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（百万円未満切捨て） 

１ 20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３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（※） 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
20年３月期 5,466  21.0  671   △3.8 698    3.9  410  △24.1 
19年３月期 4,518  12.7  698   17.9 672    9.3  540   89.9 

 

 
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 ％ ％ ％
20年３月期 5,001 15 －  － 13.4 14.9 12.3 
19年３月期 8,784 82 －  － 26.6 18.9 15.4 

(参考) 持分法投資損益 平成20年３月期  ―百万円  平成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
20年３月期 4,930    3,218   65.3   39,245   92 
19年３月期 4,427    2,895   65.4   35,307   00 

(参考) 自己資本 平成20年３月期  3,218百万円  平成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
20年３月期 307 △1,064 △81 972 
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 

配当金 
総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

19年３月期 1,000 00 1,000 00 82  11.4  3.7 

20年３月期 1,000 00 1,000 00 82  20.0  2.7 

21年３月期（予想）（※） 1,000 00 1,000 00 ―  45.6   ― 

 
 
３ 平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21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  5,500  0.6 600 △10.6 620 △11.2 180 △56.1 2,195 12 

(注１) 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・利益共に下

期に偏重する傾向があるために、中間期の業績予想は行っておりません。 

(注２) 大阪センターの移転にともなう業績予想への影響については、２ページ「業績予想の適切な利用に関す

る説明、その他特記事項」をご覧ください。 

http://www.odk.co.jp/
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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ともなう変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は、26ページ「重要な会計方針の変更」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） 20年３月期 82,000株 19年３月期 82,000株 
②期末自己株式数  20年３月期 － 株 19年３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、38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． 平成21年３月期の業績予想につきましては、情報システムの保全性及び機密性の向上等を目的とし

た大阪センターの移転にともなう営業費用の増加90百万円、特別損失250百万円を見込んでおりま

す。 

２． 平成21年３月期の配当予想につきましては、第45回定時株主総会（平成20年６月26日開催予定）に、

中間配当制度の導入に関する定款変更議案を付議する予定です。 

３． 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月期の当期純利益は3.1%の増益となります。 

４． 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。 

５． 平成21年３月期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る

影響は反映されておりません。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、原油価格高騰や米国経済の失速懸念の影響から、景気の先行き不安が

強まっており、情報サービス業界におきましても、これまでの増収傾向に陰りが見られます。〔経済産業省 

特定サービス産業動態統計（平成20年２月分確報）より〕 

このような状況下におきまして、株式上場後初めての事業年度を迎えた当社は、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。 

当事業年度につきましては、学事業務において、受託校総数が新規受託校１校増の18校となったほか、証

券業務につきましても、証券総合システム（SENS21※）の受託社数が１社増の12社（間接受託４社を含む）

となりました。現在、新たに１社の証券会社から受託を受けており、システムの早期本番稼動を目指し開発

作業を進めております。 

その他、グループ会社業務を中心に、株券電子化制度に係るアプリケーション開発等、制度変更にともな

う大型システム開発による売上も大きく伸長いたしました。 

その結果、当事業年度の業績は、売上高5,466,033千円（前年同期比 21.0%増）となりました。利益につき

ましては、大規模開発の外注費用等の増加により、営業利益671,313千円（同 3.8%減）となりましたが、経

常利益は698,462千円（同 3.9%増）と過去最高額を計上しております。当期純利益は410,094千円（同 24.1%

減）となりましたが、前事業年度は、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（△142,729千円）を含んでおり、この影響を除く実質の前年同期の当期純利益と比較すると3.1%の増益と

なっております。 

（※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校から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あり前年同期比

2.0%の増収となりました。 

 

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） 

SENS21の運用手数料は順調に伸びておりますが、前事業年度の大型システム開発の反動により、前年同期

比24.9%の減収となりました。 

 

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） 

主に既存取引先のシステム開発受託金額減少により、前年同期比17.7%の減収となりました。 

 

