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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31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 ％

20年３月期 17,560 13.3 1,285 32.3 1,294 34.0 527 △14.4

19年３月期 15,501 16.9 972 110.4 965 31.9 615 146.7

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

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 60 25 59 43 8.6 12.0 7.3

19年３月期 70 95 69 37 10.7 9.4 6.3

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３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

20年３月期 10,695 6,734 59.0 718 44

19年３月期 10,882 6,358 54.9 686 06

（参考）自己資本 20年３月期 6,305百万円 19年３月期 5,977百万円

(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

20年３月期 939 △771 △213 4,721

19年３月期 771 70 △277 4,766

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 － － 12 00 12 00 105 16.9 1.8
20年３月期 6 00 6 00 12 00 105 19.9 1.7

21年３月期（予想） 6 00 6 00 12 00 － 17.9 －

   (注）19年３月期期末配当金の内訳　記念配当金２円50銭

３．平成21年３月期の連結業績予想（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２四半期連結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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 8,100 △4.7 410 △35.5 410 △36.4 210 △29.8 23 43

通　　期 18,000 2.5 1,170 △9.0 1,170 △9.6 600 13.9 66 96

   (注）１株当たり当期純利益につきましては、平成20年３月期期末発行済株式数（自己株式を含む）に基づき算出して

おります。
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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）　無

(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、21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） 20年３月期 8,961,000株 19年３月期 8,900,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 184,504株 19年３月期 187,524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．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31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 ％

20年３月期 9,540 17.8 760 51.4 804 45.9 368 △21.0

19年３月期 8,101 23.4 502 480.3 551 52.5 466 340.9

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

円 銭 円 銭

20年３月期 42 11 41 53

19年３月期 53 76 52 56

(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

20年３月期 8,114 5,837 71.9 665 10

19年３月期 8,503 5,667 66.6 650 48

（参考）自己資本 20年３月期 5,837百万円 19年３月期 5,667百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 4,400 △8.9 210 △53.9 250 △49.3 140 △47.7 15 62

通  期 9,870 3.5 650 △14.5 690 △14.1 400 8.7 44 64

 (注）１株当たり当期純利益につきましては、平成20年３月期期末発行済株式数（自己株式を含む）に基づき算出してお

ります。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載しております売上高及び利益の業績予想は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な

情報等による判断及び仮定により算出しております。従いまして、今後の経済情勢、事業運営における内外の状況

変化等により、実際の売上高及び利益は今回予想とは異なる場合がありますのでご承知おき下さい。

  なお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）経営成績の分析」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

　わが国経済は、前半は製造業を中心とした企業業績に支えられるとともに、企業の設備投資も増加基調にあったた

め、全体としては緩やかな拡大傾向にありましたが、後半は、懸念材料であった米経済の減速が顕在化するとともに

金融市場の混乱などが併発し、いままで景気回復を牽引してきた企業の動きが弱まってまいりました。また、年度末

からは急速に円高が進み、原油価格をはじめとする原材料価格の高騰と合わせて企業の収益への懸念が強まっており、

景気の下振れリスクが高まっていると認識しております。

　　このような中、当社グループにおいては、「企業の内部統制システム」に関するコンサルティング・ニーズ、更に

は、金融業界における基幹システム増強ニーズ等のマーケットの動向に適時に対応することで今期の業績を拡大する

とともに、次の展開を見据えたうえでの組織の再編や研究開発活動などに力を注いでまいりました。また、同時に当

社グループでは、顧客ニーズに正面から向き合い、品質面や価格面での厳しい要請に応え、「顧客の利益増加に貢献

する」をモットーに顧客満足度の極大化に努めてまいりました。

　この結果、当連結会計年度は売上高17,560百万円（前連結会計年度比13.3％増）、営業利益1,285百万円（前連結会

計年度比32.3％増）、経常利益1,294百万円（前連結会計年度比34.0％増）、当期純利益527百万円（前連結会計年度

比14.4％減）となりました。

 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

[コンサルティング事業]

　コンサルティング事業の当連結会計年度は売上高6,655百万円(前連結会計年度比22.7％増）、営業利益1,239百万円

（前連結計年度比76.4％増）となりました。

　業務管理に関するコンサルティング分野におきましては、公認会計士、経営コンサルタント、システムコンサルタ

ントの三位一体のサービスを提供できる当社の優位性を生かして内部統制コンサルティングサービスを中心に展開し、

旺盛な需要に対応する社内体制を早期に構築したことにより大幅な売上増加と利益率の向上を達成いたしました。ま

た、内部統制の文書化支援から運用・評価支援までのワンストップサービスを提供するために内部統制支援ソフトウェ

アパッケージ「ＩＣソリューションシリーズ」を開発・販売いたしました。これにより、今期の文書化支援が強力に

推進できたとともに、今後求められる内部統制の運用支援に対応するソリューションが準備できることとなりました。

　決算早期化、連結決算支援、戦略管理、人事制度改革等のコンサルティング、及び経営管理に関するコンサルティ

ング分野におきましては、内部統制コンサルティングサービスに経営資源を積極的に移行させたために、１年を通じ

て低調となりました。

　ＳＩ開発部門におきましては、各企業が内部統制の対応に傾注していることもあって、新規顧客のＳＩ開発は前年

を下回りましたが、当期においては次年度のＳＩ開発につながる基本構想に着手することができました。一方で既存

顧客のＳＩ定着化は順調に推移し前年を上回る実績を確保いたしました。また、前連結会計年度同様、プロジェクト

管理の徹底により赤字プロジェクトを回避し、収益確保に貢献いたしております。

　アプリケーション統合コンサルティングにおいては、ＳＡＰを主たるソリューションとする既存部門の大幅な人員

増強を図るとともに、別途、ＯＲＡＣＬＥを主たるソリューションとする部門を新設することにより、当該サービス

分野に経営資源を積極配分し前年を上回る実績を確保いたしました。継続して要員の計画的な育成を図りつつ、今後

も規模の拡大に向けて力強く推進してまいります。

　ネットワークセキュリティコンサルティングに関しましては、内部統制支援サービスから派生したセキュリティ関

連コンサルティング及びソリューションも順調に推移しており、検査案件等を手がけるテクニカルサービスと合わせ

て、前年を上回る実績を達成しております。内部統制の運用支援を契機にしてセキュリティコンサルティングの拡大

を積極的に推進する予定であります。

 

[システム開発事業]

　システム開発事業の当連結会計年度は売上高8,867百万円（前連結会計年度比6.7％増）、営業利益292百万円（前連

結会計年度比52.3％減）となりました。

　システム開発分野におきましては、下期に入って金融市場で世界的に生じた損失の影響を受けて証券業界における

開発投資が一部で縮小傾向を示し始めておりますが、株券電子化を中心としたシステム開発需要は年間を通して順調

に推移し、売上・利益に大きく貢献いたしました。また、証券業界のシステム開発におけるノウハウを用いて一般事

業会社向けのソリューションモデルの研究開発を行っており、主力であるＳＥＳ(System Engineering Service) とと

もに一括請負開発の基盤固めを行っております。銀行、生保等の金融機関の基幹系システム開発は、設備投資需要が

活発でありましたが、金融系技術者の需要が旺盛な状況下で慢性的な人材不足となっており、開発要員の確保が下期

において予定通り行えなかったため、利益は確保したものの売上高は前年を下回る結果となりました。

　会計システム及び統合システムの開発におきましては、既存顧客における開発需要を中心に受注を獲得し、全般的

に前年を上回る実績を確保いたしました。また、日立ソフトとの協業の成果として、当社で開発したフレームワーク
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であるＭＢＢ(Method of Building Block) をベースとして販売・会計統合ソリューション「Ｆｉｔ－ＯＮＥ」を共同

開発し、今後のシステム開発のソリューションとして位置づけることが出来ました

　パッケージソリューション開発分野におきましては、ＡＣＴ－ＮｅｔＰｒｏ（.Ｎｅｔ対応のオープン系会計パッ

ケージ）等について専属の営業部門を新設し、販売強化に努めましたが当初見込んだ成果を達成できませんでした。

ＰＬＭ(Product Lifecycle Management)支援ソリューションは継続的な市場の拡大の中で、一定の成長を確保してお

ります。営業戦略の明確化及びソリューション開発部門の基盤力向上を図るために製販分離体制を整えましたが、製

品販売・サービスビジネスにおいては前年実績を上回ったものの、当初の売上見込みを達成できませんでした。

　

[アウトソーシング事業]

