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（百万円未満切捨て） 

１．19年９月期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年９月30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９月期 6,084 (   4.9) 486 (  20.9) 517 (  23.1) 263 (  54.5) 

18年９月期 5,799 (   4.1) 402 (  22.4) 420 (  25.0) 170 (   2.0) 
 

 
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 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

19年９月期 70 32 69 16 － － 8.0 

18年９月期 45 72 44 70 7.3 12.2 6.9 
 
(参考) 持分法投資損益 19年９月期 －百万円 18年９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９月期 － － － － － 

18年９月期 3,575 2,377 66.5 633 91 
 
(参考) 自己資本 19年９月期 －百万円 18年９月期 2,377百万円

（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９月期 545 △27 △45 1,191 

18年９月期 390 △492 △53 720 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 
四半期末 

中間期末 
第３ 
四半期末 

期 末 年 間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

18年９月期 － － － 18  00 18  00 67 39.5 2.8 

19年９月期 － － － 24  00 24  00 91 34.5 － 
20年９月期 
(予想) － － － 20  00 20  00  －  

３．20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

 当連結会計年度末において連結子会社がなくなり、平成 20年９月期は非連結会社になる予定です。

したがいまして、連結業績予想は作成しておりません。 
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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） 有 
 
新規 －社 （社名           ） 除外 １社 （社名 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱﾗｲｱﾝｽ㈱） 

（注） 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

（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、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

（３） 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

19年９月期 3,866,135株 18年９月期 3,866,135株 

② 期末自己株式数 

19年９月期 74,394株 18年９月期 115,394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、39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 
１．19年９月期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年９月30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９月期 6,084 (   5.9) 487 (  15.6) 517 (  17.7) 244 (  72.0) 

18年９月期 5,745 (   5.4) 421 (  12.1) 439 (  14.6) 142 (△33.7) 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭 

19年９月期 65 26 64 18 

18年９月期 38 12 37 27 

（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９月期 3,814 2,514 65.9 663 26 

18年９月期 3,588 2,396 66.8 638 97 
 
(参考) 自己資本 19年９月期 2,514百万円 18年９月期 2,396百万円

 

２．20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30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 3,113(   5.6) 230(△27.9) 214(△34.2) 116(△28.9) 47  39   

通 期 6,407(   5.3) 506(   4.1) 505( △2.4) 296(  20.9) 78  07   
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資の増加や雇用環境の改善など、緩やかな景気拡

大基調で推移いたしました。当社が属する情報サービス業界におきましても、この景気を背景に企

業の情報化投資は増加傾向にありました。 

このような状況のなかで当社グループは、既存顧客からの継続受注を確保するとともに、新規顧

客の開拓と新規案件の獲得に注力してまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度におきましては、主力事業でありますソフトウェア開発及びシス

テム運用におきまして、金融、通信、製造の各業種を中心に受注が堅調に推移いたしました。その

結果、売上高は6,084百万円と前年同期と比べ284百万円（前年同期比4.9％増）の増収となりました。

一方、利益面におきましては、受注条件の改善及び生産性の向上などにより営業利益は486百万円と

前年同期と比べ84百万円（前年同期比20.9％増）の増益、経常利益は517百万円と前年同期と比べ97

百万円（前年同期比23.1％増）の増益、当期純利益は263百万円と前年同期と比べ93百万円（前年同

期比54.5％増）の増益となりました。又、特別損失といたしましては、投資有価証券評価損、固定

資産売却損など57百万円を計上いたしました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（ソフトウェア開発） 

ソフトウェア開発につきましては、製造系、通信系のシステム開発の受注が堅調に推移したも

のの、一部の案件の開発計画が見送りになったことなどにより、売上高は2,794百万円(前年同期

比0.3％減)となりました。営業利益は、各プロジェクトの生産性の向上などにより473百万円(前

年同期比4.4％増)となりました。 

（システム運用） 

システム運用につきましては、金融系、通信系のサーバ構築及びシステム運用管理の受注が増

加したことにより、売上高は2,086百万円(前年同期比9.5％増)、営業利益は333百万円(前年同期

比8.7％増)となりました。 

（ネットワークソリューション） 

ネットワークソリューションにつきましては、金融系のネットワーク構築・運用サービスの受

注が増加したことにより、売上高は955百万円(前年同期比20.1％増)、営業利益は149百万円(前年

同期比9.6％増)となりました。 

（その他） 

その他につきましては、自社製パッケージソフトウェア「チケット for Windows」の販売及び

LSIの設計などの電子デバイス関連の受注が堅調に推移いたしましたが、関係子会社の清算及び

ASPサービス「サロンキーパーコーマ」の機能強化策に伴う開発費の増加、発売時期の遅れなどに

より、売上高は248百万円(前年同期比16.4％減)、営業利益は29百万円(前年同期は営業損失90百

万円)となりました。 

※ ASPサービスとは、インターネットを利用してソフトウェアを月極めで提供するサービス 
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② 次期の見通し 

次期の見通しといたしましては、堅調な企業業績や雇用環境の改善などにより景気が底堅く推移

している中、企業の情報化投資も増加傾向を持続すると思われます。 

このような状況のもと、平成20年９月期の業績につきましては、売上高6,407百万円（前年同期比

5.3％増）、営業利益506百万円（前年同期比4.1％増）、経常利益505百万円（前年同期比2.4％減）、

当期純利益296百万円（前年同期比20.9％増）を予想しております。 

 

③ 中期経営計画等の進捗状況 

当社は、平成18年から平成20年度までの中期経営計画を策定し取り組んでおります。「既存事業

分野の選択と集中による付加価値向上」、「プロダクトソリューションを次期主要事業に育成」、

「プロジェクトマネージャーの育成」という３つの重点施策を推進中であります。 

 

[既存事業分野の選択と集中による付加価値向上] 

顧客サイトの集約と請負化の推進、組込みソフト開発分野の強化などを推進し、付加価値の

向上に努めております。 

[プロダクトソリューション(自社製パッケージソフト販売)を次期主要事業に育成] 

自社製パッケージソフト「チケット for Windows」の販売につきましては、順調に推移して

おりますが、理容美容向けASPサービス「サロンキーパーコーマ」の発売につきましては、相次

ぐ機能強化対策の影響により大幅な遅れが生じておりましたが、平成19年４月より発売を開始

いたしました。 

 [プロジェクトマネージャーの育成] 

ITSSを参考にした教育ロードマップを導入し、プロジェクトマネージャーの育成を図ってお

ります。 

 

④ 目標とする経営指標の達成状況 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は8.0％にしておりま

す。 

達成状況といたしましては、次のとおりであります。 

 連結 個別 

 中間 通期 中間 通期 

経常利益率（％） 11.1 8.5 11.1 8.5 
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(2) 財政状態に関する分析 

① キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,191百万円(前年同期と比べ471百万円の増

加)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・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額194百万円となったものの、税金等調

整前当期純利益460百万円となり、その他資産の減少額150百万円となったことにより、545百万円

(前年同期と比べ155百万円の増加)の収入となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却による収入９百万円と投資有価証券の売