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） 

基幹システムの再構築等によりシステム運用及び開発売上に関しては、ほぼ前年の水準を維持しましたが、

前事業年度の大型機械販売の反動により、前年同期比6.6%の減収となりました。 

 

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） 

株券電子化対応のシステム開発に加え、システム災害復旧体制のネットワークが本格稼動したことにより、

運用収益が増加し、前年同期比83.4%の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 
当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

前年同期比（％） 

学 事 業 務 1,437,195 2.0 

証 券 業 務 426,864 △24.9 

一 般 業 務 129,603 △17.7 

金 融 業 務 933,208 △6.6 

代 行 業 務 2,539,161 83.4 

合 計 5,466,033 21.0 

 

来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による金融システム不安、急激な円高に

よる輸出企業業績の悪化、原油価格高騰による物価の上昇等により景気後退局面は継続するものと見込まれ

ます。 

このような中、当社といたしましては、平成22年度中期経営計画目標の達成に向け、新規事業の開発及び

新規提携事業の獲得による事業領域の拡大をはじめ、首都圏での営業強化に取組むことで、収益源の多様化

を推し進め、増収基調の維持・拡大に努めてまいります。 

来期の業績見通しにつきましては、首都圏大学への積極的な営業展開の実施やWeb入試ネットサービス（入

試手続トータルサポート）の開発と新規受託、証券総合システム（SENS21）の新規顧客獲得、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5,500百万円（前年同期比0.6%増）の見込みであります。 

    また、利益見通しにつきましては、システム開発における内製化等のコスト削減策を継続して進めており 

ますが、業容拡大に向けた体制整備の一環として、情報システムの保全性及び機密性の向上等を目的とした

大阪センター移転にともなう営業費用の増加90百万円、特別損失250百万円を予定しているため、経常利益は

620百万円（同11.2%減）、当期純利益は180百万円（同56.1%減）となり、一時的な減益となる見通しであり

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 

総資産は、前事業年度末と比べて502,282千円増の4,930,034千円となりました。これは、投資有価証券

の増加及び株券電子化開発の進行にともなう仕掛品の増加が主因であります。 

負債は、前事業年度末と比べて179,291千円増の1,711,868千円となりました。これは、株券電子化開発

の進行にともなう買掛金の増加によるものであります。 

利益剰余金は前事業年度末に比べて328,094千円増の1,977,196千円となり、純資産合計では、322,991

千円増の3,218,165千円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度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838,310千

円減少し972,617千円となりました。 

 

当事業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） 

営業活動の結果得た資金は307,765千円（前年同期は429,155千円の収入）となり、前年同期に比べ

121,390千円の収入の減少となりました。主な収入の減少要因は、たな卸資産の増加、売上債権の増加によ

る収入の減少、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1,064,908千円（前年同期は847,755千円の支出）となり、前年同期に比べ

217,153千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81,166千円（前年同期は1,190,855千円の収入）となり、前年同期に比べ

1,272,021千円の収入の減少となりました。主な収入の減少要因は、前年同期に株式発行による収入

（1,192,355千円）があったこと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1,000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・開発及びセキュリティ体制の強化、さら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、これまで当社では中間配当制度を採用しておりませんでしたが、第45回定時株主総会（平成20年６

月26日開催予定）に、中間配当制度の導入に関する定款変更議案を付議する予定です。 
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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・処理しています。 

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ISO/IEC27001認証の取得、個人情報管理に関してはプライバシーマーク（Ｐマー

ク）を更新し、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18年３月期から平成20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

 

第45期（平成20年３月期） 
 

上期 下期 通期 

売上高（千円） 2,046,474 3,419,558 5,466,033

 同 割合（％） 37.4 62.6 100.0

営業利益（千円） 10,740 660,572 671,313
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④グループ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）向けのグループ会社業務（金融・代行業務）と、学事・証券業務を中心とするグループ会社以外の業

務に大別することができます。 

 

当社の最近３事業年度におけるグループ会社業務とグループ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43期（平成18年３月期） 第44期（平成19年３月期） 第45期（平成20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(%) 

