (22.5) (885,984) (22.1) (999,438) (22.1) 

代行業務 (1,058,375) (31.9) (1,492,611) (37.2) (1,384,362) (30.7)

関係会社以外の業務 1,513,699  45.6 1,629,352 40.7 2,134,908  47.2 

学事業務 (1,116,171) (33.6) (1,296,256) (32.4) (1,408,888) (31.1)

証券業務 (253,928) (7.7) (163,013) (4.1) (568,572) (12.6)

 

一般業務 (143,599) (4.3) (170,081) (4.2) (157,447) (3.5)

売上高合計 3,316,345  100.0 4,007,948 100.0 4,518,709  100.0 

（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。 

３．平成19年３月７日に当社が22,000株の公募増資を行ったため、同日付で株式会社だいこう証券ビジネスはそ

の他の関係会社から法人主要株主へと属性が変更になっております。 

 

上表のように関係会社業務が売上高の過半を超えており、関係会社の業績、投資政策等により当社の業績も影

響を受ける傾向があります。 

また、平成21年に予定されている株券電子化制度導入にともない、主要取引先である株式会社だいこう証券ビ

ジネスの株主名簿管理人業務が大幅に転換される見通しです。それにより、限定的ではありますが、当社の代行

業務の業績に影響を及ぼすことが予想されます。 
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⑤システム開発及び保守、並びに機械販売事業について 

当社の主要な事業はシステム運用事業であり、これに付随してシステム開発及び保守、機械販売事業を実施い

たしております。 

当社の最近３事業年度におけるシステム運用事業とそれ以外の事業の売上高構成比率につきましては、下表の

とおりであります。 

 

（事業別売上高構成） 

期別 
第42期 

（平成17年３月期） 

第43期 

（平成18年３月期） 

第44期 

（平成19年３月期） 

事業別 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

システム運用 2,689,264 81.1 2,816,415 70.3 3,134,275 69.4

システム開発及び保守 504,887 15.2 657,601 16.4 1,157,951 25.6

機械販売 122,193 3.7 533,931 13.3 226,482 5.0

売上高合計 3,316,345 100.0 4,007,948 100.0 4,518,709 100.0

（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。 

 

過年度においては、上記のようにシステム開発及び保守、機械販売の売上高は、事業年度毎の変動が大きく

なっております。これは大阪証券金融株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス向けを中心とするシステム開

発及び保守、機械販売は、景気動向、制度変更、新技術、機械等の耐用年数等の社会環境による影響を受けやす

いことに起因しております。 

当社では、このような影響を受けにくいシステム運用事業を基盤として業容を拡大することで安定経営を実現

してまいりますが、システム開発及び保守等の増減による売上高の変動を排除することは困難であります。 

 

⑥首都圏での業務拡大について 

当社の成長分野である学事業務及び証券業務が今後重要と想定している市場は、東京を中心とする首都圏であ

ります。当社は、現在首都圏の拠点として東京支店を設置いたしておりますが、今後この東京支店の拡充が急務

であると認識いたしております。 

当社は、業容拡大を指向して、事業計画に基づき設備及び人材投資を積極的に行っていく方針でありますが、

当該事業計画で予定している受注確保が困難な場合、あるいは適時適正に設備及び人員投資ができない場合等に

は、学事業務及び証券業務の事業展開に影響を与える可能性があります。 

 

⑦適格退職年金資産の運用損益について 

当社は、従業員の退職給付制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。退職給付債

務の算定方法としては簡便法を採用しており、期末における退職給付債務（退職一時金制度に係る期末自己都合

要支給額）から適格退職年金の年金資産の期末における時価評価額を控除した金額を退職給付引当金として計上

しております。 

従いまして、適格退職年金の年金資産の運用損益により退職給付費用の金額が増減し、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社、大阪証券金融株式会社（その他の関係会社）、株式会社だいこう証券ビジネスで構成さ

れ、当社は、大阪証券金融株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス向けの情報処理サービス等の提供に加え、

学校法人、証券会社、一般事業法人等に対する各種の情報処理アウトソーシングサービスの提供を主たる事業とし

ております。 

当社の事業は、業務毎（お客様単位）に、システム運用、システム開発及び保守、機械販売で構成され、当中間

会計期間の売上高構成比はシステム運用52.8％、システム開発及び保守44.7％、機械販売2.5％となっており、シ

ステム運用が主要な事業となっております。 

事業内容と業務の系統図は次のとおりであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

お 客 様 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ内取引 

 