却による収入４百万円があったものの、固定資産の取得による支出41百万円となったことにより、

27百万円(前年同期と比べ464百万円の改善)の支出となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使による収入21百万円があったものの、

配当金の支払額67百万円となり、45百万円(前年同期と比べ７百万円の改善)の支出となりました。 

 

② キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 

自己資本比率（％） 69.3 66.5 ― 

時価ベースの自己資本比率（％） 72.6 74.6 ― 

債務償還年数（年） 0.4 ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 50.6 8,904.9 ― 

 ※ 自己資本比率：純資産／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 

(注) １ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値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（自己株式控除後）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し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。又、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算

書の利息の支払額を使用しております。 
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(3) 利益分配に関する基本的方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。財

務体質の強化と将来の事業基盤の拡大に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当

の維持継続に留意し、業績等を勘案の上、株主の皆様への利益配分政策を実施することを基本方針

としております。このような基本方針に基づき、当期の利益配当金につきましては、前回予想18円

に比べ２円増配し１株当たり20円とし、創立30周年記念配当として４円を加えた合計24円とする予

定であります。 

又、次期の配当につきましては、年間配当金20円を予定しております。 

(4) 事業等のリスク 

① 特定の販売先への依存度 

当社グループの販売先のうち、株式会社日立情報システムズをはじめとする日立グループ会社へ

の販売は、平成19年９月期売上高の55.8％を占める状況であります。 

したがって、同社やグループ会社の受注動向の変化やその他の理由により、当社グループとの取

引が縮小された場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 製品・サービスの品質問題 

当社グループは、設計・開発などの各過程において品質管理を行うことが重要であると認識して

おります。そのため、平成14年３月にISO9001:2000を認証取得し、ISOの基準に基づいた品質管理を

行っています。しかしながら、当社グループの提供する製品・サービスにおいて、不具合の発生や

サービス不良など品質上の問題が発生しないという保証はありません。 

したがって、品質上の問題が発生した場合には、取引先などに対する信用を失墜させ、営業活動

に支障をきたすとともに、手直し・回収などの追加コストや損害賠償責任などの発生により、業績

や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 情報セキュリティ 

当社グループは、取引の中で個人情報など各種情報を取り扱います。そのため、平成15年10月に

プライバシーマークを認定取得し、個人情報に関する法令やその他規範の遵守を徹底しています。

しかしながら、当社グループからの情報漏洩が発生しないという保証はありません。 

したがって、情報漏洩が発生した場合には、社会的信用や取引先などに対する信用を失墜させ、

営業活動に支障をきたすとともに、損害賠償責任などの発生により、業績や財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

④ 人員の拡充 

当社のビジネスモデルである顧客密着型ソリューションサービスは、優秀なIT技術者の確保と育

成が重要であると考えておりますが、今後、必要な人員の拡充が計画どおりに進まない状況が生じ

た場合には、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 係争について 

当社は、平成19年９月に元従業員の遺族より、安全配慮義務違反に係る損害賠償請求訴訟を提起

されております。当社としましては損害賠償責任を負う原因はないと考え現在係争中でありますが、

その結果によっては業績や財務状況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 

当グループは、当社と連結子会社（グローバルテクノロジーアライアンス株式会社）１社で構成

されておりましたが、平成18年11月27日付で子会社は解散し、平成19年３月15日に清算結了してお

ります。 

そのため、当連結会計年度末には連結対象会社がなくなり、関係会社に該当する会社もなくなり

ました。なお、グローバルテクノロジーアライアンス株式会社は、組込み系アプリケーションソフ

トウェアやハードウェア開発を行っておりました。 

又、当社は情報サービス業界において、システム導入のコンサルティング、ソフトウェア開発、

システム運用、ネットワークソリューション及びパッケージソフトウェアの開発・販売を事業の柱

として、メインフレームからパソコンに至るまでの総合的な情報技術サービスを提供しております。 

当社グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであ

ります。なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 

（ソフトウェア開発事業） 

当部門においては、ユーザーの事業所内に常駐してソフトウェア開発などを行う業務、当社グル

ープ内でユーザーのソフトウェア開発などを行う業務であります。 

 

（システム運用事業） 

当部門においては、ユーザーの事業所内に常駐してコンピュータのオペレーション作業及び運用

管理などを行う業務であります。 

 

（ネットワークソリューション事業） 

当部門においては、ユーザーがネットワークを導入するに当たり、そのコンサルテーションから

構築・運用・保守のサービスを行う業務であります。 

 

（その他事業） 

当部門においては、「チケット for Windows」を中心に自社製パッケージソフトウェアの開発・

販売を行う業務、LSIの設計・開発、電子デバイスのテスティング、パソコンのセットアップ作業、

ヘルプディスクなどの業務であります。 
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企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。 

 

得意先

ソフトウェア開発

システム運用

ネットワーク
ソリューション

その他

製品 商品

当 社
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３. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、「お客様に喜んでいただけるコンピュータサービス」をモットーに、特定のメ

ーカーや顧客に左右されない独立系のソフト会社として、さまざまな領域において顧客に密着した

専門技術の提供を使命に掲げております。 

大型汎用機からパソコンに至るまでのトータル性を活かした複合サービス、ソフトウェア開発事

業とシステム運用事業を柱とした情報技術サービスにおいて、お客様に最適なサービスを提供して

おります。 

今後のネットワーク時代に向け、独自の専門技術と得意分野を活かしたきめ細やかなサービスを

より幅広く提供し、顧客の抱えるあらゆる問題の解決に役立ててまいります。 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は8.0％にしておりま

す。既存事業分野の選択と集中による付加価値の向上に加えプロダクトソリューション事業の拡大

を図り、安定的な収益体質を維持し続けてまいります。 

過去３年間の経常利益率は次のとおりであります。 

 第28期 第29期 第30期 

経常利益率（％） 6.0 7.3 8.5 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、変革するビジネス環境において競争力のある事業運営を実現することを目指しておりま

す。そのための中期戦略といたしましては、「既存事業分野の選択と集中による付加価値向上」、

「プロダクトソリューションを次期主要事業に育成」、「プロジェクトマネージャーの育成」とい

う３つの重点目標の実現により、収益性の向上を図ってまいります。 

 

そのための中期重点推進事項は、次のとおりであります。 

 

① 既存事業分野の選択と集中による付加価値向上 

既存事業分野におけるサービス領域の取捨選択を進め、成長が見込めるサービス領域に経営資源

を集中させ、付加価値の向上を図ってまいります。 

 

② プロダクトソリューションを次期主要事業に育成 

自社製品「チケット for Windows」及びASPサービス「サロンキーパーコーマ(Salon Keeper 

COMA)」の販売を推進してまいります。又、新たなASPサービス製品の開発を行い、市場に投入して

まいります。 

 

③ プロジェクトマネージャーの育成 

プロジェクトマネージャーの育成を目指した教育ロードマップの導入を図ってまいります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当社ビジネスモデル「顧客密着型」のソリューションサービスの特徴は、顧客企業様にチームで

