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（百万円未満切捨て） 

１．平成 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 
 
 20年３月期 

 19年３月期 

百万円      ％  

2,960       12.9  

2,621       4.6  

百万円      ％ 

583        △6.7 

625        △7.5 

百万円       ％  

593       △5.8  

629       △7.1  

百万円       ％ 

317     △11.6 

359     △22.6 
 
 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 

 
 20年３月期 

 19年３月期 

円   銭  

7,689 91 

8,700 52 

円   銭 

－    

－    

 ％ 

7.0

8.1

％  

12.0 

12.8 

％ 

19.7

23.8 
（参考） 持分法投資損益 20年３月期 △９百万円 19年３月期 △４百万円 

 

(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 
 
 20年３月期 

 19年３月期 

百万円  

5,002 

4,902 

百万円 

4,583 

4,491 

％  

91.6 

91.6 

円   銭 

110,952 60 

108,729 80  
（参考） 自己資本 20年３月期 4,583百万円 19年３月期 4,491百万円 

 

(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 

 
 20年３月期 

 19年３月期 

百万円  

515 

630 

百万円 

△346 

△348 

百万円  

△218 

△218 

百万円 

3,717 

3,767 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 
純資産 
配当率 

 
 19年３月期 

 20年３月期 

円  銭  

2,500 00 

2,500 00 

円  銭 

2,800 00 

2,800 00 

円  銭 

5,300 00 

5,300 00 

百万円 

218

218

％  

60.9 

68.9 

％ 

5.0

4.8

 21年３月期(予想) 2,800 00 2,800 00 5,600 00 － 50.3 －

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、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 
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 

 
第２四半期累計期間 

通 期 

百万円   ％  

1,570 12.4 

3,170  7.1 

百万円   ％ 

400 111.1 

800  37.1 

百万円   ％ 

405 108.1 

810  36.4 

百万円   ％  

230 139.1 

460  44.8 

円   銭 

5,567 93 

11,135 86 
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４．その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（注）詳細は、16ページ「会計処理方法の変更」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 41,308 株 19 年３月期 41,308 株 

② 期末自己株式数 20年３月期 0株 19年３月期 0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、22 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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可

能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について

は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１. 経営成績  

（１）経営成績に関する分析 

（売上高） 

当期は、中核商品である「ＸＮＥＴサービス」の売上高が2,847百万円（前期比14.1％増）と

なり、機器販売等も含めた売上高は2,960百万円（前期比12.9％増）となりました。 

「ＸＮＥＴサービス」は、既存のお客様の業務拡大による新規の需要の増加や、新規のお客

様の増加等により、売上高は前期比増収となりました。 

機器販売等の売上高は、機器の販売価格が低下していること等で、112百万円（前期比9.6％

減）となりました。 

売上高の内訳は以下の通りです。 

平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 
品  目 

金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 

ＸＮＥＴサービス 
百万円

2,496 

％

95.3 

百万円

2,847 

％ 

96.2 

％

14.1 

機 器 販 売 等 124 4.7 112 3.8 △9.6 

合  計 2,621 100.0 2,960 100.0 12.9 

 