　アウトソーシング事業の当連結会計年度は売上高2,321百万円（前連結会計年度比12.6％増）、営業利益156百万円

（前連結会計年度比152.1％増）となりました。

　人事・給与・労務業務アウトソーシング分野におきましては、新規顧客の受注により、順調に拡大を続けておりま

す。500名以上の中規模法人の給与・労務の受注が拡大の主たる要因でありますが、1万人規模の大型案件の受注には

至りませんでした。また、新規受注後の受け入れ態勢の整備等のため十分に利益を確保できていない案件もありまし

たが、退職給付計算の代行等の高利益率案件に支えられて前年を上回る利益率を確保しております。

　人材派遣業務分野におきましては、企業業績の回復に伴って要員需要は旺盛でありましたが、各企業の正社員採用

傾向が強くなったために、派遣要員も正社員希望が増加し、売上の源泉である派遣要員の調達そのものが困難となり

ました。また、下期は景気への懸念から需要が減速しましたが、名古屋・浜松エリアを軸に地道な営業を行った結果、

前年並みの売上・利益を確保することが出来ました。病院医療事務受託分野におきましては、派遣要員の確保や定着

率の維持は難しいものの、請求方法の見直しや派遣人員の増加により、売上高は堅調に増加しております。

　中堅中小企業向け経理・財務及び人事・給与アウトソーシング分野におきましては、外部環境が良好であり、外資

系企業を中心に売上は順調に伸びております。ＳＰＣ（特別目的会社）関連の記帳代行は引き続き好調でありました

が、世界的な金融市場混乱の影響を受けてＳＰＣ関連業務も転換期に入りつつありますので、生産性の向上をもって

利益確保に対応してまいります。一方で、上場企業向け決算支援サービスが新たに稼動し始め、今後の収益基盤とな

る可能性があります。

 

　次期の見通しに関しましては、以下のとおりであります。

　急速に進む円高や、原油価格をはじめとする原材料価格の高騰が企業収益を圧迫しており、景気の下振れリスクが

高まっていると認識しておりますが、当社を取り巻く外部環境としては、内部統制の改善・強化支援、金融・証券業

界の開発需要、企業収益下降局面でのアウトソーシング需要等、好材料が存在しております。

　コンサルティング事業分野におきましては、内部統制の構築に関する需要が一段落しますので、売上高は前年並み

にとどまるものの、当期に開発したＩＣソリューションシリーズ等を活用することにより、内部統制運用支援及びそ

れに付随するコンサルティングサービスが引き続きコンサルティングセグメントの収益基盤となると見込まれます。

システム開発分野におきましては、証券業界における株券電子化の対応が一段落するものの、内部統制関連のシステ

ム改善提案による会計周辺、システムセキュリティ関連の受注が見込まれます。また、会計システム関連では、当期

に着手した基本構想案件を基にして、大型開発案件の受注が期待されます。アウトソーシング分野におきましては、

経理・財務及び人事・給与のアウトソーシングを中心にそれぞれのソリューションにおいて一定の成長が見込まれま

す。当社グループ全体としては、上記の主要な外部環境に支えられるとともに、当期の好業績が次年度の業績に連動

するべく研究開発を中心として有効な戦略を取ってまいりましたので、業績見通しとしては内部統制の需要が一段落

した状況下においても売上において微増を見込んでおります。一方でコンサルティング案件の減少により、売上構成

比率に変化が生じ、売上総利益が減少することにより営業利益、経常利益においては当期実績を若干下回る見込であ

ります。

　通期連結会計年度の業績見通しは、売上高18,000百万円（前連結会計年度比2.5％増）、営業利益1,170百万円（前

連結会計年度比9.0%減）、経常利益1,170百万円（前連結会計年度比9.6%減）、当期純利益600百万円（前連結会計年

度比13.9％増）を見込んでおります。

  （連結財務指標）

 20年３月期(実績) 21年３月期(見込) 増減

株主資本利益率(ROE)(％) 8.6 8.2 △0.4

 １株当たり当期純利益(円) 60.25 66.96 6.71

（注）１．平成21年３月期の１株当たり当期純利益は、当連結会計年度末の発行済株式数（自己株式を含む）により

算出しております。

２．本資料による業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報等により当社で判断したものであり、今

後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。
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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

（資産）

 　当連結会計年度末の総資産は10,695百万円となり、前連結会計年度末に比べ187百万円の減少となりました。

　流動資産は、8,878百万円と前連結会計年度末比128百万円減少しました。この減少は、現金及び預金の増加574百

万円と売上の平準化に伴う３月の単月売上高の減少による売掛金の減少616百万円、期末における開発中のプロジェ

クトの減少によるたな卸資産の減少109百万円によるものであります。

　固定資産は、1,817百万円と前連結会計年度末に比べ59百万円減少となりました。有形固定資産は、171百万円と前

連結会計年度末比36百万円増加しました。この増加は、主として建物等の増加30百万円によるものであります。無形

固定資産は、33百万円と前連結会計年度末比６百万円減少しました。投資その他の資産は、1,613百万円と前連結会

計年度末比88百万円減少しました。この減少は、投資有価証券の評価損等の計上に伴う減少によるものであります。

（負債）

　当連結会計年度末の負債合計額は3,961百万円となり、前連結会計年度末に比べ563百万円の減少となりました。

　流動負債は、2,408百万円と前連結会計年度末比661百万円減少しました。この減少は、主として買掛金の減少332

百万円、未払法人税等の減少297百万円によります。

　固定負債は、1,552百万円と前連結会計年度末比98百万円増加しました。この増加は、退職給付引当金の増加97百

万円、役員退職慰労引当金の増加20百万円によるものであります。

（資本）

　当連結会計年度末の純資産合計額は6,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ377百万円増加しました。この増

加は、利益剰余金370百万円の増加によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末比45百万円減少

の4,721百万円となりました。

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、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）

　税金等調整前当期純利益1,121百万円に加え、資金増加要素として売上債権の減少616百万円、たな卸資産の減少

109百万円、退職給付引当金の増加97百万円、資金減少要素として、仕入債務の減少332百万円、未払金の減少94百万

円、法人税等の支払836百万円等により、939百万円の資金収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　定期預金の純増加額605百万円、投資有価証券の取得による支出63百万円、有形固定資産の取得による支出71百万

円等により、771百万円の資金支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入金の減少額85百万円、配当金の支払157百万円等により213百万円の資金支出となりました。

 

 18年３月期 19年３月期 20年３月期

 自己資本率(％) 56.9 54.9 59.0

 時価ベースの自己資本比率(％) 56.5 54.5 49.4

 債務償還年数(年) 0.3 0.18 0.05

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 121.8 166.1 331.8

（注）各指標の算出は、以下の算式によります。

 自己資本比率 ＝ 自己資本／総資産

 時価ベースの自己資本 ＝ 株式時価総額(自己株式を除く)／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

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は創業以来一貫して、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考えております。

 利益配分につきましては、株主の皆様への安定的な利益配当を基本に、当期業績に基づく株主の皆様への利益還元

と財務体質強化のための内部留保を総合的に勘案して実施する方針であります。

 この方針をもとに、平成19年３月期決算短信(平成19年４月25日開示)で開示いたしました通り、当期は中間配当６

円を実施し、期末配当は６円を予定しております。

 また、平成21年３月期の利益配当に関しましては、20年３月期の基本方針と変更はなく、中間配当、期末配当の年

２回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、中間配当6.0円、期末配当6.0円を予定しております。

  今後も業績の向上に努めて、株主の皆様への利益還元に努力いたす所存でございます。
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(4）事業等のリスク

  新たなリスクの発生が無いため、記載を省略しております。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社、連結子会社８社及びその他の関係会社１社で構成され、コンサルティング及びシステム開発

並びにアウトソーシングサービスの事業をしております。

 

コンサルティング

　当社が経営及び業務のコンサルティング・ＩＴコンサルティングサービスを提供し、㈱ギャブコンサルティングが経

営及び業務コンサルティングサービス、グローバルセキュリティエキスパート㈱がセキュリティ関連のコンサルティン

グ及びソリュ－ションサービスを提供しております。

 

システム開発

　当社が民間企業及び官庁・自治体向けのシステム開発、会計システムパッケージソリューション開発等を行い、㈱ファ

イナンシャルブレインシステムズが証券会社向けシステム開発、㈱アドファインが銀行向けシステム開発、㈱ＰＬＭジャ

パンがＰＬＭシステム構築支援ソリューションサービスを提供しております。

 

アウトソーシング

　当社が大会社向け人事・給与計算等のアウトソーシングサービスを提供し、㈱アドックが人材派遣、データエントリー

サービス、㈱ミックスが医療福祉機関の運営支援サービス、㈱ＥＯＳが経理及び人事のアウトソーシングサービスを提

供しております。

 

　事業の系統図は以下のとおりであります。 

 お客様 

連結子会社 

㈱ギャブコンサルティング 

グローバルセキュリティ 

エキスパート㈱ 

その他の関係会社 
 

日立ソフトウェア 

エンジニアリング㈱ 

連結子会社 
 

 
㈱ファイナンシャル 
ブレインシステムズ 

㈱アドファイン 

㈱ＰＬＭジャパン 

㈱ビジネスブレイン太田昭和（当社） 

コンサルティング システム開発 アウトソーシング 

連結子会社 

㈱アドック 
㈱ミックス 
㈱ＥＯＳ 

コンサルティング 

 

コンサルティング 
システム開発 

アウトソーシング 
システム開発 アウトソーシング 

コンサルティング・ 
システム開発 

　（注）１　矢印は事業の流れを示しております。

２　その他の非連結子会社１社は、重要性が乏しいため上図に記載しておりません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年４月25日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略い