グループ会社業務 2,378,595  59.3 2,383,800 52.8 3,472,370  63.5 

 金融業務 (885,984) (22.1) (999,438) (22.1) (933,208) (17.1)

 代行業務 (1,492,611) (37.2) (1,384,362) (30.7) (2,539,161) (46.4)

上記以外の業務 1,629,352  40.7 2,134,908 47.2 1,993,663  36.5 

学事業務 (1,296,256) (32.4) (1,408,888) (31.1) (1,437,195) (26.3)

証券業務 (163,013) (4.1) (568,572) (12.6) (426,864) (7.8)

 

一般業務 (170,081) (4.2) (157,447) (3.5) (129,603) (2.4)

売上高合計 4,007,948  100.0 4,518,709 100.0 5,466,033  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．株式会社だいこう証券ビジネスは、平成19年３月７日に当社が22,000株の公募増資を行ったことによ 

り、持分比率が変動し、その他の関係会社から主要株主に属性が変更いたしました。また、株式会社

だいこう証券ビジネスが、平成20年３月14日に保有する当社株式の一部5,000株を譲渡したため、主要

株主でなくなっております。 

 

上表のようにグループ会社の業務が売上高の過半を超えており、グループ会社の業績、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43期 

（平成18年３月期） 

第44期 

（平成19年３月期） 

第45期 

（平成20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 2,816,415 70.3 3,134,275 69.4 3,595,678 65.8

システム開発及び保守 657,601 16.4 1,157,951 25.6 1,763,240 32.2

機械販売 533,931 13.3 226,482 5.0 107,114 2.0

売上高合計 4,007,948 100.0 4,518,709 100.0 5,466,033 100.0

（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

⑦

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。 

 

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、当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、平

成20年３月期の売上高構成比はシステム運用65.8％、システム開発及び保守32.2％、機械販売2.0％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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）株式会社だいこう証券ビジネスは、平成19年３月７日に当社が22,000株の公募増資を行ったことに

より、持分比率が変動し、その他の関係会社から主要株主に属性が変更いたしました。また、株式会

社だいこう証券ビジネスが、平成20年３月14日に保有する当社株式の一部5,000株を譲渡したため、主

要株主でなくなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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で、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。 

また、これらを具現化するために、 

「Chance チャンスを見つけ出し、必ず掴み取る意欲を持って」 

「Change 変化を恐れず、柔軟な姿勢を持って」 

「Compliance 全ての行動において、法令・社会規範・社内規則を遵守し」 

「Challenge 高い目標を持って、常に挑戦し続けよう」 

を全員の行動指針として共有し、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しております。 

 

 

（２）目標とする経営指標 

平成20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22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。 

 

経営目標 ： 収益指標：売上高経常利益率15％を目指し、収益性を高める 

配当：年1,000円の安定配当を堅持する 

数値目標 ： 営業収益：5,700百万円（平成20年３月期比 4.3%増） 

経常利益：800百万円（平成20年３月期比 14.5%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．ＯＤＫ独自業務及び新規事業への重点的な経営資源の配分 

２．首都圏での営業拡大 

３．ＰＤＣＡによる業務推進、業務システムの整備、人材への投資 

４．柔軟な組織運営、戦略的な要員計画の推進 

５．事業基盤強化（セキュリティ強化、事業拠点充実） 
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（

①

３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、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。具体的には、新規事業の開発及び新規提携事業の獲得による事業領域の拡大をはじめ、首都圏

での営業強化に取組むことで、収益源の多様化を推し進めてまいります。加えて、システム開発の内製化促

進やシステム統合により運用・保守負担を軽減することによって収益性の高い分野に人的資源を振り向け、

さらなる収益率の改善に努めてまいります。 

また、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、さらなる成長を目指してまいります。 

 

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。 

 

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さら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。 

－  － 11



 

 

 

㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

－  － 12

 