（営業利益、経常利益、当期純利益） 

下期から売上計上を開始しました案件の開発工数が見込み以上に上期に増加したため、開発

会社への業務委託費や従業員の採用費用等の販管費が大幅に増加しました。そのため当該案件

の売上計上は予定通り下期から開始しましたが、営業利益は583百万円（前期比6.7％減）、経

常利益593百万円（前期比5.8％減）となりました。当期純利益は関係会社株式の評価損36百万

円を計上したことにより317百万円（前期比11.6％減）となりました。 
 

（次期の見通しについて） 

「ＸＮＥＴサービス」の売上高につきましては当下期から複数の大型案件の計上が始まり次

期以降も安定した状況が続くと見ております。 

「機器販売等」の売上高は、「ＸＮＥＴサービス」のシステムが従来のＵＮＩＸからＬＩＮ

ＵＸへの移行が進んだ結果、機器の価格が低下したことや、お客様にコンピュータも含めてサ

ービスする「フル・サービス」の進展もあってお客様が機器を調達する機会が減り、減少傾向

が続くと見ております。 

当期の減益の主な要因となった業務委託費は当上期をピークに下期から減少しており、次期

も大幅な増加はないものと見ております。当期の売上高営業利益率は通期では19.7％ですが、

半期ベースでは上期13.6％に対し、下期には25.2％と回復しています。次期の売上高営業利益

率は当下期並みと見ておりますので、増収・増益を見込んでおります。 

次期につきましては、新たな顧客獲得の時期と捉えています。 

以上から、次期の見通しにつきましては売上高3,170百万円（前期比7.1％増）、営業利益800

百万円（前期比37.1％増）、経常利益810百万円（前期比36.4％増）、当期純利益460百万円（前

期比44.8％増）を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産・負債及び純資産の状況 

当期の資産は、資産合計が 5,002 百万円（前期末比 99 百万円増）となりました。これは主とし

て、ソフトウェア 555 百万円（前期末比 15 百万円増）、及び保証金 160 百万円（前期末比 60 百万

円増）等の増加によるものです。 

負債につきましては、負債合計が 419 百万円（前期末比７百万円増）となりました。これは固定

負債の退職給付引当金が 86 百万円（前期末比 19 百万円増）となり、これは社員の勤続年数の増加

によるものです。 

純資産につきましては、4,583 百万円となり前期末の資本合計と比較して 91 百万円増となりまし

た。これは利益剰余金が増加したことによるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は 3,717 百万円（対前期

比 50 百万円減）となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、営業収入は増加したものの人件費の支出等の増加により515

百万円（対前期比114百万円減）となりました。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、346百万円（前期は348百万円の使用）となりました。主に

ソフトウェア投資と事務所移転による保証金の差入によるものです。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、218百万円（前期は218百万円の使用）で、配当金の支払い

によるものです。 
 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
第 13 期 

平成16年３月期

第 14 期 

平成17年3月期

第 15 期 

平成18年3月期

第 16 期 

平成19年3月期 

第 17 期 

平成20年３月期

自己資本比率（％） 90.0 92.6 91.5 91.6 91.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 329.5 266.0 215.7 159.2 92.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － － － 

自己資本比率：（自己資本／総資産） 
時価ベースの自己資本比率：（株式時価総額／総資産） 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

（注２）当社は有利子負債が無いため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレ

ッジ・レシオは記載していません。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

安定的な経営基盤の確保と株主利益の向上を、重要な経営政策と考えており、積極的に利益還元

をして行く方針です。 

当期に関しましては、減益となりましたが安定的な財務内容を考慮して前期と同じ期末配当

2,800円（年間配当5,300円）とし、次期は業績が回復し増収、増益を見込んでおりますので年間配

当5,600円（中間配当2,800円、期末配当2,800円）とし前期比300円増配の予定です。 
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２. 企業集団の状況  

最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
 

 

３. 経営方針  

（１）会社の経営の基本方針 

ＸＮＥＴの経営の基本方針は、極めて明確で、「ＸＮＥＴサービス」のみを推進して行くという

ことです。今後もこの方針はいささかも変わっておりません。 

日本の多くの企業が行っている、システムの自社開発の時代から、ＸＮＥＴが目指すアウトソー

シング型に今後急速に進むと考えています。最近コンピューターメーカーをはじめ大手ソフトハウ

スもこのような目的で組織体制を準備しているようです。「サービス」「アウトソーシング」「SaaS」

等の言葉が普通に使われるようになってきました。 

ＸＮＥＴから見れば、従来から続けてきたことが広く認識されるようになったと受けとめており

ます。このアウトソーシングのマーケットに「共用型」（一つのシステムを多数のユーザーで共同

利用する）、「コラボレーション」（顧客と共同研究しながらシステムをブラッシュアップする）

のキーワードでサービスするのが「ＸＮＥＴサービス」です。今後の企業内システムの主流になる

と考えていますので「ＸＮＥＴサービス」一筋を貫きたいと思います。 

（２）目標とする経営指標 

財務面では売上高営業利益率が20％を上回る高収益体質を維持しつつ、有利子負債ゼロの無借金

経営を今後も続けていくつもりです。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

お客様とコラボレーションしながら「ＸＮＥＴサービス」を発展させていく方針は変わりません。 

（４）会社の対処すべき課題 

時代が、「サービス」「アウトソーシング」となってきていることで当社の得意とする資産運用

の業務アプリケーションサービスを中心として、サービスとしてのシステム提供に一段と注力して

まいります。常に「サービスを提供する業務動向を捉え、タイミングよく信頼性の高いシステムサ

ービスを提供できるような体制を維持していく」ことが当面の当社の対処すべき課題です。 

また、プラットホーム、運用サービスを得意とするパートナーとの協業をどう進化させていくの

かも次のステップへの対処すべき課題と捉えております。 

（５）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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４. 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  3,767,189 3,717,060 