たします。当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ)

http://www.bbs.co.jp/

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況 

　当該事項につきましては、コーポレート・ガ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

え方及びその整備状況」において、記載された事項と重複いたしますので、記載を省略しております。

 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

　金融商品取引法の規定に基づく内部統制システムの構築に向け、「内部統制準備室」を設け、具体的な実施に向

けての制度作りをしてまいりました。内部監査部門では、内部監査の項目を拡大するとともに、予め想定されるリ

スク項目をチェックリスト化することにより、継続的に質的向上を図っております。

　また、当社グループで想定される事業リスクに対しては、その低減及び回避の為の諸施策を各部門が分担してあ

たっております。リスクが現実のものとなった場合には、経営トップの指揮のもと迅速・適切な対応を図ることを

基本としており、社内外の円滑な情報伝達体制とあわせ、対応方針を明確にしております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（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   4,945,762   5,519,401   

２．売掛金   3,328,689   2,712,457   

３．有価証券   70,093   56,817   

４．たな卸資産   203,901   94,819   

５．繰延税金資産   352,373   355,627   

６．その他   104,856   139,370   

貸倒引当金   △156   △961   

流動資産合計   9,005,518 82.8  8,877,530 83.0 △127,988

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物   89,149   118,939   

(2）器具備品   38,587   44,301   

(3）土地   8,225   8,225   

有形固定資産合計   135,961 1.2  171,465 1.6 35,504

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   36,101   29,826   

(2）その他   3,379   3,290   

無形固定資産合計   39,480 0.4  33,116 0.3 △6,364

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  461,400   311,959   

(2）敷金・保証金   412,221   －   

(3）繰延税金資産   689,081   718,589   

(4）その他   144,643   587,375   

貸倒引当金   △6,475   △5,050   

投資その他の資産合計   1,700,870 15.6  1,612,873 15.1 △87,997

固定資産合計   1,876,311 17.2  1,817,454 17.0 △58,857

資産合計   10,881,829 100.0  10,694,984 100.0 △186,845
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（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   991,943   660,434   

２．短期借入金   125,000   40,000   

３．一年以内返済予定の長期借入金   4,000   4,000   

４．未払金   274,578   180,123   

５．未払法人税等   571,342   274,303   

６．賞与引当金   646,470   666,269   

７．役員賞与引当金   52,801   45,779   

８．その他   403,413   537,307   

流動負債合計   3,069,547 28.2  2,408,215 22.5 △661,332

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   8,000   4,000   

２．退職給付引当金   1,274,849   1,371,665   

３．役員退職慰労引当金   126,001   146,271   

４．長期未払金   45,616   30,411   

固定負債合計   1,454,466 13.4  1,552,347 14.5 97,881

負債合計   4,524,013 41.6  3,960,562 37.0 △563,451

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,205,750 20.3  2,217,340 20.7 11,590

２．資本剰余金   2,642,047 24.3  2,653,288 24.8 11,241

３．利益剰余金   1,172,807 10.8  1,542,583 14.4 369,776

４．自己株式   △93,766 △0.9  △92,268 △0.9 1,498

株主資本合計   5,926,837 54.5  6,320,943 59.0 394,106

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   50,458 0.5  △15,585 △0.1 △66,043

評価・換算差額等合計   50,458 0.5  △15,585 △0.1 △66,043

Ⅲ　少数株主持分   380,521 3.5  429,063 4.0 48,542

純資産合計   6,357,816 58.4  6,734,421 63.0 376,605

負債純資産合計   10,881,829 100.0  10,694,984 100.0 △186,845
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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   15,500,668 100.0  17,559,772 100.0 2,059,104

Ⅱ　売上原価   12,155,206 78.4  13,474,876 76.7 1,319,670

売上総利益   3,345,462 21.6  4,084,896 23.3 739,434

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,373,662 15.3  2,799,447 15.9 425,785

営業利益   971,800 6.3  1,285,449 7.4 313,649

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,434   9,836    

２．受取配当金  10,506   5,676    

３．負ののれんの償却額  －   667    

４．有価証券売却益  2,521   －    

５．雇用助成金受入  3,400   －    

６．債権放棄受贈益  －   5,670    

７．その他  10,732 29,593 0.2 17,868 39,717 0.2 10,124

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  4,642   2,831    

２．投資事業組合費用  5,516   8,662    

３．支払手数料  2,214   －    

４．事務所移転費用等  －   6,625    

５．固定資産除却損  3,649   3,626    

６．その他  19,923 35,944 0.2 9,787 31,531 0.2 △4,413

経常利益   965,449 6.2  1,293,635 7.4 328,186
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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）

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入  6,487   1,581    

２．投資有価証券売却益  223,589   669    

３．退職給付過去勤務債務戻入益  166,464   －    

４．前期損益修正益  －   1,026    

５．その他  4,092 400,632 2.6 － 3,276 0.0 △397,356

Ⅶ　特別損失         

１．たな卸資産評価損  －   31,989    

２．ソフトウェア評価損  90,194   －    

３．減損損失  ※３ 18,903   －    

４．関係会社株式売却損  7,504   －    

５．投資有価証券評価損  －   44,213    

６．投資有価証券解散損  －   30,000    

７．投資事業組合損失  －   29,980    

８．ソフトウェア構築補償等損失  －   26,249    

９．その他  6,575 123,176 0.8 13,032 175,463 1.0 52,287

税金等調整前当期純利益   1,242,905 8.0  1,121,448 6.4 △121,457

法人税、住民税及び事業税  591,999   540,042    

過年度法人税、住民税及び事
業税

 5,383   －    

法人税等調整額  △35,767 561,615 3.6 13,006 553,048 3.2 △8,567

少数株主利益   65,951 0.4  41,631 0.2 △24,320

当期純利益   615,339 4.0  526,769 3.0 △88,570
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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18年４月１日　至平成19年３月31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３月31日　残高
 （千円）

2,205,750 2,655,970 644,193 △104,574 5,401,339

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当　(注) － － △64,890 － △64,890

役員賞与　(注) － － △21,834 － △21,834

当期純利益 － － 615,339 － 615,339

自己株式の取得 － － － △67,816 △67,816

自己株式の処分 － △13,924 － 78,624 64,700

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

－ △13,924 528,615 10,808 525,499

平成19年３月31日　残高
 （千円）

2,205,750 2,642,047 1,172,807 △93,766 5,926,837

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
 （千円）

117,023 117,023 333,969 5,852,331

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当　(注) － － － △64,890

役員賞与　(注) － － － △21,834

当期純利益 － － － 615,339

自己株式の取得 － － － △67,816

自己株式の処分 － － － 64,700

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△66,565 △66,565 46,552 △20,013

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△66,565 △66,565 46,552 505,486

平成19年３月31日　残高
 （千円）

50,458 50,458 380,521 6,357,816

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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  当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
 （千円）

2,205,750 2,642,047 1,172,807 △93,766 5,926,837

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 11,590 11,590 － － 23,180

剰余金の配当　 － － △156,993 － △156,993

当期純利益 － － 526,769 － 526,769

自己株式の取得 － － － △42 △42

自己株式の処分 － △349 － 1,540 1,191

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計     
　　　　　　　　　  　(千円)

11,590 11,241 369,776 1,498 394,105

平成20年３月31日　残高
 （千円）

2,217,340 2,653,288 1,542,583 △92,268 6,320,943

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
 （千円）

50,458 50,458 380,521 6,357,816

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 － － － 23,180

剰余金の配当　 － － － △156,993

当期純利益 － － － 526,769

自己株式の取得 － － － △42

自己株式の処分 － － － 1,191

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△66,043 △66,043 48,542 △17,501

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△66,043 △66,043 48,542 376,604

平成20年３月31日　残高
 （千円）

△15,585 △15,585 429,063 6,734,421
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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     

税金等調整前当期純利益  1,242,905 1,121,448  

減価償却費  40,858 45,417  

減損損失  18,903 －  

賞与引当金の増減額  100,747 19,799  

役員賞与引当金の増減額（△は減少額）  52,801 △7,022  

退職給付引当金の増減額（△は減少額）  △59,328 96,816  

役員退職慰労引当金の増減額  10,152 20,270  

受取利息及び受取配当金  △12,940 △15,512  

債権放棄受贈益  － △5,670  

支払利息  4,642 2,831  

有価証券売却益  △2,521 －  

投資事業組合費用  5,516 8,662  

固定資産除却損  4,972 3,626  

投資事業組合損失  － 29,980  

投資有価証券評価損  － 44,213  

投資有価証券解散損  － 30,000  

ソフトウェア評価損  90,194 －  

ソフトウェア構築補償等損失  － 26,249  

投資有価証券売却益  △223,596 △669  

関係会社株式売却損  7,504 －  

売上債権の増減額（△は増加額）  △724,653 616,232  

たな卸資産の増減額（△は増加額）  47,343 109,082  

仕入債務の増減額（△は減少額）  234,093 △331,509  

未払金の増減額（△は減少額）  131,713 △94,455  

未払消費税等の増減額（△は減少額）  47,628 15,099  

その他の増減額（△は減少額）  △19,244 41,493  

役員賞与の支払額  △24,100 －  

   小計  973,589 1,776,380 815,337

利息及び配当金の受取額  12,940 15,512  

利息の支払額  △5,466 △2,622  

ソフトウエア構築補償等損失の支払額  － △13,703  

法人税等の支払額  △209,940 △836,332  

営業活動によるキャッシュ・フロー  771,123 939,235 168,112
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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     