 

 

 

 

 

 

当 社 

一般事業法人

官公庁 

学校法人 

（大学、大学院） 

一般個人 金融機関 

（銀行等） 

証券会社 

学校法人向け
業務 

 
（学事業務） 

証券会社向け
業務 

 
（証券業務） 

その他法人
向け業務 

 
（一般業務）

大阪証券金融
㈱向け業務

 
（金融業務）

㈱だいこう証券 
ビジネス向け 

業務 
（代行業務） 

 

㈱だいこう証券

ビジネス 

 

大阪証券金融㈱

入学試験業務、 

入学試験広報支援業

務、ASP業務に関す

るアウトソーシング 

証券取引システム

(SENS21)を利用した、

証券会社のバックオ

フィス業務に関するア

ウトソーシング 

販売管理業務 

テキストマイニング業

務等に関するアウト

ソーシング 

大阪証券金融㈱が行

う、証券金融業務等の

システム運用に関する

アウトソーシング及び

システムインテグレー

ション 

㈱だいこう証券ビジネ

スが行う、株主名簿管

理人業務等のシステム

運用に関するアウト

ソーシング及びシステ

ムインテグレーション 

バックオフィス業務 

株主名簿管理人業務等

貸借取引業務 

証券担保ローン業務

有価証券貸付業務等

株主名簿管理人

業務。運送業務

等の委託 

情報処理アウトソーシングサービス 

（システム運用・システム開発及び保守・機械販売）の提供 

当社の業務 

大阪証券金融㈱の業務 

㈱だいこう証券ビジネスの業務 
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３.経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「情報サービス事業を通じて、顧客の繁栄・社会の発展に貢献する。」ことを経営理念として掲げてお

ります。 

経営の基本方針は、 

１．常に技術の向上を図り、優れたサービスを提供し、顧客の更なる信頼を得る。 

２．先を見据えたグローバルな視野とコンプライアンスマインドを持って、未来を創造する。 

３．働く喜び・生きがいを感じられる、魅力ある会社生活を実現する。 

としており、企業が成長・発展する原動力を「ヒトが生み出す付加価値」におき、人的資産に対する積極的な取組

みを通じて、すべてのステークホルダーの期待に応える成果を生み出していくといった強い思いを込めております。 

今後のあるべき姿としては、各界からの要請に迅速かつ的確に応え、さまざまなお客様と成長の喜びを分かち合

える「ビジネスソリューションセンター」として事業を発展させていくことを目指すものであります。 

 

 

（２）目標とする経営指標 

平成19年３月に策定いたしました中期経営計画におきまして、平成21年度に達成すべき目標数値及び基本的方

針・戦略を以下のとおりとし、次のステージでの更なる成長を目指しております。 

 

数値目標 ： 営業収益：5,200百万円（平成19年３月期比 15.1%増） 

経常利益：750百万円（平成19年３月期比 11.6%増） 

基本姿勢 ： ３Ｓ（Satisfaction・Speed・Security）の徹底、 

３Ｃ（CSR・Corporate Governance・Compliance）経営の実践 

基本方針 ： １．収益構造改革の推進 

２．ミッションマネジメントの徹底 

３．事業基盤整備 

基本戦略 ： １．基幹事業の育成 

２．ミッション達成を支える体制づくり 

３．戦略的な要員計画の実施 

４．事業基盤強化に向けた設備投資 

 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、従来の関係会社依存型の収益基盤から脱却し、基幹事業の育成による収益構造の変革を積極的に進める

ことで、収益力の向上と利益の拡大を目指しております。 

そのための重要施策として、今後収益性・成長性が期待できる分野への重点的な経営資源の配分を行ってまいり

ます。加えて、システム開発の内製化による収益率の改善と、情報セキュリティの向上による高信頼性の維持につ

いても引き続き真摯に取組み、将来の成長に向けて役職員全員が同じ価値観・ベクトルにて取組むことにより、新

たな成長を目指してまいります。 
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（４）会社の対処すべき課題 