技術者が常駐し、顧客ニーズに対して迅速かつ最適な情報サービスを提供することであります。顧

客ニーズを更に満足させる必要からプロジェクトマネージメントのできる優秀なSEを育成・確保す

ることが課題であり、この課題を解決するために教育制度及び人事制度の充実を図るとともに、社

員の定着率の向上、新卒者の採用活動の強化にも継続的に取り組んでまいります。 

又、中期の経営戦略の一つでありますプロダクトソリューションの事業育成におきまして、ASPサ

ービス「サロンキーパーコーマ」の発売時期が大幅に遅れたことにより販売計画を見直しました。

その販売計画を確実に遂行し、収益貢献させることがプロダクトソリューション事業拡大のために

急務であると考えております。 

(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、別途開示しております。コーポレート・カバナ

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整備状況」をご参照願いま

す。 

(6) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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４. 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

連結子会社であったグローバルテクノロジーアライアンス株式会社は平成19年３月15日に清算

結了したため、当連結会計年度末においては連結子会社がなくなりましたので、連結貸借対照表

は作成しておりません。 

  
前連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   439,305  

２ 受取手形及び売掛金   973,120  

３ 有価証券   280,751  

４ たな卸資産   19,001  

５ 前払費用   52,017  

６ 繰延税金資産   159,268  

７ その他   54,905  

貸倒引当金   △1,847  

流動資産合計   1,976,523 55.3 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※１ 91,939   

減価償却累計額  44,948 46,990  

(2) 器具及び備品  77,261   

減価償却累計額  55,454 21,807  

(3) 土地 ※１  137,547  

有形固定資産合計   206,345 5.8 

２ 無形固定資産   7,672 0.2 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   933,125  

(2) 長期性預金   100,000  

(3) 保証金・敷金   64,711  

(4) 保険積立金   187,588  

(5) 繰延税金資産   88,795  

(6) その他   32,156  

貸倒引当金   △20,955  

投資その他の資産合計   1,385,422 38.7 

固定資産合計   1,599,441 44.7 

資産合計   3,575,964 100.0 
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前連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   123,563  

２ 未払金   361,551  

３ 未払費用   35,719  

４ 未払法人税等   112,737  

５ 未払消費税等   41,125  

６ 賞与引当金   329,000  

７ 役員賞与引当金   11,220  

８ その他   13,477  

流動負債合計   1,028,394 28.8 

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金   169,659  

２ その他   283  

固定負債合計   169,943 4.7 

負債合計   1,198,338 33.5 

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   407,874 11.4 

２ 資本剰余金   393,579 11.0 

３ 利益剰余金   1,566,458 43.8 

４ 自己株式   △54,752 △1.5 

株主資本合計   2,313,161 64.7 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  64,465 1.8 

評価・換算差額等合計   64,465 1.8 

純資産合計   2,377,626 66.5 

負債純資産合計   3,575,964 100.0 
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(2) 連結損益計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30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   5,799,236 100.0  6,084,218 100.0 284,981 

Ⅱ 売上原価   4,698,475 81.0  4,923,480 80.9 225,004 

売上総利益   1,100,761 19.0  1,160,737 19.1 59,976 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１ 広告宣伝費  4,139   5,733    

２ 役員報酬  94,093   93,020    

３ 給料及び賞与  179,499   195,122    

４ 賞与引当金繰入額  28,025   30,188    

５ 役員賞与引当金 
  繰入額 

 11,220   17,630    

６ 退職給付費用  8,725   7,696    

７ 福利費  43,860   48,818    

８ 貸倒引当金繰入額  1,847   ―    

９ 支払手数料  39,023   39,003    

10 不動産賃借料  42,662   62,783    

11 研究開発費 ※１ 79,311   10,400    

12 減価償却費  11,940   20,038    

13 連結調整勘定償却額  10,412   ―    

14 その他  143,505 698,266 12.1 143,728 674,163 11.1 △24,103 

営業利益   402,494 6.9  486,574 8.0 84,079 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  2,889   1,532    

２ 受取配当金  10,866   14,201    

３ 有価証券評価益  ―   4,616    

４ 保険事務取扱手数料  1,673   1,664    

５ 保険金収入  ―   7,869    

６ 雑収入  3,066 18,496 0.4 1,584 31,469 0.5 12,972 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  43   ―    

２ 為替差損  242   14    

３ 雑損失  16 302 0.0 61 76 0.0 △226 

経常利益   420,687 7.3  517,966 8.5 97,279 
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前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減(千円) 

Ⅵ 特別利益         

１ 保険金  23,910 23,910 0.4 ― ― ― △23,910 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産廃棄損 ※２ 8,732   335    

２ 固定資産売却損 ※３ ―   5,027    

３ 本社移転費用  55,963   ―    

４ 減損損失 ※４ 24,449   ―    

５ 投資有価証券売却損  ―   2,224    

６ 投資有価証券評価損  28,672   49,967    

７ 特別退職金  22,993   ―    

８ 連結調整勘定償却額  31,563 172,376 3.0 ― 57,554 0.9 △114,821 

税金等調整前 
当期純利益 

  272,221 4.7  460,412 7.6 188,190 

法人税、住民税 
及び事業税 

 180,162   171,595   
 

法人税等調整額  △78,756 101,406 1.7 24,876 196,471 3.3 95,065 

当期純利益   170,815 3.0  263,940 4.3 93,125 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30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17年９月30日残高(千円) 407,874 392,305 1,466,398 △66,813 2,199,766 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当(注) ― ― △59,605 ― △59,605 

 当期純利益 ― ― 170,815 ― 170,815 

 自己株式の処分 ― 1,274 ― 12,060 13,335 

 役員賞与の支払(注) ― ― △11,150 ― △11,150 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― 1,274 100,060 12,060 113,395 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 393,579 1,566,458 △54,752 2,313,161 

 

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17年９月30日残高(千円) 82,081 82,081 2,281,847 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △59,605 

 当期純利益 ― ― 170,815 

 自己株式の処分 ― ― 13,335 

 役員賞与の支払 ― ― △11,150 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△17,615 △17,615 △17,615 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△17,615 △17,615 95,779 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,377,626 

(注) 前連結会計年度の利益処分によるものであります。 
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当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30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９月30日残高(千円) 407,874 393,579 1,566,458 △54,752 2,313,161 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △67,513 ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 263,940 ― 263,940 

 自己株式の処分 ― 2,088 ― 19,436 21,525 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― 2,088 196,427 19,436 217,952 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 395,668 1,762,886 △35,316 2,531,113 

 

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９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,377,626 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 263,940 

 自己株式の処分 ― ― 21,525 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△80,662 △80,662 △80,662 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△80,662 △80,662 137,290 

平成19年９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 
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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10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30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    