定期預金の純増減額（△は純増加額）  △200,000 △605,014  

有価証券の取得による支出  △572,333 －  

有価証券の売却による収入  574,854 －  

投資有価証券の取得による支出  △25,324 △63,245  

投資有価証券の売却による収入  429,679 2,064  

関係会社株式の追加取得による支出  △2,888 －  

関係会社株式の売却による収入  8,019 －  

有形固定資産の取得による支出  △46,843 △70,990  

有形固定資産の売却による収入  287 －  

無形固定資産の取得による支出  △17,011 △6,088  

その他の増減額  △78,176 △27,800  

投資活動によるキャッシュ・フロー  70,264 △771,073 △841,337

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（△は純減少額）  △11,000 △85,000  

長期借入金の返済による支出  △180,080 △4,000  

株式発行による収入  － 23,180  

少数株主に対する株式の発行による収入  － 24,010  

ストックオプションの権利行使等による
収入

 64,700 1,191  

自己株式の取得による支出  △67,816 △42  

配当金の支払額  △64,890 △156,993  

少数株主への配当金の支払額  △18,235 △15,160  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △277,321 △212,813 64,508

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  564,066 △44,651 △608,717

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,201,789 4,765,855 564,066

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,765,855 4,721,204 △44,651
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社　８社

会社名：㈱アドック

㈱ミックス

グローバルセキュリティエキ

スパート㈱

㈱ギャブコンサルティング

㈱ファイナンシャルブレイン

システムズ

㈱ＥＯＳ

㈱アドファイン

㈱ＰＬＭジャパン

(1）連結子会社　８社

会社名：㈱アドック

㈱ミックス

グローバルセキュリティエキ

スパート㈱

㈱ギャブコンサルティング

㈱ファイナンシャルブレイン

システムズ

㈱ＥＯＳ

㈱アドファイン

㈱ＰＬＭジャパン

 

 

(2）非連結子会社　１社

会社名：㈱ＢＢＳ

 (注)１.　㈱ビービーエスは、平成18年６

　　　　月30日付けで、社名を㈱ＢＢＳに

        変更いたしました。

２.　前連結会計年度まで非連結子会

　 社でありましたBBS (USA) LLCの

   持株会社であるBBS USA Holding 

   Ltd. につきましては、平成18年

　 ８月に全株式を売却いたしまし　

　 た。

(2）非連結子会社　１社

会社名：㈱ＢＢＳ

 

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した関連会社

－社

(1）持分法を適用した関連会社

－社

 

 

 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

１社

会社名：㈱ＢＢＳ

 (注)１.　㈱ビービーエスは、平成18年６

　　　　月30日付けで、社名を㈱ＢＢＳに

        変更いたしました。

２.　前連結会計年度まで非連結子会

　 社でありましたBBS (USA) LLCの

   持株会社であるBBS USA Holding 

   Ltd. につきましては、平成18年

　 ８月に全株式を売却いたしまし　

　 た。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

１社

会社名：㈱ＢＢＳ

 

 

 

 

（持分法を適用していない理由）

　非連結子会社は連結純損益及び連結利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。

（持分法を適用していない理由）

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。

同左
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 項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

 

イ　有価証券

(イ) 売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）

イ　有価証券

(イ) 売買目的有価証券

──────

 

 

 

(ロ) その他有価証券

　時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価

法（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）

(ロ) 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

移動平均法による原価法

  なお、投資事業有限責任組合への

出資（証券取引法第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

最近の決算書に基づき、その組合

財産の当社持分割合で評価し、ま

た、組合の営業により獲得した損

益については、当社持分相当額を

収益及び費用にそれぞれ計上する

方法によっております。

 

 

ロ　たな卸資産

①商品・・・・移動平均法による原価

　法

　　②仕掛品・・・個別法による原価法

　　③貯蔵品・・・最終仕入原価法

ロ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

イ　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　３～22年

器具備品　　　３～15年

イ　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　３～22年

器具備品　　　３～15年

  (会計方針の変更)

当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、

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、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。 

なお、これによる当連結会計年度

における損益及びセグメントに与え

る影響は軽微であります。
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 項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

    　(追加情報)

当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、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

達した連結会計年度の翌連結会計年

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。 

なお、これによる当連結会計年度

における損益及びセグメントに与え

る影響は軽微であります。

 

 

 

ロ　無形固定資産

（イ）ソフトウェア（販売目的）

　見込有効期間（３年以内）におけ

る見込販売数量に基づく償却額と販

売可能な残存有効期間に基づく均等

配分額を比較し、いずれか大きい金

額を計上しております。

ロ　無形固定資産

（イ）ソフトウェア（販売目的）

同左

 

 

（ロ）ソフトウェア（自社利用目的）

　社内における利用可能期間（５年

以内）に基づく定額法によって償却

しております。

（ロ）ソフトウェア（自社利用目的）

同左

 

 

（ハ）その他

　定額法を採用しております。

（ハ）その他

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

  株式交付費は、支出時に全額費用として

処理しております。　

　なお、株式交付費は連結損益計算書上、

営業外費用のその他に含めて表示しており

ます。

同左

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒れに備える

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。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当連結

会計年度における支給見込額に基づ

き計上しております。

ハ　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当連結

会計年度における支給見込額に基づ

き計上しております。
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 項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

 

（会計方針の変更）

  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

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

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ52,500千円減少しております。

　　　　なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。

 

 

ニ　退職給付引当金

　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

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

　過去勤務債務は、発生時に一括処

理しております。

ニ　退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に

備えて、当社及び連結子会社の一部

は役員退職慰労金規程に基づく、期

末要支給額を計上しております。

（追加情報）

  当社及び一部の連結子会社が加入

しておりました厚生年金基金は、代

行返上を行い、加算部分を企業年金

基金に移行することについて、平成

19年５月１日に厚生労働大臣から認

可を受けました。

　なお、これによる当連結会計年度

における損益に与える影響はありま

せん。 

ホ　役員退職慰労引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

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
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 項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップにおいて、要件を充

足しておりますので、特例処理を適

用しております。

──────

 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

 

 

ハ　ヘッジ方針

　借入金利息の変動リスクを軽減す

るため、金利スワップを行っており

ます。

 

 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　当金利スワップは特例処理を適用

しているため、有効性の評価を省略

しております。

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　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。

イ　消費税等の会計処理

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。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、金額の重要性

が乏しいため、発生時に全額費用として処

理しております。

　負ののれんの償却については、金額の重

要性が乏しいため、発生時に一括償却をし

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

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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でありま

す。

同左

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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。　　

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は5,977,295千

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── （連結貸借対照表）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「敷金・

保証金」（当連結会計年度は439,182千円）は、当連結

会計年度において重要性が乏しくなったため、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで営業外収益「その他」に含めて

表示しておりました「雇用助成金受入」は、当連結会

計年度において、営業外収益の総額の100分の10を超

えたため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「雇用助成金受入」は8,115

千円であります。

２．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「固定資産除却損」は、当連結

会計年度において、営業外費用の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しております。

 　なお、前連結会計年度における「固定資産除却損」

の金額は2,191千円であります。

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「雇用

助成金受入」（当連結会計年度は148千円）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「その他」に含めて表示しております。

 

 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払

手数料」（当連結会計年度は1,738千円）は、当連結

会計年度において重要性が乏しくなったため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。

 

 

３．前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて

表示しておりました「前期損益修正益」は、当連結会

計年度において、特別利益の総額の100分の10を超え

たため区分掲記しております。

 　なお、前連結会計年度における「前期損益修正益」

の金額は4,078千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「役員賞与の支

払額」は、前連結会計年度は「その他の増減額」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。

 なお、前連結会計年度の「その他増減」に含まれてい

る「役員賞与の支払額」は、700千円であります。

 ──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　 249,086千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　 263,438千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対する事項

投資有価証券（株式）　　　　　　　10,000千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対する事項

投資有価証券（株式）　　　　　　  10,000千円

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

　３　当社及び連結子会社（グローバルセキュリティエキ

スパート㈱及び㈱ＰＬＭジャパン）は、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越限

度額契約及び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額
800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額
1,150,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,150,000千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要費目 ※１　販売費及び一般管理費の主要費目

役員報酬 357,745千円

給与・手当・賞与 625,385千円

賞与引当金繰入額 208,302千円

役員賞与引当金繰入額 52,500千円

退職給付費用 23,654千円

役員報酬 385,027千円

給与・手当・賞与        748,887千円

賞与引当金繰入額        226,450千円

役員賞与引当金繰入額       45,640千円

退職給付費用       28,891千円

※２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 ※２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