②

③

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、当社の企業統治面

で最良な取組みを導入・検討し、業務の有効性や効率性の向上に努めてまいります。 

 

 

市場ニーズに対応できる事業基盤整備 

現在、事業基盤の強化を目的として、情報セキュリティの強化を目的とした大阪センター移転を予定し

ております。移転後は、情報システムの保全性や機密性が一段と向上するほか、目標復旧時間の短縮と

いった災害対策の強化、電算室の拡張性向上等によって、顧客ニーズに幅広く対応できることとなり、今

後の新規事業の開発や新規提携事業の獲得といった、あらゆる業容拡大に対応できる体制が整うこととな

ります。 

今後も、ISO/IEC27001認証に基づく情報セキュリティの維持・向上に取組み、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・強化を、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.財務諸表 

(1）【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  2,100,928 1,262,617  △838,310

２．売掛金  668,711 803,965  135,254

３．有価証券  99,827 99,998  171

４．商品  8,195 2,799  △5,395

５．仕掛品  101,727 327,742  226,015

６．前払費用  38,251 57,748  19,497

７．繰延税金資産  83,465 91,138  7,673

８．その他  2,318 71,605  69,287

貸倒引当金  △3,984 △4,817  △833

流動資産合計  3,099,439 70.0 2,712,801 55.0 △386,638

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産 ※１   

１．建物  34,929 108,338  73,409

２．備品及び器具  31,783 28,097  △3,686

有形固定資産合計  66,713 1.5 136,436 2.8 69,723

(2）無形固定資産    

１.ソフトウェア  238,356 156,498  △81,858

２.電話加入権  3,637 3,674  36

３.施設利用権  841 812  △28

無形固定資産合計  242,835 5.5 160,985 3.3 △81,850
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券  398,816 892,076  493,259

２．従業員長期貸付金  11,213 11,205  △8

３．長期前払費用  116,457 124,570  8,112

４．繰延税金資産  221,774 327,514  105,740

５．差入保証金  170,216 314,158  143,941

６．長期性預金  100,000 250,000  150,000

７．その他  350 350  －

貸倒引当金  △65 △63  2

投資その他の資産合計  1,018,762 23.0 1,919,811 38.9 901,048

固定資産合計  1,328,311 30.0 2,217,233 45.0 888,921

資産合計  4,427,751 100.0 4,930,034 100.0 502,282

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  125,494 256,502  131,007

２．未払金  161,283 18,349  △142,933

３．未払費用  67,761 71,206  3,445

４．未払法人税等  298,682 344,610  45,928

５．未払消費税等  61,261 53,913  △7,348

６．預り金  7,769 9,099  1,330

７．前受金  441 －  △441

８．賞与引当金  123,000 134,000  11,000

９．従業員預り金  26,318 25,680  △638

10．その他  － 833  833

流動負債合計  872,011 19.7 914,194 18.5 42,183

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  532,337 627,987  95,649

２．役員退職慰労引当金  128,228 169,686  41,458

固定負債合計  660,565 14.9 797,673 16.2 137,107

負債合計  1,532,577 34.6 1,711,868 34.7 179,291
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  637,200 14.4 637,200 12.9 －

２．資本剰余金    

資本準備金  607,200 607,200   

資本剰余金合計  607,200 13.7 607,200 12.3 －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  2,850 2,850   －

(2）その他利益剰余金    

別途積立金  60,000 60,000   －

繰越利益剰余金  1,586,252 1,914,346   328,094

利益剰余金合計  1,649,102 37.3 1,977,196 40.1 328,094

株主資本合計  2,893,502 65.4 3,221,596 65.3 328,094

Ⅱ 評価･換算差額等    

その他有価証券評価差

額金 
 1,672 △3,430  △5,102

評価・換算差額等合計  1,672 0.0 △3,430 △0.0 △5,102

純資産合計  2,895,174 65.4 3,218,165 65.3 322,991

負債純資産合計  4,427,751 100.0 4,930,034 100.0 502,282
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(2）【損益計算書】 

  