マクロ環境面では、首都圏への一極集中化による相対的な関西経済の回復力の遅れが挙げられます。加えて、情

報サービス業界においては、情報通信技術の高度化・複雑化とともに顧客の求めるサービスレベルも多様化してお

り、これまで以上の顧客満足を「迅速かつ的確に」提供できる社内体制の整備が急務となっております。一方、

「個人情報の保護に関する法律」施行のとおり、情報セキュリティに対する安全対策に万全を期すことは事業存続

の前提条件であり、特にアウトソーシングサービスを主力事業とする当社にとりましては、情報セキュリティ対策

は「最重要課題」に位置付けられます。 

このような状況下、以下の課題に積極的に取組んでまいります。 

 

①収益構造改革の推進 

東京支店の機能強化を通じて、学事業務及び証券業務を中心に、収益向上に繋がる新規顧客の開拓を東京支店

及び大阪本社の連携によって強力に推し進めてまいります。 

〔学事業務〕 

少子化の進展による大学志願者数の減少及び大学全入時代を迎え、現在学校法人では学生獲得策やさまざまな

業務合理化策の検討がなされております。特に、入試制度改革は緒についたところであり、今後は受験機会の増

加や試験種類の多様化傾向は更に強まることが予想されます。 

入試業務アウトソーシングサービスに関する長年のノウハウを有している当社にとっては、新たなビジネスチ

ャンスが生まれておりますが、その業務の特殊性から、関西圏でのこれまでの実績や信頼の高さを全国の主要大

学に伝えきれていないのが実情であります。中でも、首都圏大学においては学内での入試運営が未だ大半を占め

ているため、今後業務合理化が進展する余地は大きく、ターゲットを絞り込んだ営業を活発化させることによっ

て、入試業務アウトソーシングサービスに関するシェアの拡大を図ってまいります。 

〔証券業務〕 

規制緩和による新規参入企業の増加や業界再編成のうねりの中、証券会社間ではインターネット取引の普及に

よる一般投資家向けサービスの充実等が競われており、そのシステム改訂が必要となっております。当社開発の

共同センター方式による証券総合システム「SENS21」を、新規設立の証券会社や首都圏の独立系証券会社をメイ

ンターゲットとした営業活動を活発化させることで受託社数増加に取組み、中堅証券会社の約定管理から出入金

管理、信用取引管理、顧客管理といったバックオフィス業務をトータルサポートするアウトソーサーとして事業

拡大を図ってまいります。 

 

②ミッションマネジメントの徹底 

経営の透明性及び管理機能を強化し、多様化する顧客ニーズに的確に対応できる社内体制の確立を目指して、

事業計画の推進体制整備に取組んでおります。 

具体的には、経営から発信された事業計画の主旨を現場が正しく理解し実践できるようなラインマネジメント

の強化を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルに基づき、各部支店での課題やアクションプランの進捗状況を経営が

共有できる取組みを進めております。 

また、内部統制のあり方に関しては、財務報告に係るワークフローの整備をはじめ、業務の有効性や効率性の

向上に向け、当社の企業統治面で最良な取組みを今後十分に検討してまいります。 
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③市場ニーズに対応できる事業基盤整備 

これまで事業基盤強化の一環として、平成18年９月に社名を株式会社ＯＤＫソリューションズに変更したほか、

積極的な人材獲得に取組んでまいりましたが、今後は当社の重要な経営資産である「ヒト」、それを支える社内

体制への投資を積極的に進めてまいります。 

当社は「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS認証基準Ver.2.0）」並びに「プライバシーマーク（Ｐ

マーク）」認定事業者でありますが、かねてよりISMSのISO/IEC27001認証への移行取得を進めており、平成19年

６月に適合認証を取得しております。 

今後は、インターネット関連をはじめ、多様化する顧客ニーズに対応し市場に貢献できる人材の育成を目的に、

従業員教育の更なる強化及びシステム投資を経営の重点課題として取組み、各ステークホルダーとの共存共栄を

実現できる事業基盤の整備を、役員・社員が一同一丸となって進めてまいる所存であります。 
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４.中間財務諸表 

(1）【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

対前中間期

比 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   618,495 1,071,648 453,152  2,100,928