 40,446千円        111,822千円

※３　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について、減損損失を計上しております。

※３　　　　　　　　──────

場所 用途 種類 金額

長野県上水内郡
信濃町

遊休
資産

土地 18,903千円

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、事業区分及び遊休資産にグルーピング

しております。

　当連結会計年度において、事業の用に供していない

遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（18,903千円）として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額（固

定資産税評価額）により測定しております。
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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

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 8,900 － － 8,900

合計 8,900 － － 8,900

自己株式     

普通株式　（注）１，２ 248 109 170 188

合計 248 109 170 188

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加109千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加105

千株、単元未満株式の買取りによる増加４千株によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少170千株は、ストックオプションの権利行使による減少169千株、単元未

満株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。

 

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23日

定時株主総会
普通株式 64,890 7.5 平成18年３月31日 平成18年６月26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４月24日

取締役会
普通株式 104,550  利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月21日

当連結会計年度（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

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 8,900 61 ― 8,961

合計 8,900 61 ― 8,961

自己株式     

普通株式　（注）２，３ 188 0 3 185

合計 188 0 3 185

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加61千株は、ストックオプションの権利行使に伴う新株の発行によるもので

あります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 ３．普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、ストックオプションの権利行使による減少３千株、単元未満

株式の買増請求による売渡０千株によるものであります。
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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４月24日

取締役会
普通株式 104,550 12 平成19年３月31日 平成19年６月21日

平成19年10月23日

取締役会
普通株式 52,443 6 平成19年９月30日 平成19年11月29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４月24日

取締役会
普通株式 52,659  利益剰余金 6 平成20年３月31日 平成20年６月20日

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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連結貸借対照表に掲

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）

（千円）

※　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

（平成20年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 4,945,762

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△250,000

有価証券勘定 70,093

現金及び現金同等物 4,765,855

現金及び預金勘定       5,519,401

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△855,014

有価証券勘定  56,817

現金及び現金同等物       4,721,204
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．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

 器具備品

取得価額相当額 154,468千円

減価償却累計額相当額 78,106千円

期末残高相当額 76,333千円

 器具備品

取得価額相当額 148,023千円

減価償却累計額相当額 91,559千円

期末残高相当額 56,465千円

 (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 32,876千円

１年超 44,807千円

合計 77,683千円

１年内 29,856千円

１年超 27,863千円

合計 57,719千円

 (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 39,564千円

減価償却費相当額 38,176千円

支払利息相当額 1,346千円

支払リース料 37,049千円

減価償却費相当額 35,682千円

支払利息相当額 1,228千円

(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

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リース取引に係る借主側

の未経過リース料期末残高相当額があります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第

三者にリースしておりますので、ほぼ同額の貸主側の未

経過リース料期末残高相当額があります。

２．転貸リース取引

同左

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

１年内 3,522千円

１年超 14,564千円

合計 18,086千円

１年内 8,139千円

１年超 28,028千円

合計 36,167千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありませんので、項

目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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

(1）株式 129,959 215,654 85,695

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 129,959 215,654 85,695

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 49,981 49,683 △298

小計 49,981 49,683 △298

合計 179,940 265,337 85,397

２．当連結会計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）

317,417 83,056 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）非連結子会社株式  

非上場株式 10,000

(2）その他有価証券  

非上場株式 79,138

ＦＦＦ 20,410

投資事業有限責任組合出資金 156,608
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当連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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

(1）株式 2,392 6,444 4,052

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,392 6,444 4,052

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 189,418 172,602 △16,816

(2）債券 － － －

(3）その他 49,981 36,331 △13,650

小計 239,399 208,933 △30,466

合計 241,791 215,377 △26,414

２．当連結会計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）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

2,085 669 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）非連結子会社株式  

非上場株式 10,000

(2）その他有価証券  

非上場株式 49,138

ＦＦＦ 20,486

投資事業有限責任組合出資金 73,775
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

──────

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回避を

目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。

(3) 取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ

会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、要件を充足しております

ので、特例処理を適用しております。

 

 

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

 

 

ヘッジ方針

　借入金利息の変動リスクを軽減するため、金利スワッ

プを行っております。

 

 

ヘッジ有効性評価の方法

　当金利スワップは特例処理を適用しているため、有

効性の評価を省略しております。

 

 

(4) 取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動リスクを有してお

ります。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行、管理については、取引権限

及び取引限度等を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。

　なお、多額の借入金等は、取締役会の専決事項であり

ますので、それに伴う金利スワップの締結等は、同時に

取締役会で決定されることになります。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　特記すべき事項はありません。

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　期末残高がないため、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18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、総合設立型の厚生年金基金制度、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、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

当社については、従業員退職金の15％相当分について平成９年４月１日より適格退職年金制度を採用しておりま

す。

当連結会計年度末現在、退職一時金制度については、当社、㈱アドック、㈱ミックス、㈱ファイナンシャルブレ

インシステムズ及び㈱ＥＯＳが、適格退職年金制度については、当社が有しております。また、総合設立型の厚生

年金基金制度は、当社、㈱アドック、グローバルセキュリティエキスパート㈱、㈱ギャブコンサルティング、㈱ファ

イナンシャルブレインシステムズ及び㈱ＥＯＳが有しております。

 

２．退職給付債務に関する事項

 （単位：千円）

①退職給付債務 △1,520,204

②年金資産 118,502

③未積立退職給付債務（①＋②） △1,401,702

④会計基準変更時差異の未処理額 ―

⑤未認識数理計算上の差異 126,853

⑥未認識過去勤務債務 ―

⑦連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥） △1,274,849

⑧前払年金費用 ―

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △1,274,849

（注）　退職給付債務の算定にあたり、連結子会社は全て簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 （単位：千円）

①勤務費用 187,116

②利息費用 16,564

③期待運用収益 △242

④会計基準変更時差異の費用処理額 ―

⑤数理計算上の差異の費用処理額 4,100

⑥過去勤務債務の費用処理額 △166,464

⑦臨時に支払った割増退職金 ―

⑧退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦） 41,074

（注）１. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。

２. 総合設立型の厚生年金基金の要拠出額は「①勤務費用」に計上しております。

３. 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

㈱ビジネスブレイン太田昭和　（9658）　平成 20 年３月期決算短信

－ 30 －



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 　1.8％

③期待運用収益率 　0.75％

④過去勤務債務の額の処理年数 　１年

⑤数理計算上の差異の処理年数 　10年

⑥会計基準変更時差異の処理年数 　－

⑦総合設立型の厚生年金基金に係る退職給付費用及び年金資産

　当社及び連結子会社の一部が有する総合設立型の厚生年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的

に計算することができない厚生年金基金であるため、退職給付費用は厚生年金基金への要拠出額を用いております。

　なお、掛金拠出割合により計算した年金資産は、1,870,852千円であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、複数事業主制度による企業年金基金制度、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、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

当社については、従業員退職金の15％相当分について平成９年４月１日より適格退職年金制度を採用しておりま

す。

当連結会計年度末現在、退職一時金制度については、当社、㈱アドック、㈱ミックス、㈱ファイナンシャルブレ

インシステムズ及び㈱ＥＯＳが、適格退職年金制度については、当社が有しております。また、当社、㈱アドック、

グローバルセキュリティエキスパート㈱、㈱ギャブコンサルティング、㈱ファイナンシャルブレインシステムズ及

び㈱ＥＯＳが加入しておりました厚生年金基金は、代行返上を行い、加算部分を企業年金基金に移行することにつ

いて、平成19年５月１日に厚生労働大臣から認可を受けております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

 (1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在）

 （単位：百万円）

年金資産の額 70,727

年金財政計算上の給付債務の額 63,396

差引額 7,331

 (2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成19年９月30日現在）

 2.58％

 (3）補足説明

上記(1）の差引額は、別途積立金6,831百万円及び当年度剰余金500百万円を合計した金額となっております。
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２．退職給付債務に関する事項

 （単位：千円）

①退職給付債務 △1,598,711

②年金資産 132,985

③未積立退職給付債務（①＋②） △1,465,726

④会計基準変更時差異の未処理額 ―

⑤未認識数理計算上の差異 94,061

⑥未認識過去勤務債務 ―

⑦連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥） △1,371,665

⑧前払年金費用 ―

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △1,371,665

 （注）　退職給付債務の算定にあたり、連結子会社は全て簡便法を採用しております。

 （追加情報）

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19年

５月15日）を適用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 （単位：千円）

①勤務費用 199,051

②利息費用 14,477

③期待運用収益 895

④会計基準変更時差異の費用処理額 ―

⑤数理計算上の差異の費用処理額 11,128

⑥過去勤務債務の費用処理額 ―

⑦臨時に支払った割増退職金 ―

⑧退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦） 225,551

（注）１. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。

２. 複数事業主制度による企業年金基金の要拠出額は「①勤務費用」に計上しております。

３. 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 　1.8％

③期待運用収益率 　0.75％

④過去勤務債務の額の処理年数 　１年

⑤数理計算上の差異の処理年数 　10年

⑥会計基準変更時差異の処理年数 　―
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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18年４月１日　至　平成19年３月31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

 平成16年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役、使用人及び当社の子会社の取締役　合計382名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式　　576,000株