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高 ※１ 4,518,709 100.0 5,466,033 100.0 947,324

Ⅱ 売上原価  3,202,121 70.9 4,117,336 75.3 915,214

売上総利益  1,316,587 29.1 1,348,697 24,7 32,109

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  114,776 117,170   

２．従業員給与  184,801 191,145   

３．賞与引当金繰入額  29,869 31,379   

４．法定福利費  33,672 34,921   

５．福利厚生費  15,047 14,080   

６．役員退職慰労引当金繰

入額 
 38,326 41,458   

７．退職給付費用  14,802 39,762   

８．事務所賃借料  38,131 41,223   

９．交際費  3,605 3,041   

10．広告宣伝費  17,945 12,390   

11．諸会費  12,037 10,182   

12．水道光熱費  8,079 10,218   

13．減価償却費  4,936 7,863   

14．貸倒引当金繰入額  － 831   

15．その他  102,461 618,493 13.7 121,714 677,383 12.4 58,890

営業利益  698,093 15.4 671,313 12.3 △26,780

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  327 2,434   

２．有価証券利息  332 4,409   

３．受取配当金  5,164 5,087   

４．受取手数料  660 661   

５．団体保険配当金  245 930   

６．定期保険解約返戻金  14,245 13,760   

７．その他  237 21,213 0.5 1,462 28,746 0.5 7,533
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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） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  123 576   

２．投資事業組合持分損失  － 1,021   

３．株式交付費  22,044 －   

４．上場関連費用  24,938 47,107 1.0 － 1,597 0.0 △45,509

経常利益  672,199 14.9 698,462 12.8 26,262

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  211 －   

２．関係会社株式売却益  16,875 17,086 0.4 － － － △17,086

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 993 248   

２．損害補償金  9,177 10,170 0.2 － 248 0.0 △9,922

税引前当期純利益  679,116 15.1 698,214 12.8 19,098

法人税、住民税及び

事業税 
 287,471 400,390   

法人税等調整額  △148,683 138,788 3.1 △112,270 288,119 5.3 149,331

当期純利益  540,327 12.0 410,094 7.5 △130,233
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(3）【株主資本等変動計算書】 

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

 

－  － 18



 

 

 

㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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

事業年度中の変
動額 

    

剰余金の配当   △82,000 △82,000 △82,000

当期純利益   410,094 410,094 410,094

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） 

― ― ― ― ― 328,094 328,094 328,094

平成20年３月31
日残高（千円） 

637,200 607,200 607,200 2,850 60,000 1,914,346 1,977,196 3,221,596

 

 

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

事業年度中の変
動額 

  

剰余金の配当   △82,000

当期純利益   410,094

株主資本以外
の項目の事業
年度中の変動
額（純額） 

△5,102 △5,102 △5,102

事業年度中の変
動 額 合 計 （ 千
円） 

△5,102 △5,102 322,991

平成20年３月31
日残高（千円） 

△3,430 △3,430 3,218,165

 

－  － 19



 

 

 

㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

(4）【キャッシュ・フロー計算書】 

  

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  679,116 698,214 

減価償却費  109,619 145,699 

貸倒引当金の増減額(△は減少)  △211 831 

賞与引当金の増減額(△は減少)  8,000 11,000 

損害補償金  9,177 － 

退職給付引当金の増減額(△は減少)  24,637 95,649 

役員退職慰労引当金の 

増減額(△は減少) 
 △27,594 41,458 

受取利息及び受取配当金  △5,824 △11,931 

支払利息  123 576 

投資事業組合持分損失  － 1,021 

株式交付費  22,044 － 

固定資産除却損  993 248 

関係会社株式売却益  △16,875 － 

売上債権の増減額(△は増加)  35,768 △135,254 

たな卸資産の増減額(△は増加)  4,799 △220,620 

仕入債務の増減額(△は減少)  △132,165 131,522 

前受金の増減額(△は減少)  441 △441 

未払消費税等の増減額(△は減少)  10,902 △7,348 

その他  31,163 △101,456 

小計  754,116 649,168 △104,947

利息及び配当金の受取額  5,541 10,339 

利息の支払額  △123 △576 

法人税等の支払額  △285,378 △351,166 

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  429,155 307,765 △121,390
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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）