２．売掛金   258,037 564,131 306,093  668,711

３．有価証券   99,606 99,990 384  99,827

４．たな卸資産   516,676 405,328 △111,348  109,922

５．前払費用   21,214 39,158 17,943  38,251

６．繰延税金資産   ― 69,061 69,061  83,465

７．その他   4,543 51,129 46,586  2,318

貸倒引当金   △1,548 △3,380 △1,832  △3,984

流動資産合計   1,517,025 66.6 2,297,068 55.6 780,042  3,099,439 70.0

Ⅱ 固定資産     

(1）有形固定資産 ※１    

１．建物   25,566 72,007 46,441  34,929

２．備品及び器具   32,503 29,884 △2,618  31,783

有形固定資産合計   58,069 2.5 101,892 2.5 43,823  66,713 1.5

(2）無形固定資産     

１．ソフトウェア   167,978 203,540 35,561  238,356

２．ソフトウェア 

  仮勘定 
  53,296 － △53,296  －

３．その他   4,493 4,501 8  4,478

無形固定資産合計   225,768 9.9 208,042 5.0 △17,726  242,835 5.5
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

対前中間期

比 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

(3）投資その他の資産     

１．投資有価証券   99,112 698,370 599,257  398,816

２．関係会社株式   47,529 － △47,529  －

３．長期性預金   － 250,000 250,000  100,000

４．繰延税金資産   152,146 284,040 131,893  221,774

５．差入保証金   159,328 243,068 83,739  170,216

６．その他   20,222 46,261 26,039  128,020

貸倒引当金   △75 △55 20  △65

投資その他の資産 

合計 
  478,265 21.0 1,521,685 36.9 1,043,419  1,018,762 23.0

固定資産合計   762,102 33.4 1,831,619 44.4 1,069,516  1,328,311 30.0

資産合計   2,279,128 100.0 4,128,687 100.0 1,849,559  4,427,751 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   153,816 231,958 78,142  125,494

２．未払金   17,689 39,210 21,520  161,283

３．未払費用   63,322 81,988 18,665  67,761

４．未払法人税等   281 67,933 67,651  298,682

５．賞与引当金   120,000 132,200 12,200  123,000

６．損害補償損失 

引当金  
  35,823 － △35,823  －

７．その他 ※３  37,996 47,223 9,227  95,790

流動負債合計   428,929 18.8 600,514 14.5 171,584  872,011 19.7

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金   546,672 548,787 2,114  532,337

２．役員退職慰労 

  引当金 
  109,065 148,957 39,892  128,228

固定負債合計   655,737 28.8 697,744 16.9 42,006  660,565 14.9

負債合計   1,084,666 47.6 1,298,258 31.4 213,591  1,532,577 34.6
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

対前中間期

比 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   30,000 1.3 637,200 15.4 607,200  637,200 14.4

２．資本剰余金     

資本準備金  － 607,200  607,200 

資本剰余金合計   － － 607,200 14.7 607,200  607,200 13.7

３．利益剰余金     

(1）利益準備金  2,850 2,850  2,850 

(2）その他利益 

  剰余金 
    

別途積立金  60,000 60,000  60,000 

繰越利益 

剰余金 
 1,083,941 1,520,778  1,586,252 

利益剰余金合計   1,146,791 50.3 1,583,628 38.4 436,837  1,649,102 37.3

株主資本合計   1,176,791 51.6 2,828,028 68.5 1,651,237  2,893,502 65.4

Ⅱ 評価･換算差額等     

その他有価証券 

評価差額金 
  17,670 2,401   1,672

評価・換算差額等 

合計 
  17,670 0.8 2,401 0.1 △15,269  1,672 0.0

純資産合計   1,194,461 52.4 2,830,429 68.6 1,635,967  2,895,174 65.4

負債純資産合計   2,279,128 100.0 4,128,687 100.0 1,849,559  4,427,751 100.0
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(2）【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

対前中間期

比 

前事業年度の要約損益計算書

 （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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 ※６  1,397,181 100.0 2,046,474 100.0 649,293  4,518,709 100.0

Ⅱ 売上原価   1,065,306 76.2 1,694,639 82.8 629,333  3,202,121 70.9

売上総利益   331,874 23.8 351,835 17.2 19,960  1,316,587 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
  316,829 22.7 341,094 16.7 24,264  618,493 13.7