１ 税金等調整前当期純利益  272,221 460,412 

２ 減価償却費  13,420 20,904 

３ 減損損失  24,449 ― 

４ 連結調整勘定償却額  41,976 ― 

５ 賞与引当金の増加額  6,000 29,000 

６ 役員賞与引当金の増加額  11,220 6,410 

７ 貸倒引当金の増減額(△は減少)   1,847 △1,847 

８ 退職給付引当金の増加額  41,555 39,206 

９ 受取利息及び受取配当金  △13,756 △15,734 

10 支払利息  43 ― 

11 固定資産廃棄損  8,732 335 

12 固定資産売却損  ― 5,027 

13 投資有価証券売却損  ― 2,224 

14 投資有価証券評価損  28,672 49,967 

15 売上債権の増減額(△は増加)  34,015 △73,109 

16 たな卸資産の増減額(△は増加)  △5,552 4,343 

17 その他資産の増減額(△は増加)  △28,630 150,709 

18 仕入債務の減少額  △15,998 △21,527 

19 未払金の増加額  62,732 34,439 

20 未払消費税等の増加額  4,438 33,367 

21 その他負債の増加額  3,368 811 

22 役員賞与の支払額  △11,150 ― 

小計  479,606 724,938 

23 利息及び配当金の受取額  13,811 15,728 

24 利息の支払額  △43 ― 

25 法人税等の支払額  △103,196 △194,992 

営業活動によるキャッシュ・フロー  390,177 545,674 
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前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30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    

１ 固定資産の売却による収入  ― 9,534 

２ 固定資産の取得による支出  △55,840 △41,724 

３ 投資有価証券の売却による収入  14 4,201 

４ 投資有価証券の取得による支出  △436,962 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △492,788 △27,988 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 長期借入金の返済による支出  △7,260 ― 

２ 新株予約権の行使による収入  13,335 21,525 

３ 配当金の支払額  △59,574 △67,521 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △53,499 △45,996 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △156,110 471,689 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  876,168 720,057 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  720,057 1,191,746 
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数   １社 

 連結子会社の名称  グローバルテクノロジー 

           アライアンス株式会社 

１ 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数   ―社 

 連結子会社の名称  ― 

 前連結会計年度おいて連結子会社であったグロー

バルテクノロジーアライアンス株式会社は、平成19

年３月15日に清算結了したため、当連結会計年度末

には連結子会社はありません。したがって連結財務

諸表のうち、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書は作成し

ておりますが、連結貸借対照表は作成しておりませ

ん。 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

 関連会社がありませんので、記載しておりませ

ん。 

 同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

 グローバルテクノロジーアライアンス株式会社は

平成19年３月15日に清算結了しましたので、連結子

会社の最後の事業年度は平成18年10月１日から平成

19年３月15日までとなっております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

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 

   ① その他有価証券 

    時価のあるもの 

     連結会計年度末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) 

   ① 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 

    時価のないもの 

     同左 

   ② たな卸資産 

    ａ 商品、製品及び仕掛品 

     個別法による原価法 

    ｂ 原材料 

     最終仕入原価法 

   ② たな卸資産 

    ａ 商品、製品及び仕掛品 

     同左 

    ｂ 原材料 

     同左 
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前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   ① 有形固定資産 

    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 ３年～50年

器具及び備品 ３年～20年
 

   ① 有形固定資産 

    同左 

   （会計処理の変更） 

    平成19年４月１日以降取得した有形固定資

産の減価償却の方法については、平成19年

度の税制改正により導入された減価償却の

方法により減価償却費を計上しておりま

す。なお、この変更による損益に与える影

響は軽微であります。 

   ② 無形固定資産 

    定額法 

     ただし、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく償却額と

残存有効期間(３年)に基づく均等償却額を

比較し、いずれか大きい額を計上しており

ます。 

     自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

   ② 無形固定資産 

    同左 

      

 (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準 

   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

懸念債権等の特定の債権については、個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

   ① 貸倒引当金 

    同左 

 

   ② 賞与引当金 

    当社は、従業員に対する賞与支給に備える

ため、支給見込額を計上しております。 

   ② 賞与引当金 

    同左 

   ③ 役員賞与引当金 

    役員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度における支給見込額を

計上しております。 

   （会計処理の変更） 

    当連結会計年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４号）を適用してお

ります。 

    この結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、11,220千円減少しております。 

   ③ 役員賞与引当金 

    役員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度における支給見込額を

計上しております。 

 

   ④ 退職給付引当金 

    当社は、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、当連結会計期間

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。 

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)

による定額法により、翌連結会計年度より費

用処理しております。 

   ④ 退職給付引当金 

    同左 
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前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 (4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  (4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   ① 消費税等の会計処理方法 

    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方法 

    同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。 

―――――― 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却しておりま

す。 

―――――― 

７ 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、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

負わない短期的な投資であります。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
 同左 
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(会計処理の変更) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― 

  当連結会計年度より「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。 

 

  これにより税金等調整前当期純利益が24,449千円減

少しております。 

  なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき、当該各資産の金額から直接控除

しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） ―――――― 

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号)を適用しております。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,377,626千円であります。 

  又、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度の連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

（事業区分の変更） ―――――― 

  従来、ネットワークソリューション事業をシステム

運用管理事業に含めておりましたが、情報化社会にお

けるネットワーク需要の増大に伴う事業規模の拡大か

ら事業の実態をより適切に反映させるため、当連結会

計年度より区分表記し、その他の事業区分も類似性や

事業規模により事業区分の見直しを行っております。 

  なお、当連結会計年度の事業区分によった場合の前

連結会計年度の「事業の種類別セグメント情報」は、

（セグメント情報）「事業の種類別セグメント情報」

(注)５に記載しております。 
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(表示方法の変更) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

  前連結会計年度まで販売費及び一般管理費「その

他」に含んでおりました「研究開発費」については、

当連結会計年度において販売費及び一般管理費の

10/100を超えることとなったため、当連結会計年度よ

り区分掲記することとしました。 

  なお、前連結会計年度の「研究開発費」は43,213千

円であります。 

―――――― 
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(6) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

※１ 担保資産 

  担保に供している資産はありません。 

 

(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、79,311千円

であります。 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、10,400千円

であります。 

※２ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 6,910千円

器具及び備品 1,299千円

ソフトウェア 522千円

計 8,732千円
  

※２ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま

す。 

器具及び備品 335千円
  

―――――― ※３ 固定資産の売却損は、厚生施設の売却によるもの

であります。 

※４ 減損損失 

  当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

用途 厚生施設 

場所 静岡県伊東市 

種類 土地、建物 

金額 24,449千円 

 内訳  土地 21,344千円 

 建物  3,105千円 

  当社グループは、減損損失の算定に当たり、原則

として事業の種類別に資産のグループ化を行ってお

ります。上記の厚生施設は、帳簿価額に対し著しく

時価が下落していることから、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（24,449千

円）として特別損失に計上しております。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、専門業者等から入手した

近隣売買事例等を勘案した合理的な見積り額により

評価しております。 

―――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 140,794 ― 25,400 115,394 
 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプションの行使による減少   25,400株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 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12月21日 
定時株主総会 

普通株式 59,605 16 平成17年９月30日 平成17年12月22日 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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12月21日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 67,513 18 平成18年９月30日 平成18年12月21日 
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当連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 115,394 ― 41,000 74,394 
 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプションの行使による減少   41,000株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 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12月21日 
定時株主総会 