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △290,000 △290,000 

定期預金の払戻による収入  40,000 290,000 

長期性預金の預入による支出  △100,000 △150,000 

有価証券の取得による支出  △99,560 △99,990 

有価証券の償還による収入  － 100,000 

関係会社株式の売却による収入  36,078 － 

投資有価証券の取得による支出  △298,308 △500,657 

投資有価証券の償還による収入  1,533 982 

有形固定資産の取得による支出  △17,290 △121,635 

無形固定資産の取得による支出  △112,694 △12,822 

貸付金の増減による収支  4,921 8 

差入保証金の差入による支出  － △144,091 

長期前払費用の増加による支出  － △136,853 

その他  △12,434 150 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △847,755 △1,064,908 △217,153

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 △81,166 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,190,855 △81,166 △1,272,021

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減

少) 
 772,255 △838,310 △1,610,565

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,810,928 972,617 △838,310
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

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 

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。 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

商品・仕掛品･･･個別法による原価法 

 

   同左 

 

 

－  － 22



 

 

 

㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

３．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） 

当事業年度から、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

及び税引前当期純利益はそれぞれ

5,503千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

及び税引前当期純利益がそれぞれ

391千円減少しております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

 

（追加情報） 

 平成19年３月７日に実施した公募増

資による新株式の発行（22,000株）

は、引受証券会社が引受価額で買取引

受を行い、これを引受価額と異なる発

行価額で一般投資家に販売するスプ

レッド方式によっております。 

 スプレッド方式では、発行価額と引

受価額の差額の総額（105,600千円）

が事実上の引受手数料であり、引受証

券会社に対する引受手数料の支払いは

ありません。このため、引受価額と同

一の発行価額で一般投資家に販売する

従来の方式と異なり、株式交付費に引

受手数料は含まれておりません。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べ、株式交付費の額と資本金及び

資本準備金の合計額はそれぞれ

105,600千円少なく計上され、経常利

益及び税引前当期純利益は同額多く計

上されております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

 

５．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 

 （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期に負担

すべき額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

   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。 

（3）退職給付引当金 

   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。 

（4）役員退職慰労引当金 

   同左 

６．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 

 

７．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 

 

８．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 

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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重要な会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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。 

                      

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

                      （キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．前事業年度において投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「差入保証金の差入

による支出」（前事業年度△15,930千円）は、金額的

重要性が増したため、当事業年度においては区分掲記

しております。 

 

２．前事業年度において投資活動によるキャッュ・

フローの「その他」に含めていた「長期前払費用の

増加による支出」（前事業年度△2,048千円）は、金

額的重要性が増したため、当事業年度においては区

分掲記しております。 

 

 

（追加情報） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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

業税の付加価値割及び資本割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 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額  169,202千円 

 

※１.有形固定資産の減価償却累計額  203,205千円 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

  売上高           2,383,963千円 

 

※２.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

  建物                   80千円 

  備品及び器具                913千円 

     計                    993千円 

 

                      

 

 

 

※２.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

  備品及び器具           248千円 
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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  

    ― ― ― ― ―

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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当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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 82,000 ― ― 82,000

合計 82,000 ― ― 82,000

自己株式  

    ― ― ― ― ―

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 

次のとおり決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 
定時株主総会 普通株式 82,000  利益剰余金 1,000 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３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 

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20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,262,617千円 

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 972,617千円 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20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 

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 

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 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（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