付与日 平成16年６月29日

権利確定条件

　権利行使時において当社または当社の子会社の取締役及び

使用人の地位にあること。

　ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が

正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

　権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の

日以降、破産宣告を受けていないこと、法令並びに当社また

は当社の子会社の内部規律に違反する行為がないこと。

対象勤務期間 自　平成16年６月29日　　至　平成18年６月30日

権利行使期間 自　平成18年７月１日　　至　平成21年６月30日

（注）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

　　　当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  平成16年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  484,000

付与  －

失効  11,000

権利確定  473,000

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  473,000

権利行使  169,000

失効  －

未行使残  304,000

②単価情報

  平成16年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 380

行使時平均株価 （円） 633

付与日における公正な評価単価（円） －
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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

 平成16年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役、使用人及び当社の子会社の取締役　合計382名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式　　576,000株

付与日 平成16年６月29日

権利確定条件

  権利行使時において当社または当社の子会社の取締役及び

使用人の地位にあること。

　ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が

正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

　権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の

日以降、破産宣告を受けていないこと、法令並びに当社また

は当社の子会社の内部規律に違反する行為がないこと。

対象勤務期間 自　平成16年６月29日　　至　平成18年６月30日

権利行使期間 自　平成18年７月１日　　至　平成21年６月30日

（注）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

　　　当連結会計年度（平成20年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  平成16年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  304,000

権利確定  －

権利行使  64,000

失効  6,000

未行使残  234,000

②単価情報

  平成16年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 380

行使時平均株価 （円） 687

付与日における公正な評価単価（円） －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

当連結会計年度末
（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　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

 （千円）

繰延税金資産  

未払事業税 46,382 

賞与引当金損金不算入額 264,812 

未払費用否認額 32,679 

退職給付引当金損金不算入額 520,553 

役員退職慰労引当金損金不算入額 50,577 

ソフトウェア評価損否認額 55,112 

減価償却資産償却超過額 38,101 

繰越欠損金に係る税効果額 65,728 

その他 61,300 

小計 1,135,244 

評価性引当額 △58,846 

繰延税金資産合計 1,076,398 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △34,939 

その他 △5 

繰延税金負債合計 △34,944 

繰延税金資産の純額 1,041,454 

 （千円）

繰延税金資産  

未払事業税 26,848 

賞与引当金損金不算入額 273,194 

未払費用否認額 35,077 

退職給付引当金損金不算入額 560,304 

役員退職慰労引当金損金不算入額 58,761 

ソフトウェア評価損否認額 　18,493 

減価償却資産償却超過額 25,127 

繰越欠損金に係る税効果額 86,301 

投資有価証券評価損否認額 28,756 

その他有価証券評価差額金 12,490 

その他 44,550 

小計 1,169,901 

評価性引当額 △94,024 

繰延税金資産合計 1,075,877 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,661 

繰延税金負債合計 △1,661 

繰延税金資産の純額 1,074,216 

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

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

 （％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費の損金不算入額 1.9

役員賞与引当金損金不算入額 1.7

受取配当金の益金不算入額 △0.2

住民税均等割 1.2

過年度法人税等 0.4

評価性引当額の減少 △0.1

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.2  

 （％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費の損金不算入額 2.8

役員賞与否認額 1.9

受取配当金の益金不算入額 △0.1

税効果未認識の一時差異 △0.2

税務上の繰越欠損金の当期控除額 △0.5

住民税均等割 1.3

評価性引当額の増減額 3.0

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.3  

（企業結合等関係）

前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。

㈱ビジネスブレイン太田昭和　（9658）　平成 20 年３月期決算短信

－ 35 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 
コンサル
ティング事
業（千円）

システム開
発事業
（千円）

アウトソー
シング事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,412,074 8,178,184 1,910,410 15,500,668 － 15,500,668

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,808 131,256 151,147 293,211 (293,211) －

計 5,422,882 8,309,440 2,061,557 15,793,879 (293,211) 15,500,668

営業費用 4,720,056 7,696,357 1,999,831 14,416,245 112,623 14,528,868

営業利益 702,826 613,083 61,726 1,377,634 (405,834) 971,800

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 2,162,847 3,423,033 713,403 6,299,283 4,582,546 10,881,829

減価償却費（注４） 32,029 88,409 3,196 123,634 7,417 131,051

減損損失 － － － － 18,903 18,903

資本的支出 26,319 17,458 19,318 63,095 7,451 70,547

　（注）１．事業区分の方法

事業は、売上集計区分によっております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 コンサルティング事業 経営コンサルティング、業務コンサルティング、システムインテグレーション他

 システム開発事業 システム設計及び開発、パッケージソリューション開発他

 アウトソーシング事業 人事・給与・経理のアウトソーシング、人材派遣、医療事務受託他

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、250,786千円であり、その主なも

のは、親会社の管理部門にかかる費用であります。

また、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、5,970,062千円であり、その主なものは、

親会社における現金預金及び管理部門にかかる資産等であります。

 　　　 ４．減価償却費にはソフトウェア評価損が、「コンサルティング事業」に10,883千円、「システム開発事業」に

79,310千円含まれております。

５．会計方針の変更

　　（役員賞与に関する会計基準）

　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4）ハに記載のとおり、当連結会計年度より「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「システム開発事業」で10,000千円、「アウトソーシング事業」で

2,500千円及び「消去又は全社」で40,000千円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し

ております。
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当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 
コンサル
ティング事
業（千円）

システム開
発事業
（千円）

アウトソー
シング事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,619,676 8,744,720 2,195,376 17,559,772 － 17,559,772

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
35,607 122,177 125,919 283,703 (283,703) －

計 6,655,283 8,866,897 2,321,295 17,843,475 (283,703) 17,559,772

営業費用 5,415,794 8,574,636 2,165,690 16,156,120 118,203 16,274,323

営業利益 1,239,489 292,261 155,605 1,687,355 (401,906) 1,285,449

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 1,960,952 3,208,773 777,425 5,947,150 4,747,834 10,694,984

減価償却費 17,317 17,105 5,226 39,648 5,768 45,417

資本的支出 18,696 50,573 8,465 77,734 914 78,648

　（注）１．事業区分の方法

事業は、売上集計区分によっております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 コンサルティング事業 経営コンサルティング、業務コンサルティング、システムインテグレーション他

 システム開発事業 システム設計及び開発、パッケージソリューション開発他

 アウトソーシング事業 人事・給与・経理のアウトソーシング、人材派遣、医療事務受託他

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、295,234千円であり、その主なも

のは、親会社の管理部門にかかる費用であります。

また、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、6,112,007千円であり、その主なものは、

親会社における現金預金及び管理部門にかかる資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日　

至　平成20年３月31日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日　

至　平成20年３月31日）

　海外売上高は、重要性がないため、記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等  

属性
会社等の名

称
住所

資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の関
係

役員 木村幸弘 － －
当社代
表取締
役社長

(被所有)
直接　 1.1

－ －

子会社
株式の
取得
(注)３

1,325 ー －

役員に準
ずる者

澤村淑朗 － －
当社顧
問

(被所有)
直接　 0.4

－ －
顧問報
酬(注)
１，２

18,756 ー －

 （注）１．澤村淑郎氏は、平成17年６月に当社専務取締役を退任した後、平成17年６月に当社との間で顧問契約を締結し

ております。なお、同氏は、当社の関係会社であるグローバルセキュリティエキスパート㈱及び㈱ＰＬＭジャパ

ンの代表取締役に就任しております。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

顧問契約による委託事項である関係会社２社の代表取締役としての業務内容を勘案して決定しております。

　　　３．子会社株式の取得価額は第三者による株式評価の算定価額により決定しており、支払い条件は現金一括払

いであります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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 686.06円

１株当たり当期純利益金額 70.95円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
69.37円

１株当たり純資産額       718.44円

１株当たり当期純利益金額      60.25円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
     59.43円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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） 615,339 526,769

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） 615,339 526,769

期中平均株式数（株） 8,673,098 8,742,531

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 197,529 120,659

（うち新株予約権） (197,529) (120,659)

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

－ －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(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   3,537,331   3,784,070   

２．売掛金 ※１  2,025,923   1,442,201   

３．有価証券   70,093   56,817   

４．商品   3,035   172   

５．仕掛品   106,507   59,398   

６．貯蔵品   6,064   6,724   

７．前渡金   12,382   35,366   

８．前払費用   4,395   6,746   

９．立替金   13,685   －   

10．関係会社短期貸付金   130,000   160,000   

11．繰延税金資産   234,798   227,493   

12．その他   60,178   84,007   

流動資産合計   6,204,391 73.0  5,862,994 72.3

 
△341,396

 

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  130,545   165,516    

減価償却累計額  70,408 60,137  76,683 88,833   

(2）器具備品  162,600   166,697    

減価償却累計額  131,621 30,979  132,467 34,230   

 (3）土地   8,225   8,225   

有形固定資産合計   99,341 1.2  131,288 1.6 31,947

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   26,582   18,338   

(2）その他   1,425   1,134   

無形固定資産合計   28,007 0.3  19,472 0.2 △8,535
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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   446,059   298,829   