営業利益   15,044 1.1 10,740 0.5 △4,304  698,093 15.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  17,064 1.2 20,206 1.0 3,142  21,213 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,060 0.1 65 0.0 △1,995  47,107 1.0

経常利益   30,048 2.2 30,882 1.5 833  672,199 14.9

Ⅵ 特別利益 ※３  2,637 0.2 614 0.0 △2,023  17,086 0.4

Ⅶ 特別損失 ※４  992 0.1 81 0.0 △910  10,170 0.2

税引前中間 
（当期）純利益 

  31,693 2.3 31,415 1.5 △278  679,116 15.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 202 63,249  287,471 

法人税等調整額  △6,526 △6,323 △0.4 △48,360 14,888 0.7 21,212 △148,683 138,788 3.1

中間（当期） 
純利益 

  38,017 2.7 16,526 0.8 △21,490  540,327 12.0
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(3）【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成18年３月31日

残高（千円） 
30,000 2,700 60,000 1,047,574 1,110,274 1,140,274 

中間会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 150 △1,650 △1,500 △1,500 

中間純利益  38,017 38,017 38,017 

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

（純額） 

  

中間会計期間中の

変動額合計 

（千円） 

― 150 ― 36,367 36,517 36,517 

平成18年９月30日 

残高（千円） 
30,000 2,850 60,000 1,083,941 1,146,791 1,176,791 

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券

評価 

差額金 

評価・換

算差額等 

合計 

純資産合計

平成18年３月31日

残高（千円） 
25,386 25,386 1,165,660

中間会計期間中の

変動額 
 

剰余金の配当  △1,500

中間純利益  38,017

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

（純額） 

△7,716 △7,716 △7,716

中間会計期間中の

変動額合計 

（千円） 

△7,716 △7,716 28,801

平成18年９月30日

残高（千円） 
17,670 17,670 1,194,461
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成19年３月31日

残高（千円） 
637,200 607,200 607,200 2,850 60,000 1,586,252 1,649,102 2,893,502

中間会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当  △82,000 △82,000 △82,000

中間純利益  16,526 16,526 16,526

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

（純額） 

  

中間会計期間中の

変動額合計 

（千円） 

― ― ― ― ― △65,473 △65,473 △65,473

平成19年９月30日

残高（千円） 
637,200 607,200 607,200 2,850 60,000 1,520,778 1,583,628 2,828,028

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券

評価 

差額金 

評価・換

算差額等 

合計 

純資産合計

平成19年３月31日

残高（千円） 
1,672 1,672 2,895,174

中間会計期間中の

変動額 
 

剰余金の配当  △82,000

中間純利益  16,526

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

（純額） 

729 729 729

中間会計期間中の

変動額合計 

（千円） 

729 729 △64,744

平成19年９月30日

残高（千円） 
2,401 2,401 2,830,429
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成18年３月31日

残高（千円） 
30,000 ― ― 2,700 60,000 1,047,574 1,110,274 1,140,274

事業年度中の変動

額 
  

新株の発行 607,200 607,200 607,200  1,214,400

剰余金の配当  150 △1,650 △1,500 △1,500

当期純利益  540,327 540,327 540,327

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） 
607,200 607,200 607,200 150 ― 538,677 538,827 1,753,227

平成19年３月31日

残高（千円） 
637,200 607,200 607,200 2,850 60,000 1,586,252 1,649,102 2,893,502

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券

評価 

差額金 

評価・換

算差額等 

合計 

純資産合計

平成18年３月31日

残高（千円） 
25,386 25,386 1,165,660

事業年度中の変動

額 
 

新株の発行  1,214,400

剰余金の配当  △1,500

当期純利益  540,327

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額（純

額） 

△23,714 △23,714 △23,714

事業年度中の変動

額合計（千円） 
△23,714 △23,714 1,729,513

平成19年３月31日

残高（千円） 
1,672 1,672 2,895,174
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 (4）【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

対前中間期

比 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

 （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） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
    