２．売掛金  71,803 117,401 

３．商品  110 － 

４．前払費用  8,366 14,407 

５．繰延税金資産  10,710 11,900 

６．その他  677 255 

７．貸倒引当金  △64 △105 

流動資産合計  3,858,791 78.7 3,860,918 77.2 2,127

Ⅱ．固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物  － 19,500  

減価償却累計額  － － △835 18,664 

(2）工具、器具及び備品  82,566 100,506  

減価償却累計額  △43,196 39,370 △59,495 41,011 

有形固定資産合計  39,370 0.8 59,676 1.2 20,306

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  540,577 555,660 

(2）電話加入権  993 993 

無形固定資産合計  541,571 11.1 556,653 11.1 15,082

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  5,000 16,276 

(2）関係会社株式  126,750 90,610 

(3）保証金  99,596 160,243 

(4）長期性預金  200,000 200,000 

(5）繰延税金資産  31,850 58,140 

(6）破産更生債権等  － 349 

(7）貸倒引当金  － △349 

投資その他の資産合計  463,196 9.4 525,270 10.5 62,073

固定資産合計  1,044,137 21.3 1,141,600 22.8 97,462

資産合計  4,902,928 100.0 5,002,518 100.0 99,590
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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)

（負債の部）   

Ⅰ．流動負債   

１．買掛金  2,408 11,808 

２．未払金  142,726 121,056 

３．未払費用  33,011 27,457 

４．未払法人税等  110,408 128,315 

５．未払消費税等  14,657 18,775 

６．預り金  14,792 10,457 

７．役員賞与引当金  26,105 14,934 

流動負債合計  344,110 7.0 332,806 6.7 △11,303

Ⅱ．固定負債   

１．退職給付引当金  67,408 86,482 

固定負債合計  67,408 1.4 86,482 1.7 19,074

負債合計  411,518 8.4 419,288 8.4 7,770

   

（純資産の部）   

Ⅰ．株主資本   

１．資本金  783,200 16.0 783,200 15.6 －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  1,461,260 1,461,260  

資本剰余金合計  1,461,260 29.8 1,461,260 29.2 －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  17,397 17,397  

(2）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  2,229,552 2,328,275  

利益剰余金合計  2,246,950 45.8 2,345,672 46.9 98,722

株主資本合計  4,491,410 91.6 4,590,132 91.7 98,722

Ⅱ．評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価 
差額金 

 － △6,902 

評価・換算差額等合計  － △6,902 △0.1 △6,902

純資産合計  4,491,410 91.6 4,583,229 91.6 91,819

負債純資産合計  4,902,928 100.0 5,002,518 100.0 99,590
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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．役務収益  2,496,718 2,847,751  

２．商品売上高  124,324 2,621,042 100.0 112,365 2,960,117 100.0 339,074

Ⅱ．売上原価   

１．商品期首たな卸高  － 110  

２．当期商品仕入高  99,324 88,192  

合計  99,324 88,302  

３．商品期末たな卸高  110 99,214 3.8 － 88,302 3.0 △10,911

売上総利益  2,521,828 96.2 2,871,814 97.0 349,986

Ⅲ．販売費及び一般管理費   

１．業務委託費  523,121 689,474  

２．給与手当  747,110 882,849  

３．役員賞与引当金繰入額  26,105 14,934  

４．退職給付費用  19,957 29,754  

５．法定福利費  86,369 107,884  

６．賃借料  96,524 133,740  

７．事務用消耗品費  15,063 18,965  

８．支払手数料  85,939 85,864  

９．減価償却費  216,873 233,401  

10．貸倒引当金繰入額  － 390  

11．その他  79,471 1,896,536 72.4 91,164 2,288,424 77.3 391,888

営業利益  625,291 23.8 583,389 19.7 △41,902

Ⅳ．営業外収益   

１．受取利息  4,242 9,480  

２．時効成立未払配当金  409 －  

３．雑収入  10 4,662 0.2 796 10,276 0.3 5,613

経常利益  629,954 24.0 593,666 20.0 △36,288
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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．特別利益   