(2）関係会社株式   773,150   802,410   

(3）関係会社長期貸付金   80,000   80,000   

(4）長期前払費用   －   1,060   

(5）敷金・保証金   341,241   370,881   

(6）施設利用会員権   82,483   －   

(7）繰延税金資産   397,845   410,880   

(8）その他   57,139   141,677   

　貸倒引当金   △6,475   △5,050   

投資その他の資産合計   2,171,442 25.5  2,100,688 25.9 △70,754

固定資産合計   2,298,790 27.0  2,251,448 27.7 △47,342

資産合計   8,503,180 100.0  8,114,442 100.0 △388,738

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  788,122   463,821   

２．一年以内返済予定の長期借入金   4,000   4,000   

３．未払金   175,257   101,886   

４．未払費用   56,748   58,243   

５．未払法人税等   390,405   97,864   

６．未払消費税等   73,786   72,073   

７．前受金   30,330   78,455   

８．預り金   18,418   25,935   

９．賞与引当金   431,013   449,376   

10．役員賞与引当金   40,000   30,000   

11．株主優待引当金   －   6,400   

12．その他   3,726   －   

流動負債合計   2,011,804 23.7  1,388,053 17.1 △623,751
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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）

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   8,000   4,000   

２．退職給付引当金   644,358   704,601   

３．役員退職慰労引当金   71,324   82,024   

４．長期未払金   45,617   －   

５．預り保証金   54,768   －   

６．その他   －   98,491   

固定負債合計   824,066 9.7  889,116 11.0 65,050

負債合計   2,835,870 33.4  2,277,169 28.1 △558,701

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,205,750 25.9  2,217,340 27.3 11,590

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,005,971   1,017,561    

(2）その他資本剰余金  1,636,076   1,635,727    

資本剰余金合計   2,642,047 31.1  2,653,288 32.7 11,241

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  81,809   81,809    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  201,000   201,000    

繰越利益剰余金  580,569   791,689    

利益剰余金合計   863,377 10.2  1,074,497 13.2 211,120

４．自己株式   △93,766 △1.1  △92,268 △1.1 1,498

  株主資本合計   5,617,407 66.1  5,852,857 72.1 235,451

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   49,903 0.6  △15,585 △0.2 △65,488

評価・換算差額等合計   49,903 0.6  △15,585 △0.2 △65,488

純資産合計   5,667,310 66.6  5,837,272 71.9 169,962

負債純資産合計   8,503,180 100.0  8,114,442 100.0 △388,738
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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   8,100,731 100.0  9,539,948 100.0 1,439,217

Ⅱ　売上原価         

１. 当期製品製造原価  6,285,793 6,285,793 77.6 7,165,708 7,165,708 75.1 879,915

  売上総利益   1,814,938 22.4  2,374,240 24.9 559,302

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１. 役員報酬  137,649   160,183    

２. 給与・手当・賞与  234,318   253,267    

３. 賞与引当金繰入額  177,487   197,512    

４. 役員賞与引当金繰入額  40,000   30,000    

５. 役員退職慰労引当金繰入額  11,250   10,700    

６. 退職給付費用  13,875   14,771    

７. 法定福利費  115,925   119,701    

８. 福利厚生費  16,884   25,053    

９. 広告宣伝費  15,840   18,898    

10. 募集費  42,351   63,080    

11. 交際費  34,969   45,742    

12. 旅費交通費  61,714   76,368    

13. 通信費  13,461   17,278    

14. 消耗品費  14,889   30,919    

15. 減価償却費  9,486   21,639    

16. 不動産賃借料  83,708   89,837    

17. リース・レンタル料  5,680   9,063    

18. 人員等委託費  122,538   141,755    

19. 株主優待引当金繰入額  －   6,400    

20. その他  160,777 1,312,800 16.2 281,821 1,613,987 16.9 301,187

  営業利益   502,138 6.2  760,253 8.0 258,115
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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）

Ⅳ　営業外収益         

１. 受取利息  7,492   10,649    

２. 受取配当金 ※１ 47,256   39,492    

３. 有価証券売却益  2,521   －    

４. その他  6,784 64,053 0.8 11,256 61,397 0.6 △2,656

Ⅴ　営業外費用         

１. 支払利息  2,272   701    

２. 株式交付費  1,160   －    

３. 投資事業組合費用  5,516   8,662    

４. 支払手数料  2,214   －    

５. 固定資産除却損  3,649   3,626    

６. たな卸資産除却損  －   2,863    

７. その他  428 15,240 0.2 2,177 18,029 0.2 2,789

  経常利益   550,951 6.8  803,621 8.4 252,670

Ⅵ　特別利益         

１. 貸倒引当金戻入  6,694   1,425    

２. 投資有価証券売却益  223,589   －    

３. 退職給付過去勤務債務戻入益  166,464 396,747 4.9 － 1,425 0.0 △395,322

Ⅶ　特別損失         

１. ソフトウェア評価損  90,194   －    

２. 投資有価証券評価損  －   44,213    

３. 投資有価証券解散損  －   30,000    

４. 投資事業組合損失  －   29,980    

５. 減損損失 ※２ 18,903   －    

６. その他  7,629 116,726 1.4 9,617 113,810 1.2 △2,916

  税引前当期純利益   830,972 10.3  691,236 7.2 △139,736

法人税、住民税及び事業税  391,275   283,346    

過年度法人税、住民税及び事業税  3,587   －    

法人税等調整額  △30,131 364,731 4.5 39,777 323,123 3.4 △41,608

当期純利益   466,241 5.8  368,113 3.9 △98,128
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製造原価明細書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  2,714,728 43.5 3,148,860 43.9

Ⅱ　外注費 ※１ 2,965,622 47.5 3,405,276 47.5

Ⅲ　経費 ＊１ 559,351 9.0 619,807 8.6

　　当期総製造費用  6,239,702 100.0 7,173,943 100.0

　　期首仕掛品たな卸高  159,964  106,507  

合計  6,399,666  7,280,450  

　　期末仕掛品たな卸高  106,507  59,398  

　　他勘定振替高 ＊２ 7,366  55,344  

当期製品製造原価  6,285,793  7,165,708  

      

　（注）＊１．主な内訳は次のとおりであります。

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）

リース・レンタル料（千円） 136,475 137,137

減価償却費（千円） 19,774 12,840

旅費交通費（千円） 60,371 59,367

不動産賃借料（千円） 152,776 192,994

　　　　＊２．他勘定振替の内容は、次のとおりであります。

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）

ソフトウェア（千円） 7,366 1,265

研究開発費  （千円） － 54,079

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、プロジェクト別の個別原価計算であります。
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
(千円)

2,205,750 2,205,970 450,000 2,655,970 81,809 201,000 194,218 477,026 △104,574 5,234,172

事業年度中の変動額           

剰余金の配当　(注) － － － － － － △64,890 △64,890 － △64,890

役員賞与　(注) － － － － － － △15,000 △15,000 － △15,000

資本準備金取崩 － △1,200,000 1,200,000 － － － － － － －

当期純利益 － － － － － － 466,241 466,241 － 466,241

自己株式の取得 － － － － － － － － △67,816 △67,816

自己株式の処分 － － △13,924 △13,924 － － － － 78,624 64,700

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）

－ △1,200,000 1,186,076 △13,924 － － 386,351 386,351 10,808 383,235

平成19年３月31日　残高
(千円)

2,205,750 1,005,971 1,636,076 2,642,047 81,809 201,000 580,569 863,377 △93,766 5,617,407

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価
差額金

 評価・
換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高
(千円)

116,253 116,253 5,350,425

事業年度中の変動額    

剰余金の配当　(注) － － △64,890

役員賞与　(注) － － △15,000

資本準備金取崩 － － －

当期純利益 － － 466,241

自己株式の取得 － － △67,816

自己株式の処分 － － 64,700

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額
（純額）

△66,350 △66,350 △66,350

事業年度中の変動額合計
（千円）

△66,350 △66,350 316,885

平成19年３月31日　残高
(千円)

49,903 49,903 5,667,310

 (注)　平成18年６月の定時株主総会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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
(千円)

2,205,750 1,005,971 1,636,076 2,642,047 81,809 201,000 580,569 863,377 △93,766 5,617,407

事業年度中の変動額           

  新株の発行 11,590 11,590 － 11,590 － － － － － 23,180

剰余金の配当 － － － － － － △156,993 △156,993 － △156,993

当期純利益 － － － － － － 368,113 368,113 － 368,113

自己株式の取得 － － － － － － － － △42 △42

自己株式の処分   △349 △349     1,540 1,191

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）

11,590 11,590 △349 11,241 － － 211,120 211,120 1,498 235,450

平成20年３月31日　残高
(千円)

2,217,340 1,017,561 1,635,727 2,653,288 81,809 201,000 791,689 1,074,497 △92,268 5,852,857

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価
差額金

 評価・
換算差額等

合計

平成19年３月31日　残高
(千円)