税引前中間（当期）純利益  31,693 31,415 △278 679,116 

減価償却費  57,365 65,557 8,192 109,619 

貸倒引当金の増減額(△は減

少) 
 △2,637 △614 2,023 △211 

賞与引当金の増減額(△は減

少) 
 5,000 9,200 4,200 8,000 

損害補償金  － －  － 9,177 

退職給付引当金の増減額(△

は減少) 
 38,971 16,449 △22,522 24,637 

役員退職慰労引当金の増減額

(△は減少) 
 △46,757 20,729 67,486 △27,594 

受取利息及び受取配当金  △2,394 △4,883 △2,488 △5,824 

関係会社株式売却益  － －  － △16,875 

支払利息  60 65 4 123 

株式交付費  － －  － 22,044 

固定資産除却損  992 81 △910 993 

売上債権の増減額(△は増加)  446,441 104,579 △341,862 35,768 

たな卸資産の増減額(△は増

加) 
 △401,954 △295,405 106,549 4,799 

仕入債務の増減額(△は減少)  △103,843 106,464 210,307 △132,165 

未払消費税等の増減額(△は

減少) 
 △44,443 △49,172 △4,729 10,902 

その他  4,879 △57,109 △61,988 31,604 

小計  △16,625 △52,643 △36,018 754,116 

利息及び配当金の受取額  2,340 4,075 1,735 5,541 

利息の支払額  △60 △65 △4 △123 

法人税等の支払額  △284,802 △287,331 △2,529 △285,378 

損害補償金の支払額  － －  － △45,000 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △299,147 △335,965 △36,818 429,155 
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前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

対前中間期

比 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

 （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） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
    

定期預金の預入による支出  △40,000 △290,000 △250,000 △290,000 

定期預金の払戻による収入  40,000 40,000  － 40,000 

長期性預金の預入による支出  － △150,000 △150,000 △100,000 

有価証券の取得による支出  △99,560 △99,990 △430 △99,560 

有価証券の償還による収入  － 100,245 100,245 － 

投資有価証券の取得による支

出 
 － △298,284 △298,284 △298,308 

投資有価証券の償還による収

入 
 1,533 － △1,533 1,533 

関係会社株式の売却による収

入 
 － －  － 36,078 

有形固定資産の取得による支

出 
 △12,308 △65,506 △53,197 △17,290 

無形固定資産の取得による支

出 
 △45,063 △12,567 32,496 △112,694 

貸付金の増減による収支  2,961 1,420 △1,541 4,921 

その他  △7,090 △87,782 △80,691 △12,434 

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △159,529 △862,463 △702,933 △847,755 

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  － －  － 1,192,355 

配当金の支払額  △1,500 △80,850 △79,350 △1,500 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △1,500 △80,850 △79,350 1,190,855 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△

は減少) 
 △460,177 △1,279,279 △819,102 772,255 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,038,672 1,810,928 772,255 1,038,672 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高 
 578,495 531,648 △46,847 1,810,928 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準

及び評価方法 

（1）有価証券 

①満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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 

移動平均法による原価法 

（1）有価証券 

①満期保有目的の債券 

同左 

②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 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によってお

ります。 

（1）有価証券 

①満期保有目的の債券 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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 

移動平均法による原価法 

 （2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法による原価法 

（2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

（2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

－  － 22



      

 

      

㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

項目 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

２．固定資産の減価

償却の方法 

（1）有形固定資産 

定率法（耐用年数及び残存

価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準に

よっております。ただし、建

物の一部及び空調機について

は会社所定の合理的耐用年数

によっております。） 

（1）有形固定資産 

定率法（耐用年数及び残存

価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準に

よっております。ただし、建

物の一部及び空調機について

は会社所定の合理的耐用年数

によっております。） 

 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間から、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））にと

もない、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

これにより、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益はそれぞ

れ2,204千円減少しております。 

 

（追加情報） 

 平成19年度の法人税法改正

（（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））にともな

い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上し

ております。 

 これにより、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれぞ

れ169千円減少しております。 

（1）有形固定資産 

定率法（耐用年数及び残存

価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準に

よっております。ただし、建

物の一部及び空調機について

は会社所定の合理的耐用年数

によっております。） 
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項目 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

 （2）無形固定資産 

定額法（なお、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

ております。） 

（2）無形固定資産 

同左 

（2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基

準 

（1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

（1）貸倒引当金 

同左 

 （2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当

中間会計期間に負担すべき額

を計上しております。 

（2）賞与引当金 

同左 

（2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当

事業年度に負担すべき額を計

上しております。 

 （3）退職給付引当金 

従業員の退職給付の支出に

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、当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