普通株式 67,513 18 平成18年９月30日 平成18年12月21日 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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19年12月19日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 91,001 24 平成19年９月30日 平成19年12月19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10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 439,305千円

有価証券勘定 280,751千円

計 720,057千円

現金及び現金同等物 720,057千円
  

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 860,759千円

有価証券勘定 330,986千円

計 1,191,746千円

現金及び現金同等物 1,191,746千円
  

 

(リース取引関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

前連結会計年度 
平成18年９月30日 

区分 
取得原価(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 
 株式 

 
 

506,226 

 
 

669,481 

 
 

163,254 
連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 
 株式 

 
 

268,187 

 
 

213,643 

 
 

△54,543 

合計 774,413 883,125 108,711 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当連結会計年度において減損処理を行い、

特別損失「投資有価証券評価損」28,672千円を計上しております。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は連結会計年度末日における時価の簿価に対する下落率が50％

以上の銘柄について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別

銘柄ごとに、当該連結会計年度末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄につい

て、減損処理をしております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
 至 平成18年９月30日) 

売却額（千円） 14 

売却益の合計額（千円） ― 

売却損の合計額（千円） ― 

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
前連結会計年度 
平成18年９月30日 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円) 

中期国債ファンド 100,210 

公社債投資信託 180,541 

匿名組合出資金 50,000 

計 330,751 

 

当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注記事項

として記載しております。 
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

当グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

当グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。 

 当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成し

ておりませんので、財務諸表の注記事項として記載して

おります。 

２ 退職給付債務及びその内訳(平成18年９月30日) 

(1) 退職給付債務 △619,916千円

(2) 年金資産 391,408千円

(3) 
未積立退職給付債務 
(1)＋(2) 

△228,508千円

(4) 未認識数理計算上の差異 58,848千円

(5) 退職給付引当金(3)＋(4) △169,659千円

  

 

３ 退職給付費用の内訳 

(1) 勤務費用 54,240千円

(2) 利息費用 8,656千円

(3) 期待運用収益 △2,592千円

(4) 
数理計算上の差異の 
費用処理額 39,388千円

(5) 
退職給付費用 
(1)＋(2)＋(3)＋(4) 

99,692千円

  

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 割引率 1.50％ 

(2) 期待運用収益率 0.75％ 

(3) 
退職給付見込額の 
期間配分方法 期間定額基準 

(4) 
過去勤務債務の額の 
処理年数 

― 

(5) 
数理計算上の差異の 
処理年数 ５年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、翌期から

費用処理しております。) 
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(ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

  

１ 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 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役６名 
当社従業員186名 

株式の種類及び付与数 普通株式 370,000株(上限) 

付与日 平成15年９月１日 

権利確定条件 
付与日(平成15年９月１日)以降、権利確定日(平成16年12月20日)まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成16年12月20日～平成19年12月19日 

(注) １ 「付与対象者の区分及び人数」及び「株式の種類及び付与数」については、付与日時点における人数及

び株式数を記載しております。 

２ 付与数は、株式数に換算して記載しております。 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

権利確定後  

 期首(株)  290,700 

 権利確定(株) ― 

 権利行使(株) 25,400 

 失効(株) 4,700 

 未行使残(株) 260,600 

 ② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

権利行使価格(円) 525 

行使時平均株価(円) 759 

公正な評価単価(付与日)(円) ― 
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当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

  

１ 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 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役６名 
当社従業員186名 

株式の種類及び付与数 普通株式 370,000株(上限) 

付与日 平成15年９月１日 

権利確定条件 
付与日(平成15年９月１日)以降、権利確定日(平成16年12月20日)まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成16年12月20日～平成19年12月19日 

(注) １ 「付与対象者の区分及び人数」及び「株式の種類及び付与数」については、付与日時点における人数及

び株式数を記載しております。 

２ 付与数は、株式数に換算して記載しております。 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

権利確定後  

 期首(株) 260,600 

 権利確定(株) ― 

 権利行使(株) 41,000 

 失効(株) 6,400 

 未行使残(株) 213,200 

 ② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

権利行使価格(円) 525 

行使時平均株価(円) 698 

公正な評価単価(付与日)(円) ― 

 



 
 

㈱インフォメーションクリエーティブ（証券コード）4769  平成19年９月期 決算短信 
 

― 33 ― 

(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成19年９月30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 

(繰延税金資産)   

賞与引当金損金算入限度超過額 133,903 千円 

未払事業税否認 10,870 千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,280 千円 
退職給付引当金損金算入限度 
超過額 

69,051 千円 

投資有価証券評価損 20,434 千円 

一括償却資産償却否認 1,752 千円 

未払費用否認 14,266 千円 

減価償却費の償却超過額 4,430 千円 

買収関連費用否認 8,954 千円 

減損損失 8,687 千円 

繰越欠損金 77,918 千円 

連結調整勘定償却額 21,190 千円 

その他 5,567 千円 

 繰延税金資産小計 386,306 千円 

評価性引当金 △92,538 千円 

 繰延税金資産合計 293,768 千円 

(繰延税金負債)   

特別償却準備金 △1,459 千円 

その他有価証券評価差額金 △44,245 千円 

繰延税金負債合計 △45,704 千円 

繰延税金資産の純額 248,063 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 40.7％ 

(調整)  
交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

1.0 

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目 

△0.8 

住民税均等割 0.5 

税額控除 △3.1 

役員賞与引当金 1.7 

評価性引当金 △1.5 

その他 △1.2 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

37.3 

  

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 40.7％ 

(調整)  
交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

1.0 

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目 

△0.6 

住民税均等割 0.3 

税額控除 △0.4 

評価性引当金 4.2 

その他 △2.5 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

42.7 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は 
全社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

2,801,709 1,905,268 795,030 297,228 5,799,236 ― 5,799,236 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10,010 ― ― ― 10,010 (10,010) ― 

計 2,811,719 1,905,268 795,030 297,228 5,809,246 (10,010) 5,799,236 

営業費用 2,358,009 1,598,795 658,728 387,778 5,003,311 393,430 5,396,742 

営業利益又は 

営業損失(△) 
453,709 306,472 136,302 △90,550 805,934 (403,440) 402,494 

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び 

資本的支出 

       

資産 646,481 424,167 177,538 73,775 1,321,962 2,254,002 3,575,964 

減価償却費 4,832 3,475 1,278 2,882 12,469 951 13,420 

減損損失 ― ― ― ― ― 24,449 24,449 

資本的支出 18,385 14,987 5,152 20,199 58,724 ― 58,724 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用事業 システムの運用 

(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 

(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及びその保守,ASPサービ

ス,ハードウェア設計,商品の販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、393,430千円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,254,002千円であり、その主なものは、

親会社での余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券、長期性預金)及び本

社の管理部門に係る資産等であります。 
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５ 事業区分の変更 

  従来、ネットワークソリューション事業をシステム運用管理事業に含めておりましたが、情報化社会に

おけるネットワーク需要の増大に伴う事業規模の拡大から事業の実態をより適切に反映させるため、当

連結会計年度より区分表記し、その他の事業区分も類似性や事業規模により事業区分の見直しを行って

おります。 

  なお、当連結会計年度の事業区分によった場合の前連結会計年度の「事業の種類別セグメント情報」は、

以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は 
全社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