１．貸倒引当金戻入額  76 76 0.0 － － － △76

Ⅵ．特別損失   

１．固定資産除却損  42 1,176  

２．投資有価証券評価損  － 3,648  

３．関係会社株式評価損  － 42 0.0 36,139 40,964 1.4 40,922

税引前当期純利益  629,988 24.0 552,701 18.6 △77,286

法人税、住民税及び事業
税 

 268,887 257,827  

法人税等調整額  1,700 270,587 10.3 △22,780 235,047 7.9 △35,540

当期純利益  359,401 13.7 317,654 10.7 △41,746
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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 利益準備金 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計

平成18年３月31日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,121,221 2,138,618 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当（注１）    △218,932 △218,932 

役員賞与（注２）    △32,137 △32,137 

当期純利益    359,401 359,401 

事業年度中の変動額合計
（千円） 

－ － － 108,332 108,332 

平成19年３月31日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,229,552 2,246,950 

 

 

 株主資本 

 

 

 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高
（千円） 

4,383,078 

事業年度中の変動額  

剰余金の配当（注１） △218,932 

役員賞与（注２） △32,137 

当期純利益 359,401 

事業年度中の変動額合計
（千円） 

108,332 

平成19年３月31日残高
（千円） 

4,491,410 

 （注）１．平成 18 年６月の定時株主総会決議における利益処分項目及び平成 18 年 10 月の取締役会決議における中

間配当であります。 

２．平成 18 年６月の定時株主総会決議における利益処分項目であります。 
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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） 
 

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 利益準備金
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） 

783,200 1,461,260 17,397 2,229,552 2,246,950 4,491,410 

事業年度中の変動額       

剰余金の配当    △218,932 △218,932 △218,932 

当期純利益    317,654 317,654 317,654 

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） 

－ － － 98,722 98,722 98,722 

平成20年３月31日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,328,275 2,345,672 4,590,132 

 

 

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） 

－ － 4,491,410 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △218,932 

当期純利益   317,654 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額) 

△6,902 △6,902 △6,902 

事業年度中の変動額合計
（千円） 

△6,902 △6,902 91,819 

平成20年３月31日残高
（千円） 

△6,902 △6,902 4,583,229 
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（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 

   

１．営業収入  2,697,428 2,914,518 

２．原材料又は商品の仕入
れによる支出 

 △124,365 △78,792 

３．未払消費税等の増加額
（△：減少額） 

 △3,910 4,117 

４．人件費の支出  △865,899 △1,027,539 

５．その他の営業支出  △745,746 △1,069,221 

小計  957,507 743,084 △214,423

６．利息及び配当金の受取
額 

 4,100 9,480 

７．法人税等の支払額  △331,462 △237,383 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 630,146 515,180 △114,965

Ⅱ．投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１．有形固定資産の取得に
よる支出 

 △27,703 △44,716 

２．無形固定資産の取得に
よる支出 

 △220,997 △214,912 

３．投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △26,527 

４．保証金の差入による支
出 

 － △160,243 

５．保証金の返戻による収
入 

 － 99,596 

６．定期預金の預入による
支出 

 △100,000 － 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △348,700 △346,803 1,897

Ⅲ．財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１．配当金の支払額  △218,158 △218,505 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △218,158 △218,505 △346
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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) 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － － －

Ⅴ．現金及び現金同等物の増
加額（△：減少額） 

 63,286 △50,128 △113,415

Ⅵ．現金及び現金同等物の期
首残高 

 3,703,902 3,767,189 63,286

Ⅶ．現金及び現金同等物の期
末残高 

 3,767,189 3,717,060 △50,128
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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） 

関連会社株式 関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 ────── 時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額金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 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  工具、器具及び備品については、定