なお、退職給付債務は簡便

法に基づき計算しておりま

す。 

（3）退職給付引当金 

同左 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付の支出に

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、当期末にお

いて発生していると認められ

る額を計上しております。 

なお、退職給付債務は簡便

法に基づき計算しておりま

す。 

 （4）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、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

（4）役員退職慰労引当金 

同左 

（4）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、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 （5）損害補償損失引当金 

瑕疵担保責任の履行による

損失に備えるため、損失負担

見込額を計上しております。
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項目 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

４．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 同左 

５．中間キャッ

シュ･フロー計

算書（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

か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 同左 

６．その他中間財務

諸表（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 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （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） 

 当中間会計期間より「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。 

 従来の資本の部に相当する金額は、

1,194,461千円であります。 

 

             （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当事業年度より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部に相当する金額は、

2,895,174千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の

改正にともない、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 

 

 

（追加情報） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

                          （外形標準課税） 

 当事業年度において資本金が１億円を超

えたことによる外形標準課税制度の適用に

ともない、法人事業税の付加価値割額及び

資本割額11,707千円は、「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成16年２月13日実務対応報

告第12号）に基づき、販売費及び一般管理

費に計上しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

160,411千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

184,299千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

169,202千円

 ２．偶発債務 

平成18年５月31日に株式会社キー

ポート・ソリューションズより、株式

会社オーディーケイ情報システム（以

下「ODKIS」）の株式譲渡契約におけ

る瑕疵担保責任に関連して、ODKISの

使用するソフトウェアのライセンスに

不備がある等との論拠で、300百万円

の補償を求める訴訟が東京地方裁判所

に提起されました。 

当社としては十分かつ正当な抗弁

ができると判断し、現在係争中です

が、訴訟の結果によっては、偶発債務

として当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

なお、当該瑕疵担保責任の履行に

備えるため、第43期事業年度において

損害補償損失引当金35,823千円を計上

しております。 

              

 

              

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

※３．消費税等の取扱い 

同左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息        152千円 

受取配当金      2,188千円 

受取手数料       330千円 

有価証券利息       54千円 

定期保険解約返戻金  14,245千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息        562千円 

受取配当金      2,721千円 

有価証券利息     1,599千円 

定期保険解約返戻金  13,760千円 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息        327千円 

受取配当金      5,164千円 

有価証券利息       332千円 

定期保険解約返戻金  14,245千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        60千円 

上場関連費用     2,000千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        65千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        123千円 

株式交付費     22,044千円 

上場関連費用    24,938千円 

※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益   2,637千円 

※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益    614千円 

※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益    211千円 

関係会社株式売却益 16,875千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損     992千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損     81千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損     993千円 

損害補償金      9,177千円 

 ５．減価償却実施額 

有形固定資産     7,601千円 

無形固定資産     48,629千円 

 ５．減価償却実施額 

有形固定資産    16,789千円 

無形固定資産    47,360千円 

 ５．減価償却実施額 

有形固定資産    16,390千円 

無形固定資産    90,960千円 

※６．当社の売上高は、通常の営業の形

態として、上半期に比べ下半期に完

了する業務の割合が大きいため、事

業年度の上半期の売上高と下半期の

売上高との間に著しい相違があり、

上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。 

※６．     同左               
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
 減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式  

  普通株式 60,000 ― ― 60,000

合計 60,000 ― ― 60,000

自己株式  

 普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 1,500 25 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
 減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式  

  普通株式 82,000 － － 82,000

合計 82,000 － － 82,000

自己株式  

 普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 82,000 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

 当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 60,000 22,000 － 82,000

合計 60,000 22,000 － 82,000

自己株式  

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）当事業年度における発行済株式数の増加は、有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）によ

る新株の発行によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 1,500 25 平成18年３月31日 平成18年６月28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 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 82,000  利益剰余金 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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９月30日現在） 

現金及び預金勘定 618,495千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△40,000千円

現金及び現金同等物 
中間期末残高 

578,495千円
 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,071,648千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△540,000千円

現金及び現金同等物
中間期末残高 

531,648千円
 

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３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,100,928千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△290,000千円