2,713,823 1,794,891 688,794 371,281 5,568,789 ― 5,568,789 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,620 ― ― 2,059 3,679 (3,679) ― 

計 2,715,443 1,794,891 688,794 373,340 5,572,469 (3,679) 5,568,789 

営業費用 2,288,668 1,537,078 584,682 437,812 4,848,241 391,581 5,239,823 

営業利益又は 

営業損失(△) 
426,774 257,812 104,112 △64,471 724,227 (395,261) 328,966 

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
       

資産 638,552 368,174 165,125 152,224 1,324,077 1,970,172 3,294,250 

減価償却費 5,952 4,247 1,554 2,840 14,594 1,868 16,462 

資本的支出 2,030 6 ― 6,930 8,967 ― 8,967 
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当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 

 
ソフトウェ
ア開発 

システム運
用 

ネットワー
クソリュー
ション 

その他 計 
消去又は 
全社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

2,794,711 2,086,010 955,131 248,364 6,084,218 ― 6,084,218 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 2,794,711 2,086,010 955,131 248,364 6,084,218 ― 6,084,218 

営業費用 2,321,021 1,752,827 805,681 277,484 5,157,015 440,628 5,597,643 

営業利益又は 

営業損失(△) 
473,689 333,183 149,449 △29,120 927,202 (440,628) 486,574 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
       

資産 ― ― ― ― ― ― ― 

減価償却費 7,085 5,997 2,381 4,631 20,095 808 20,904 

資本的支出 ― ― ― ― ― ― ― 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の内容 

(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用事業 システムの運用 

(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 

(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及びその保守,ASPサービ

ス,ハードウェア設計,商品の販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、440,628千円であり、その

主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 当連結会計年度は、連結貸借対照表を作成しておりませんので、資産及び資本的支出についての記載を

しておりません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１株当たり純資産額 633円91銭

１株当たり当期純利益 45円72銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

44円70銭
 

１株当たり純資産額 ―

１株当たり当期純利益 70円32銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

69円16銭
 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
 

項目 
前連結会計年度 

(平成18年９月30日) 
当連結会計年度 

(平成19年９月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 2,377,626千円 ― 

普通株式に係る純資産額 2,377,626千円 ― 

差額の主な内訳 ― ― 

普通株式の発行済株式数 3,866千株 ― 

普通株式の自己株式数 115千株 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数 
3,750千株 ― 

 

２ 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 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

連結損益計算書上の当期純利益 170,815千円 263,940千円 

普通株式に係る当期純利益 170,815千円 263,940千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ― ― 

普通株式の期中平均株式数 3,736千株 3,753千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた当期純利益調整額の主要な内訳 
― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳 
  

 新株予約権 85千株 63千株 

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まれなかった潜在株

式の概要 

― ― 
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(重要な後発事象) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

（子会社の解散及び清算）  該当事項はありません。 

  連結子会社であるグローバルテクノロジーアライア

ンス株式会社は、インド国内のソフト会社とアライア

ンスを組みインド人技術者による組込みソフトウェア

開発を主に事業展開を行ってまいりましたが、組込み

ソフトウェア開発の効率を高めることを目的に当該子

会社の機能を当社に移管することといたしました。 

 

 当該子会社の概要は以下のとおりであります。 

 

① 当該子会社の名称、事業内容、持分比率 

名称 グローバルテクノロジーアライアンス株

式会社 

事業内容 組込み系アプリケーションソフトウェア

及びハードウェア開発 

持分比率 84.4％ 

  

② 解散及び清算の時期 

平成18年11月10日 当社取締役会で解散決議 

平成18年11月27日 当該子会社臨時株主総会における

解散決議 

平成19年２月 清算結了(予定) 

  

③ 子会社の状況、負債総額     

所在地 東京都品川区南大井６-22-７ 

代表者 代表取締役 須賀 明宏 

設立年月日 平成11年９月８日 

資本金  128,000千円 

負債総額   53,199千円 

  

④ 当該解散による会社の損失見込額 

  解散及び清算に伴う損益への影響は、軽微でありま

す。 

 

⑤ 当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

  解散及び清算に伴う営業活動等への影響は、軽微で

あります。 
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５. 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成18年９月30日) 
当事業年度 

(平成19年９月30日) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減(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   436,285   860,759  424,473 

２ 受取手形   1,837   2,146  309 

３ 売掛金 ※１  968,597   1,044,083  75,485 

４ 有価証券   280,751   330,986  50,234 

５ 商品   ―   4,009  4,009 

６ 原材料   199   ―  △199 

７ 仕掛品   18,802   10,649  △8,153 

８ 前払費用   51,960   49,941  △2,019 

９ 未収入金   52,431   598  △51,832 

10 繰延税金資産   159,268   170,856  11,588 

11 その他の流動資産   2,436   4,601  2,165 

貸倒引当金   △1,847   ―  1,847 

流動資産合計   1,970,723 54.9  2,478,633 65.0 507,909 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物  91,939   76,688    

減価償却累計額  44,948 46,990  36,848 39,839  △7,150 

(2) 器具及び備品  72,263   77,398    

減価償却累計額  51,018 21,245  56,338 21,060  △185 

(3) 土地   137,547   124,591  △12,955 

有形固定資産合計   205,783 5.7  185,491 4.8 △20,291 

２ 無形固定資産         

(1) 商標権   45   21  △23 

(2) ソフトウェア   5,195   29,642  24,447 
(3) ソフトウェア 
  仮勘定 

  ―   5,282  5,282 

(4) 電話加入権   2,173   2,173  ― 

(5) その他   130   ―  △130 

無形固定資産合計   7,544 0.2  37,120 1.0 29,576 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   933,125   740,707  △192,417 

(2) 出資金   10   10  ― 

(3) 長期前払費用   1,396   911  △485 

(4) 長期性預金   100,000   100,000  ― 

(5) 保証金・敷金   64,711   64,711  ― 

(6) 会員権   30,750   30,750  ― 

(7) 保険積立金   187,588   89,474  △98,114 

(8) 繰延税金資産   108,305   107,692  △612 

貸倒引当金   △66,955   △20,955  46,000 

投資その他の資産 
合計 

  1,404,932 39.2  1,113,302 29.2 △291,629 

固定資産合計   1,618,260 45.1  1,335,915 35.0 △282,344 

資産合計   3,588,984 100.0  3,814,548 100.0 225,564 
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前事業年度 
(平成18年９月30日) 

当事業年度 
(平成19年９月30日) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減(千円) 
構成比 
(％) 

増減(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金   120,236   102,035  △18,200 