率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物（付属設備）並びに、工具、器

具及び備品については、定率法によっ

ております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 工具、器具及び備品 建物（付属設備） 

 ４～６年 ８～15年 

  工具、器具及び備品 

  ４～６年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  一般債権については貸倒実績率等に

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。 

同左 

 (2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額を計上しており

ます。 

同左 

 （会計方針の変更） ────── 

  当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号

平成17年11月29日）を適用しておりま

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26,105

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） 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、退

職給付会計に関する実務指針（中間報

告）（日本公認会計士協会 会計制度

委員会報告第13号）に定める簡便法（期

末自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法）により、当事業年度末にお

いて発生している額を計上しておりま

す。 

同左 

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 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 税抜方式によっております。 

 

同左 
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会計処理方法の変更 

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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ────── 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は、

4,491,410千円であります。 

 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伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

────── （固定資産の減価償却方法の変更） 

  平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、当事業年度より、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は、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。

 この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

 

 

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） 

────── （損益計算書） 

  前期まで区分掲記しておりました「時効成立未払配当

金」（当期796千円）は、営業外収益の総額の100分の10

以下となったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表

示することにしました。 

 

 

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） 

──────  平成19年度の法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について

は、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によっております。 

 この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 
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注記事項 

（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 41,308 － － 41,308 

合計 41,308 － － 41,308 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 2,800 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年10月25日 
取締役会 

普通株式 103,270 2,500 平成18年９月30日 平成18年12月１日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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 115,662 利益剰余金 2,800 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 41,308 － － 41,308 

合計 41,308 － － 41,308 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 2,800 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月25日 
取締役会 

普通株式 103,270 2,500 平成19年９月30日 平成19年12月３日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 利益剰余金 2,800 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

 

（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 

 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） （平成20年３月31日現在）

（千円） （千円）
 
現金及び預金勘定 3,767,189

現金及び現金同等物 3,767,189
  

 
現金及び預金勘定 3,717,060

現金及び現金同等物 3,717,060
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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） 

 重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が少額なため、

財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により記載を省

略しております。 

同左 

  

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成 19 年３月 31 日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券  

非上場株式 5,000 

 

当事業年度（平成 20 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

小計 － － － 

（1）株式 26,527 14,925 △11,602 

（2）債券 － － － 

（3）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 26,527 14,925 △11,602 

合計 26,527 14,925 △11,602 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券  

非上場株式 1,351 

 

 

（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。 
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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、退職一時金制度を設けている。 

 

２．退職給付債務に関する事項 
   （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成19年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成20年３月31日現在） 

 退職給付債務 67,408  86,482 

 退職給付引当金 67,408  86,482 

 

３．退職給付費用に関する事項 
   （単位：千円）

  
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） 

 勤務費用 19,957 29,754 

 退職給付費用 19,957 29,754 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

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

 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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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

    （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成19年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成20年３月31日現在） 

 繰延税金資産      

 未払事業税否認  9,600   10,610  

 未払事業所税否認  1,110   1,290  

 
退職給付引当金損金算入限度超過
額 

 27,430   35,190  

 ソフトウェア償却超過額  4,420   1,990  

 関係会社株式評価損  －   14,710  

 その他有価証券評価差額金  －   4,700  

 その他  －   1,550  

 繰延税金資産合計  42,560   70,040  

 繰延税金資産の純額  42,560   70,040  

 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

     （単位：％）

  
前事業年度 

（平成19年３月31日現在） 
 

当事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

 法定実効税率  40.6   40.6  

 （調整）      

 
交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

 0.3   0.4  

 住民税均等割等  0.2   0.2  

 役員賞与  1.7   1.1  

 その他  0.2   0.2  

 
税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

 43.0   42.5  
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（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） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 126,750 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 143,623 

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） △4,583 

 

当事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 90,610 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 133,704 

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） △9,918 

 

（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） 

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。 

 

（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株当たり純資産額 108,729.80円

１株当たり当期純利益金額 8,700.52円

 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。 
  

 

１株当たり純資産額 110,952.60円

１株当たり当期純利益金額 7,689.91円

 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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成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株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 359,401 317,654 

 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） 359,401 317,654 

 期中平均株式数（株） 41,308 41,308 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 