現金及び現金同等物 
期末残高 

1,810,928千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価 
額相当 

額 

減価償 
却累計 
額相当 

額 

中間期
末残高 
相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

備品及

び器具 
823,521 462,981 360,540 

車両及

び運搬

具 

7,650 6,272 1,377 

ソフト

ウェア 
109,763 72,347 37,415 

長期前

払費用 
24,774 17,342 7,432 

合計 965,710 558,944 406,766 

  

 

取得価 
額相当 

額 

減価償
却累計
額相当

額 

中間期
末残高
相当額 

（千円） （千円） （千円）

備品及

び器具
804,712 377,413 427,298

車両及

び運搬

具 

3,742 3,243 499

ソフト

ウェア
276,934 117,519 159,415

長期前

払費用
24,774 22,297 2,477

合計 1,110,164 520,473 589,690

  

 

取得価 
額相当 

額 

減価償
却累計
額相当

額 

期末残
高相当

額  

（千円） （千円） （千円）

備品及

び器具
870,604 516,042 354,562

車両及

び運搬

具 

7,650 6,776 873

ソフト

ウェア
144,689 50,638 94,050

長期前

払費用
24,774 19,819 4,954

合計 1,047,718 593,278 454,440

  
２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 
１年内 146,794千円

１年超 264,926千円

合計 411,720千円
  

 
１年内 160,584千円

１年超 435,930千円

合計 596,514千円
  

 
１年内 145,705千円

１年超 314,527千円

合計 460,232千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

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 97,234千円

減価償却費相当額 92,731千円

支払利息相当額 4,125千円
  

 
支払リース料 113,835千円

減価償却費相当額 108,378千円

支払利息相当額 6,485千円
  

 
支払リース料 189,220千円

減価償却費相当額 180,382千円

支払利息相当額 9,275千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 

同左 
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（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

種類 
中間貸借対照表 
計上額（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

中間貸借対照表
計上額（千円）

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

 国債・地方債等 99,606 99,790 183 596,873 595,950 △923

合計 99,606 99,790 183 596,873 595,950 △923

 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

種類 
貸借対照表 

計上額（千円） 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

 国債・地方債等 398,137 397,930 △207

合計 398,137 397,930 △207

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

種類 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表
計上額（千円）

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表 
計上額（千円） 

差額 
（千円） 

 株式 19,202 47,529 28,327 － － －

 その他 97,691 99,112 1,421 97,445 101,487 4,042

合計 116,893 146,642 29,748 97,445 101,487 4,042

 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表 
計上額（千円）

差額 
（千円） 

 株式 － － －

 その他 97,691 100,506 2,814

合計 97,691 100,506 2,814

 (注）減損処理にあたっては、中間期末（期末）における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

区分 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券 
投資事業有限責任 
組合出資金 

－ 100,000 －

合計 － 100,000 －
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間会計期間（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）及び前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間会計期間（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）及び前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 19,907円69銭

１株当たり中間純利益

金額 
633円62銭

  

 

１株当たり純資産額 34,517円43銭

１株当たり中間純利益

金額 
201円54銭

  

 

１株当たり純資産額 35,307円00銭

１株当たり当期純利益

金額 
8,784円82銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

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  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。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎につきましては、下表のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

 (自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

 (自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 38,017 16,526 540,327 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
38,017 16,526 540,327 

期中平均株式数（千株） 60 82 61 

 

 

－  － 35



      

 

      

㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

－  － 36

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

 注記事項（中間貸借対照表関係）におけ

る偶発債務の注記に記載のとおり、平成18

年５月31日に株式会社キーポート・ソ

リューションズより、株式会社オーディー

ケイ情報システム（以下「ODKIS」）の株

式譲渡契約における瑕疵担保責任に関連し

て、ODKISの使用するソフトウェアのライ

センスに不備がある等との論拠で、300百

万円の補償を求める訴訟が東京地方裁判所

に提起されております。 

 本訴訟については、平成18年９月４日に

東京地方裁判所に対し準備書面の提出を行

い、平成18年10月13日に審理が開始し、平

成19年１月16日に本件解決金として45,000

千円を株式会社キーポート・ソリューショ

ンズに支払うことで和解しております。 

 なお、当該瑕疵担保責任の履行に備える

ため、第43期事業年度において損害補償損

失引当金35,823千円を計上しております。 
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