２ 未払金   360,977   398,974  37,997 

３ 未払費用   35,051   38,932  3,880 

４ 未払法人税等   112,549   90,398  △22,151 

５ 未払消費税等   40,229   74,492  34,263 

６ 前受金   2,704   2,726  21 

７ 預り金   10,443   7,480  △2,962 

８ 賞与引当金   329,000   358,000  29,000 

９ 役員賞与引当金   11,220   17,630  6,410 

流動負債合計   1,022,413 28.5  1,090,671 28.6 68,258 

Ⅱ 固定負債         

１ 退職給付引当金   169,659   208,865  39,206 

２ その他   283   94  △189 

固定負債合計   169,943 4.7  208,960 5.5 39,017 

負債合計   1,192,356 33.2  1,299,631 34.1 107,275 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   407,874 11.3  407,874 10.7 ― 

２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金  389,037   389,037    

(2) その他資本剰余金  4,542   6,631    

資本剰余金合計   393,579 11.0  395,668 10.3 2,088 

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金  42,116   42,116    

(2) その他利益剰余金         

特別償却準備金  2,076   409    

別途積立金  525,000   525,000    

繰越利益剰余金  1,016,267   1,195,361    

利益剰余金合計   1,585,459 44.2  1,762,886 46.2 177,426 

４ 自己株式   △54,752 △1.5  △35,316 △0.9 19,436 

株主資本合計   2,332,161 65.0  2,531,113 66.3 198,951 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  64,465 1.8  △16,196 △0.4 △80,662 

評価・換算差額等 
合計 

  64,465 1.8  △16,196 △0.4 △80,662 

純資産合計   2,396,627 66.8  2,514,917 65.9 118,289 

負債純資産合計   3,588,984 100.0  3,814,548 100.0 225,564 
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減(千円) 
百分比 
(％) 

増減(千円) 

Ⅰ 売上高         

１ 製品売上高 ※４ 5,730,668   6,066,468    

２ 商品売上高  14,590 5,745,259 100.0 17,749 6,084,218 100.0 338,958 

Ⅱ 売上原価         

１ 当期製品製造原価 ※４ 4,633,827   4,907,738    

２ 製品売上原価  4,633,827   4,907,738    

３ 期首商品たな卸高  ―   ―    

４ 当期商品仕入高  12,484   19,750    

合計  12,484   19,750    

５ 期末商品たな卸高  ―   4,009    

６ 商品売上原価  12,484 4,646,312 80.9 15,741 4,923,480 80.9 277,168 

売上総利益   1,098,946 19.1  1,160,737 19.1 61,790 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１ 広告宣伝費  4,139   5,733    

２ 役員報酬  94,093   93,020    

３ 給料及び賞与  176,111   195,168    

４ 賞与引当金繰入額  28,025   30,188    

５ 役員賞与引当金 
  繰入額 

 11,220   17,630    

６ 退職給付費用  8,725   7,696    

７ 福利費  43,570   48,638    

８ 貸倒引当金繰入額  1,847   ―    

９ 旅費交通費  10,321   10,473    

10 支払手数料  37,459   38,986    

11 交際費  5,087   10,329    

12 募集費  22,936   24,540    

13 不動産賃借料  42,348   62,783    

14 リース料  114   94    

15 研究開発費 ※１ 79,311   10,400    

16 減価償却費  11,279   19,894    

17 その他  101,117 677,709 11.8 98,159 673,736 11.1 △3,973 

営業利益   421,237 7.3  487,001 8.0 65,764 
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前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30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) 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息 ※４ 3,159   1,532    

２ 受取配当金  10,866   14,201    

３ 保険事務取扱手数料  1,673   1,664    

４ 保険金収入  725   7,869    

５ 有価証券評価益  ―   4,616    

６ 雑収入  1,949 18,374 0.4 489 30,372 0.5 11,998 

Ⅴ 営業外費用         

１ 雑損失  11 11 0.0 61 61 0.0 50 

経常利益   439,600 7.7  517,312 8.5 77,712 

Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益  ―   538    

２ 保険金  23,910 23,910 0.4 ― 538 0.0 △23,371 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産廃棄損 ※２ 7,380   110    

２ 固定資産売却損 ※３ ―   5,027    

３ 貸倒引当金繰入額 ※４ 46,000   ―    

４ 本社移転費用  55,963   ―    

５ 減損損失 ※５ 24,449   ―    

６ 投資有価証券評価損  28,672   49,967    

７ 投資有価証券売却損  ―   2,224    

８ 特別退職金  22,993   ―    

９ 関係会社株式評価損  54,000 239,459 4.2 ― 57,330 1.0 △182,129 

税引前当期純利益   224,050 3.9  460,521 7.5 236,470 

法人税、住民税 
及び事業税 

 179,896   171,195   
 

法人税等調整額  △98,265 81,630 1.4 44,386 215,581 3.5 133,950 

当期純利益   142,420 2.5  244,939 4.0 102,519 
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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10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 3,268 392,305 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― ― ― ― 

 役員賞与の支払 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 1,274 1,274 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 1,274 1,274 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 4,542 393,579 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成17年９月30日残高(千円) 42,116 6,746 525,000 939,932 1,513,795 △66,813 2,247,162 

事業年度中の変動額        

 剰余金の配当（注） ― ― ― △59,605 △59,605 ― △59,605 

 当期純利益 ― ― ― 142,420 142,420 ― 142,420 

 役員賞与の支払（注） ― ― ― △11,150 △11,150 ― △11,150 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 12,060 13,335 

 特別償却準備金の取崩（注） ― △2,334 ― 2,334 ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― △2,334 ― 2,334 ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― △4,669 ― 76,334 71,664 12,060 84,999 

平成18年９月30日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,016,267 1,585,459 △54,752 2,332,161 

(注) 前事業年度の利益処分によるものであります。 
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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17年９月30日残高(千円) 82,081 82,081 2,329,243 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △59,605 

 当期純利益 ― ― 142,420 

 役員賞与の支払 ― ― △11,150 

 自己株式の処分 ― ― 13,335 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△17,615 △17,615 △17,615 

事業年度中の変動額合計(千円) △17,615 △17,615 67,384 

平成18年９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,396,627 
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当事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 4,542 393,579 

事業年度中の変動額 ― ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 2,088 2,088 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 2,088 2,088 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 6,631 395,668 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,016,267 1,585,459 △54,752 2,332,161 

事業年度中の変動額 ― ― ― ― ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― ― △67,513 △67,513 ― △67,513 

 当期純利益 ― ― ― 244,939 244,939 ― 244,939 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 19,436 21,525 

 特別償却準備金の取崩 ― △1,667 ― 1,667 ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― △1,667 ― 179,093 177,426 19,436 198,951 

平成19年９月30日残高(千円) 42,116 409 525,000 1,195,361 1,762,886 △35,316 2,531,113 

 

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９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,396,627 

事業年度中の変動額 ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 244,939 

 自己株式の処分 ― ― 21,525 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△80,662 △80,662 △80,662 

事業年度中の変動額合計(千円) △80,662 △80,662 118,289 

平成19年９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 
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(4) 財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30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 

移動平均法による原価法 

(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、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 

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 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品、製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品、製品及び仕掛品 

同左 

(2) 原材料 

最終仕入原価法 

(2) 原材料 

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 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ３年～50年 