49,903 49,903 5,667,310

事業年度中の変動額    

  新株の発行 － － 23,180

剰余金の配当 － － △156,993

当期純利益 － － 368,113

自己株式の取得 － － △42

自己株式の処分 － － 1,191

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額
（純額）

△65,488 △65,488 △65,488

事業年度中の変動額合計
（千円）

△65,488 △65,488 169,962

平成20年３月31日　残高
(千円)

△15,585 △15,585 5,837,272
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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）売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法によ

り算定）

(1）売買目的有価証券

────── 

 (2）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）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (3）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法（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）

(3）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

移動平均法による原価法

  なお、投資事業有限責任組合への

出資（証券取引法第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

算書に基づき、その組合財産の当社

持分割合で評価し、また、組合の営

業により獲得した損益については、

当社持分相当額を収益及び費用にそ

れぞれ計上する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

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

 (2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

 (3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　　３～22年

器具備品　　　３～15年

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　　３～22年

器具備品　　　３～15年
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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）

  （会計方針の変更）

  法人税法の改正に伴い、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、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。

　なお、これによる当事業年度における

損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

  法人税法改正に伴い、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。

　なお、これによる当事業年度における

損益に与える影響は軽微であります。

 (2）無形固定資産

①ソフトウェア（販売目的）

　見込有効期間（３年以内）における見

込販売数量に基づく償却額と販売可能な

残存有効期間に基づく均等配分額を比較

し、いずれか大きい金額を計上しており

ます。

(2）無形固定資産

①ソフトウェア（販売目的）

同左

 ②ソフトウェア（自社利用目的）

　社内における利用可能期間（５年以

内）に基づく定額法によって償却してお

ります。

②ソフトウェア（自社利用目的）

同左

 ③その他

　定額法を採用しております。

③その他

同左

４．繰延資産の処理方法   株式交付費は、支出時に全額費用として

処理しております。　

──────

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒れに備えるた

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

　従業員に支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左
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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）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に基づき計上し

ております。

　（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40,000

千円減少しております。

(3）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に基づき計上し

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

事業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計上してお

ります。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、発生時に一括処理

しております。

(4）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に備

えて、当社は役員退職慰労金規程に基

づく、期末要支給額を計上しておりま

す。

（追加情報）

  当社が加入しておりました厚生年

金基金は、代行返上を行い、加算部

分を企業年金基金に移行することに

ついて、平成19年５月１日に厚生労

働大臣から認可を受けました。

　なお、これによる当事業年度にお

ける損益に与える影響はありませ

ん。 

(5）役員退職慰労引当金

同左

 

 

(6）　　　 　──────

 

(6）株主優待引当金

　将来の株主優待券の利用による費用

の発生に備えるため、株主優待対象株

主数に基づいて、翌期以降に発生する

と見込まれる額を計上しております。

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
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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）

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 ──────

 　金利スワップにおいて、要件を充足

しておりますので、特例処理を適用し

ております。

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

 (3）ヘッジ方針

 　借入金利息の変動リスクを軽減する

ため、金利スワップを行っております。

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

 　当金利スワップは特例処理を適用し

ているため、有効性の評価を省略して

おります。

８．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 (1）消費税等の会計処理

　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。

同左

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は5,667,310

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。

 　　　　　　　　　 ──────

 

 

 

㈱ビジネスブレイン太田昭和　（9658）　平成 20 年３月期決算短信

－ 51 －



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）

────── （貸借対照表）

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「立替金」

（当期末残高8,485千円）は、当事業年度において重

要性が乏しくなったため、流動資産の「その他」に含

めて表示しております。　

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「施設利用

会員権」（当期末残高78,483千円）は、当事業年度に

おいて重要性が乏しくなったため、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しております。

３．前事業年度まで区分掲記しておりました「長期未払

金」（当期末残高30,411千円）及び「預り保証金」

（当期末残高68,080千円）は、当事業年度において重

要性が乏しくなったため、固定負債の「その他」に含

めて表示しております。　  

４．前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「株主優待引当金」は、当事業年度に

おいて重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。

  なお、前事業年度における「株主優待引当金」の金

額は3,726千円であります。  　  

（損益計算書）

　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前事業年度における「固定資産除却損」の金額

は2,145千円であります。

（損益計算書）

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「支払手数

料」(当期末残高1,739千円)は、当事業年度において

営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営

業外費用の「その他」に含めて表示しております。

 

 ２．前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「株主優待引当金繰入

額」は、当事業年度において重要性が増したため区分

掲記しております。

  なお、前事業年度における「株主優待引当金繰入

額」の金額は3,726千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　関係会社に対する主な債権債務のうち区分掲記さ

　　れたもの以外のものは、以下のとおりであります。

※１　関係会社に対する主な債権債務のうち区分掲記さ

　　れたもの以外のものは、以下のとおりであります。

売掛金 228,535千円

買掛金 192,240千円

売掛金

買掛金

104,611千円

       124,639千円

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

　　銀行３行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメ

　　ント契約を締結しております。これら契約に基づく

　　当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

　　ます。

　２　                  同左

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円

（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　関係会社に係る注記 ※１　関係会社に係る注記

受取配当金 36,765千円 受取配当金 33,840千円

※２　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産について、

減損損失を計上しております。

※２　　　　　　　　──────

 　

場所 用途 種類 金額

 長野県上水内郡
信濃町

遊休
資産

土地 18,903千円

  当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、事業区分及び遊休資産にグルーピングして

おります。

　当事業年度において、事業の用に供していない遊

休資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（18,903千円）として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額

（固定資産税評価額）により測定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

（千株）
当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

　普通株式（注）１，２ 248 109 170 188

合計 248 109 170 188

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加109千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加105

千株、単元未満株式の買取りによる増加４千株によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少170千株は、ストックオプションの権利行使による減少169千株、単元未

満株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

（千株）
当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

　普通株式（注）１，２ 188 0 3 185

合計 188 0 3 185

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、ストックオプションの権利行使による減少３千株、単元未満

株式の買増請求による売渡０千株によるものであります。
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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）

１．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

 器具備品

取得価額相当額 138,833千円

減価償却累計額相当額 71,057千円

期末残高相当額 67,746千円

 器具備品

取得価額相当額 128,680千円

減価償却累計額相当額 81,423千円

期末残高相当額  47,258千円

（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 30,209千円

１年超 38,731千円

合計 68,940千円

１年内 25,954千円

１年超 22,332千円

合計 48,286千円

（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 36,990千円

減価償却費相当額 35,759千円

支払利息相当額 1,185千円

支払リース料  32,989千円

減価償却費相当額 31,813千円

支払利息相当額 995千円

（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

２．転貸リース取引

上記のほか、次のとおり転貸リース取引に係る借主側

の未経過リース料期末残高相当額があります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第

三者にリースしておりますので、ほぼ同額の貸主側の未

経過リース料期末残高相当額があります。

２．転貸リース取引

同左

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

未経過リース料期末残高相当額 

借主側

１年内 3,522千円

１年超 14,564千円

合計 18,086千円

１年内 8,139千円

１年超 28,028千円

合計 36,167千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありませんので、項

目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

  前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）における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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（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　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

 （千円）

繰延税金資産  

賞与引当金損金不算入額 176,715

未払費用否認額 23,266

退職給付引当金損金不算入額 264,186

役員退職慰労引当金損金不算入額 29,242

ソフトウェア評価損否認額 55,112

減価償却資産償却超過額 37,742

施設利用会員権評価損否認額 18,987

その他 62,193

繰延税金資産合計 667,443

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △34,800

繰延税金負債合計 △34,800

繰延税金資産の純額 632,643

 （千円）

繰延税金資産  

賞与引当金損金不算入額 184,244

未払費用否認額 23,879

退職給付引当金損金不算入額 288,886

役員退職慰労引当金損金不算入額 33,629

ソフトウェア評価損否認額 18,493

減価償却資産償却超過額 24,665

施設利用会員権評価損否認額 10,379

その他有価証券評価差額金 12,490

その他 55,818

繰延税金資産小計 652,483

評価性引当額 △12,449

繰延税金資産合計 640,034

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,661

繰延税金負債合計 △1,661

繰延税金資産の純額 638,373

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

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

 （％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費の損金不算入額 1.7

役員賞与引当金損金不算入額 2.0

住民税均等割 1.4

過年度法人税等 0.4

受取配当金の益金不算入額 △2.1

税効果未認識の一時差異 △0.5

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9

 （％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費の損金不算入額 2.9

役員賞与否認 2.4

住民税均等割 1.7

受取配当金の益金不算入額 △2.2

税効果未認識の一時差異 △0.4

評価性引当額の増減額 1.8

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.8

（企業結合等関係）

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても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株当たり純資産額 650.48円

１株当たり当期純利益金額 53.76円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
52.56円

１株当たり純資産額         665.10円

１株当たり当期純利益金額 42.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
41.53円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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） 466,241 368,113

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） 466,241 368,113

期中平均株式数（株） 8,673,098 8,742,531

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 197,529 120,659

（うち新株予約権） (197,529) (120,659)

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

－ －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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６．その他
(1）役員の異動

　平成20年４月24日付、「役員の異動に関するお知らせ」にて開示しております。

(2）その他

 「生産、受注及び販売の状況」については、決算短信における開示を省略しております。
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