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 当

減価償却
累計額相
額 

（千円） （

期
相
末残高
当額 
千円）

建物付属設備 20,500 1 289 0,310

備品及び器具 9 435,965 20,205 515,759

車両及び運搬具 3 3,742 ,617 124

ソフトウェア 3 153,274 32,164 221,110

長期前払費用 24,774 2 －4,774 

合 1 5計 ,338,256 80,952 757,304
  

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 145,705千円

１年超 314,527千円

合計 460,232千円
  

 
１年内 203,351千円

１年超 564,822千円

合計 768,173千円
  

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 
 

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
  

 
支払リース料 208,418千円

減価償却費相当額 200,572千円

支払利息相当額 12,922千円
  

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 

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 
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（有価証券関係） 

前事業年度 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在） 

 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 99,827 99,850 22時価が貸借対照表計上額
を超えるもの 

小計 99,827 99,850 22

 国債・地方債等 298,310 298,080 △ 230時価が貸借対照表計上額
を超えないもの 

小計 298,310 298,080 △ 230

合計 398,137 397,930 △ 207

 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在） 

 種類 取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

 その他 97,691 100,506 2,814貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 97,691 100,506 2,814

 その他 － － －貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 － － －

合計 97,691 100,506 2,814

(注）減損処理にあたっては、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．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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） 

36,078 16,875 ― 

 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成19年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

５．満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成19年３月31日現在） 

 
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） 

債券 
国債・地方債等 

 
100,000 

 
300,000 

 
 

― 
 

 
 

― 
 

合計 100,000 300,000 ― ― 
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当事業年度 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 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 498,006 499,230 1,223時価が貸借対照表計上額
を超えるもの 

小計 498,006 499,230 1,223

 国債・地方債等 99,438 99,390 △ 48時価が貸借対照表計上額
を超えないもの 

小計 99,438 99,390 △ 48

合計 597,445 598,620 1,174

 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 種類 取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

 その他 202,373 202,386 13貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 202,373 202,386 13

 その他 96,708 93,321 △3,386貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 96,708 93,321 △3,386

合計 299,081 295,708 △3,373

(注）減損処理にあたっては、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．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成20年３月31日現在） 

 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 98,921 

 

５．満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成20年３月31日現在） 

 
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） 

債券 
国債・地方債等 

99,998 497,446 ― ― 

合計 99,998 497,446 ― ― 
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（デリバティブ取引関係） 

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。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1)その他の関係会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

システム
運用 

493,661 

システム
開発及び
保守 

379,479 
その他の 
関係会社 

大阪証券
金融㈱ 

大阪市 
中央区 

3,500 

証券金融
業務 
一般貸付
業務 

(被所有) 
直接30.5 
 
(所有) 
直接 － 

 

兼任 
2名

情報処
理及び
ソフト
ウェア
開発等
の受託

機械販売 126,460 

― ― 

システム
運用 

887,026 

システム
開発及び
保守 

402,107 
法人 
主要株主 

㈱だいこ
う証券ビ
ジネス 

大阪市 
中央区 

5,795 

株主名簿
管理人業
務 
事務代行
業務 

(被所有) 
直接12.2 
 
(所有) 
直接 － 
 

兼任 
1名

情報処
理及び
ソフト
ウェア
開発等
の受託 機械販売 95,227 

売掛金 133,013

（注）１．平成19年３月７日に当社が22,000株の公募増資を行ったことと、大阪証券金融株式会社が所有する当

社株式のうち5,000株の売出しを行ったため、同日付で大阪証券金融㈱は親会社からその他の関係会社

へ、㈱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属性が変更になっております。 

   ２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３．㈱だいこう証券ビジネスとの取引金額には、リース会社を経由した間接取引を含んでおります。 

４．取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、サービスについての価格その他の取引条件は、

市場価格を参考に決定しております。 

 

 

当事業年度（自平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1)その他の関係会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

システム
運用 

490,965 

システム
開発及び
保守 

371,213 
その他の 
関係会社 

大阪証券
金融㈱ 

大阪市 
中央区 

3,500 

証券金融
業務 
一般貸付
業務 

(被所有) 
直接 30.5
 
(所有) 
直接 － 

 