器具及び備品 ３年～20年 
 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

（会計処理の変更） 

平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の減

価償却の方法については、平成19年度の税制改正に

より導入された減価償却の方法により減価償却費を

計上しております。なお、この変更による損益に与

える影響は軽微であります。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

ただし、市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間

(３年)に基づく均等償却額を比較し、いずれか大き

い額を計上しております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく定額法によっており

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 

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、貸倒懸念債権等の

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。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

当事業年度における支給見込額を計上しておりま

す。 

（会計処理の変更） 

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が、11,220千円減少して

おります。 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

当事業年度における支給見込額を計上しておりま

す。 

 

(4) 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に基づき、当期末におい

て発生している額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法

により、翌期から費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

５ 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方法 

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。 

５ 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方法 

同左 
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(会計処理の変更) 

 
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30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。 

 

  これにより税引前当期純利益が24,449千円減少して

おります。 

  なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき、当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） ―――――― 

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号)を適用しております。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,396,627千円であります。 

  又、財務諸表等規則の改正により、当事業年度の貸

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。 
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(5) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成18年９月30日) 
当事業年度 

(平成19年９月30日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 

 売掛金 1,218千円
 

―――――― 

 

(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費 79,311千円
 

※１ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費 10,400千円
 

※２ 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 建物 6,714千円

 器具及び備品 665千円

 計 7,380千円
 

※２ 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 器具及び備品 110千円
 

―――――― ※３ 固定資産の売却損は、厚生施設の売却によるもの

であります。 

※４ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

 製品売上高 10,010千円

 受取利息 269千円

 貸倒引当金繰入額 46,000千円
 

―――――― 

※５ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

用途 厚生施設 

場所 静岡県伊東市 

種類 土地、建物 

金額 24,449千円 

 内訳  土地 21,344千円 

 建物  3,105千円 

   当社は、減損損失の算定に当たり、原則として事

業の種類別に資産のグループ化を行っております。

上記の厚生施設は、帳簿価額に対し著しく時価が下

落していることから、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（24,449千円）とし

て特別損失に計上しております。 

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、専門業者等から入手した

近隣売買事例等を勘案した合理的な見積り額により

評価しております。 

―――――― 
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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10月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 140,794 ― 25,400 115,394 
 
  （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減少   25,400株 

 

当事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 115,394 ― 41,000 74,394 
 
  （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減少   41,000株 
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(リース取引関係)  

 
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

当事業年度 
平成19年９月30日 

区分 
取得原価(千円) 

決算日における 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの 
 株式 

 
 

248,362 

 
 

319,337 

 
 

70,974 
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 
 株式 

 
 

469,657 

 
 

371,370 

 
 

△98,287 

合計 718,020 690,707 △27,312 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当事業年度において減損処理を行い、特別

損失「投資有価証券評価損」49,967千円を計上しております。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は事業年度末日における時価の簿価に対する下落率が50％以上

の銘柄について、一律減損処理をしております。下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄

ごとに、当該事業年度末日より前１年間の各日の時価の平均が30％以上下落している銘柄について、減損

処理をしております。 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
当事業年度 

(自 平成18年10月１日 
 至 平成19年９月30日) 

売却額（千円） 4,201 

売却益の合計額（千円） ― 

売却損の合計額（千円） 2,224 

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
当事業年度 

平成19年９月30日 

その他有価証券 貸借対照表計上額(千円) 

中期国債ファンド 100,444 

公社債投資信託 230,541 

匿名組合出資金 50,000 

計 380,986 

 

４ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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(退職給付関係) 

 
当事業年度 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けておりま

す。 

２ 退職給付債務及びその内訳(平成19年９月30日) 

(1) 退職給付債務 △640,109千円

(2) 年金資産 431,294千円

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △208,814千円

(4) 未認識数理計算上の差異 △51千円

(5) 退職給付引当金(3)＋(4) △208,865千円

  

３ 退職給付費用の内訳 

(1) 勤務費用 55,897千円

(2) 利息費用 9,298千円

(3) 期待運用収益 △2,935千円

(4) 
数理計算上の差異の 
費用処理額 24,496千円

(5) 
退職給付費用 
(1)＋(2)＋(3)＋(4) 86,756千円

  
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 割引率 1.50％ 

(2) 期待運用収益率 0.75％ 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ― 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、翌期から費用処理しております。) 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成18年９月30日) 
当事業年度 

(平成19年９月30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 
(繰延税金資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 133,903千円

未払事業税否認 10,821千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 28,002千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 69,051千円

投資有価証券評価損 20,434千円

一括償却資産償却否認 1,752千円

未払費用否認 14,266千円

減価償却費の償却超過額 4,430千円

買収関連費用否認 8,954千円

関係会社株式評価損 21,978千円

減損損失 8,687千円

その他 5,567千円

繰延税金資産小計 327,849千円

評価性引当金 △14,571千円

繰延税金資産合計 313,278千円

(繰延税金負債) 

特別償却準備金 △1,459千円

その他有価証券評価差額金 △44,245千円

繰延税金負債合計 △45,704千円

繰延税金資産の純額 267,573千円
  

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) 

賞与引当金損金算入限度超過額 145,706千円

未払事業税否認 9,062千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,528千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 85,008千円

投資有価証券評価損 8,764千円

一括償却資産償却否認 1,159千円

未払費用否認 15,845千円

減価償却費の償却超過額 1,931千円

投資有価証券減損 20,336千円

その他 5,532千円

繰延税金資産小計 301,876千円

評価性引当金 △34,155千円

繰延税金資産合計 267,720千円

(繰延税金負債) 

特別償却準備金 △287千円

その他有価証券評価差額金 11,116千円

繰延税金負債合計 10,828千円

繰延税金資産の純額 278,548千円
  

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 40.7％ 

(調整)  
交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

1.2 

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目 

△1.0 

住民税均等割 0.5 

役員賞与引当金 2.0 

その他 △0.1 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

43.3 

  

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 40.7％ 

(調整)  
交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

1.0 

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目 

△0.6 

住民税均等割 0.2 

評価性引当金 4.3 

その他 1.2 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

46.8 
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(企業結合等関係) 

当事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１株当たり純資産額 638円97銭

 

１株当たり純資産額 663円26銭

 
１株当たり当期純利益 38円12銭

 

１株当たり当期純利益 65円26銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

37円27銭

  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

64円18銭

  
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
 

項目 
前事業年度 

(平成18年９月30日) 
当事業年度 

(平成19年９月30日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額 2,396,627千円 2,514,917千円 

普通株式に係る純資産額 2,396,627千円 2,514,917千円 

差額の主な内訳 ― ― 

普通株式の発行済株式数 3,866千株 3,866千株 

普通株式の自己株式数 115千株 74千株 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数 
3,750千株 3,791千株 

 

２ 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 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

損益計算書上の当期純利益 142,420千円 244,939千円 

普通株式に係る当期純利益 142,420千円 244,939千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ― ― 

普通株式の期中平均株式数 3,736千株 3,753千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた当期純利益調整額の主要な内訳 

― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳 

  

 新株予約権 85千株 63千株 

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まれなかった潜在株
式の概要 

― ― 
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(重要な後発事象) 

 
前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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６. その他 

該当事項はありません。 

 