兼任 
2名

情報処
理及び
ソフト
ウェア
開発等
の受託

機械販売 70,983 

― ― 

システム
運用 

1,126,388 

システム
開発及び
保守 

1,379,473 
法人 
主要株主 

㈱だいこ
う証券ビ
ジネス 

大阪市 
中央区 

5,844 

株主名簿
管理人業
務 
事務代行
業務 

(被所有) 
直接 6.1 
 
(所有) 
直接 － 
 

兼任 
1名

情報処
理及び
ソフト
ウェア
開発等
の受託 機械販売 33,134 

― ― 

（注）１．株式会社だいこう証券ビジネスは、平成20年３月14日付で保有する当社株式の一部5,000株を譲渡した

ために持分比率が変動し、主要株主でなくなっております。 

   ２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３．㈱だいこう証券ビジネスとの取引金額には、リース会社を経由した間接取引を含んでおります。 

４．取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、サービスについての価格その他の取引条件は、

市場価格を参考に決定しております。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３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) 流動の部 

 繰延税金資産 

  賞与引当金 49,938千円

  未払事業税 24,598千円

  その他 8,928千円

 繰延税金資産合計 83,465千円

 

 

(2) 固定の部 

 繰延税金資産 

退職給付引当金 163,652千円

  役員退職慰労引当金 52,060千円

  減価償却超過額 2,638千円

  その他 8,616千円

 繰延税金資産小計 226,968千円

 評価性引当額 △ 4,051千円

繰延税金資産合計 222,916千円 
 繰延税金負債 

  その他有価証券 
  評価差額金 △ 1,142千円

繰延税金負債合計 △ 1,142千円

繰延税金資産の 
 純額 221,774千円

 

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 

 

(1) 流動の部 

 繰延税金資産 

  賞与引当金 54,404千円

  未払事業税 26,910千円

  その他 9,823千円

 繰延税金資産合計 91,138千円

 

 

(2) 固定の部 

 繰延税金資産 

退職給付引当金 212,981千円

  役員退職慰労引当金 68,892千円

  減価償却超過額 6,478千円
  長期前払費用 

償却超過額 34,527千円

  その他有価証券 
評価差額金 1,392千円

  その他 8,684千円

 繰延税金資産小計 332,958千円

 評価性引当額 △5,444千円

繰延税金資産合計 327,514千円 

                                           

                                           

                                           
 

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 1.0%

 受取配当金等永久に益
 金に算入されない項目 △ 0.2%

 住民税均等割 0.6%

評価性引当額 △21.5%

 その他 △ 0.1%

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 20.4%

 

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 0.2%

 受取配当金等永久に益
 金に算入されない項目 △ 0.1%

 住民税均等割 0.5%

 その他 0.1%

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 41.3%
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（退職給付関係） 

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、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

また、当社は、これとは別に退職金制度の外枠の位置づけとして昭和46年６月より総合設立型厚生年金基

金である「日本証券業厚生年金基金」に加入しておりましたが、平成17年３月25日付の当該基金解散にとも

ない、平成18年４月より確定拠出型年金へ移行しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 

（1）退職給付債務（千円） △1,062,982 △1,106,019 

（2）年金資産（千円） 530,644 478,031 

（3）退職給付引当金 (千円) △ 532,337 △ 627,987 

（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しており、退職一時金制度に係る期末自己都合要支

給額をもって退職給付債務とする方法によっております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

退職給付費用（千円） 67,638 154,006 

  勤務費用（千円） 67,638 154,006 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は、簡便法を採用しておりますので、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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 

１ 35

１ 8,

１ 39

１ 5,

株当たり純資産額 ,307円00銭

株当たり当期純利益金額 784円82銭

  

 

株当たり純資産額 ,245円92銭

株当たり当期純利益金額 001円15銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同 左 

(注）１株当たり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。 

 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当期純利益（千円） 540,327 410,094 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 540,327 410,094 

期中平均株式数（千株） 61 82 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 
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５．その他 

(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

 現時点では決定いたしておりません。 

 

②その他役員の異動 

 現時点では決定いたしておりません。 
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