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                 （百万円未満切捨て） 
１．20 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 
19 年３月期 

9,539（  2.7） 
9,292（  5.0） 

553（ 111.3）
261（△36.1）

581（  84.5） 
315（△25.8） 

315（  69.2）
186（ △6.6）

 

 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 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20 年３月期 
19 年３月期 

43.58 
25.76 

－ 
25.65 

13.9 
8.8 

9.6 
6.4 

5.8 
2.8 

(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 
19 年３月期 

7,223 
4,883 

2,688 
2,153 

32.9 
44.1 

328.37 
297.45 

(参考) 自己資本          20 年３月期   2,376 百万円    19 年３月期   2,153 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 
19 年３月期 

525 
580 

△377 
△271 

523 
△115 

1,825 
1,154 

 
 
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 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 
  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 
20 年３月期 

3.50 
5.00 

6.50 
8.00 

10.00 
13.00 

72 
94 

38.8 
29.8 

3.4 
3.9 

21 年３月期 
（予想） 

6.50 6.50 13.00  28.5  

 
 
３．21 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
通    期 

 6,000（32.3）
13,000（36.3）

230（19.9）
 620（12.1）

250（12.9）
650（11.7）

130（ 9.1） 
330（ 4.6） 

17.96 
45.59 

 
 

                         －1－ 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有 

新規 １社（社名 株式会社ゼクシス） 
(注) 詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は、20 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 7,600,000 株 19 年３月期 7,600,000 株 
②期末自己株式数  20 年３月期  362,330 株 19 年３月期 360,800 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、27 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 
 

１.20 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 
19 年３月期 

8,625( 2.4) 
8,427(11.6) 

503（ 98.7）
253（△24.7）

531（ 73.3） 
306（△12.8） 

261（ 45.6）
179（△5.3） 

 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 
19 年３月期 

36.16 
24.83 

－ 
24.72 

(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 
19 年３月期 

5,661 
4,526 

2,117 
1,946 

37.4 
43.0 

292.53 
268.95 

(参考) 自己資本       20 年３月期  2,117 百万円   19 年３月期   1,946 百万円 
  

２．21 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 
通    期 

4,500( 9.9) 
10,000(15.9) 

200（18.7）
520（ 3.2）

220（11.6）
550（ 3.5）

110（35.9） 
280（ 7.0） 

15.19 
38.68 

 
 
 
 
 

※ 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および合

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。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、５～６ページをご覧ください。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当連結会計年度の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資や雇用情勢は堅調に推移

したものの、米国のサブプライム問題や原油価格高騰、円高等により景気減速懸念が強まってまいり

ました。 

当情報サービス産業におきましては、引き続き金融業界や通信業界を中心とする情報化投資の拡大

を受け年間を通して好調に推移いたしました。また、一方では中国、インド等でのオフショア開発が

一層進展し、企業の情報化に対する費用対効果の意識はますます厳しいものになってきております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、次の施策を進めてまいりました。 

① システム開発事業とサポート＆サービス事業の部門統合によるワンストップサービス実現への

布石作り 

② オフショアの有効活用のための開発基盤整備 

③ パッケージベンダーとの関係強化によるパッケージソリューションの事業化推進 

④ キーパートナーとの戦略共有による連携強化 

⑤ 不採算プロジェクト対策としての受注時審査とプロジェクト監視の強化 

⑥ 企業規模拡大のためのＭ＆Ａの推進 

これらの結果、ワンストップサービスの体制ができたことで、顧客に対するサービス提案が充実し

新規顧客の獲得と、既存顧客における業務範囲の拡大が進みました。また、オフショア開発基盤の整

備やパートナーとの連携強化により、システム開発における体制構築の選択肢が増え受注確率が高ま

りました。 

パッケージソリューションの事業化に関しては、株式会社オービックビジネスコンサルタント（以

下、ＯＢＣ）との協力関係を強化する一環として、同社の新製品である奉行Ｖ ＥＲＰシリーズ（※１）

に、当社が活用してきたプロジェクト管理会計システムのノウハウを取り込みテンプレート化してラ

インナップに加える作業を進めております。 

懸案となっていた不採算プロジェクトの対応に関しては、大規模案件の受注時及びプロジェクト推

進時の監視活動が機能し、事前にリスク対処することで不採算プロジェクトの発生を抑制するととも

に、全体的にプロジェクト管理の精度が上がり業績向上に好影響を与えております。 

また、Ｍ＆Ａの成果として平成 19 年 12 月 21 日付で株式会社ゼクシスの株式を取得し子会社化（議

決権比率 51.3％）いたしました。なお、平成 20 年 3月 31 日を株式のみなし取得日とするため、当期

の業績に与える影響はありません。 

子会社株式会社日本システムリサーチにおきましても、派遣問題の対策や要員の稼働率向上、販管

費の圧縮策が功を奏し連結としての業績向上に大きく寄与しております。 

この他、サポート＆サービス事業で前期に取得したＩＳＭＳ（※２）の認証を、システム開発事業

でも顧客からのセキュリティ要求に応えるため取得すべく準備を進めておりましたが、7 月に取得い

たしました。さらにサービス基盤を整備するためＩＴＳＭＳ（※３）の認証取得に向けて準備を進め

ており来期早々には取得できる見込みです。また、金融商品取引法への対応として平成２１年３月期

から始まる内部統制報告制度の準備も進めており、順調に進行しております。 

以上により、当連結会計年度の売上高は 9,539 百万円（前年比 2.7％増）、営業利益は 553 百万円（前

年比 111.3％増）、経常利益は 581 百万円（前年比 84.5％増）、当期純利益は 315 百万円（前年比 69.2％

増）となりました。 

また、単独決算といたしましては、売上高は 8,625 百万円（前年比 2.4％増）、営業利益は 503 百万

円（前年比 98.7％増）、経常利益は 531 百万円（前年比 73.3％増）、当期純利益は 261 百万円（前年比

45.6％増）となりました。 
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（※１） 奉行Ｖ ＥＲＰシリーズ（Enterprise Resource Planning ） 

ＥＲＰは企業全体を経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し、経営の効率化を図るための手法・概

念のことです。ＥＲＰを実現するための統合型ソフトウェアを「ＥＲＰパッケージ」と呼びます。 

奉行Ｖ ＥＲＰシ リーズはＯＢＣが会計パッケージとして実績のある奉行シリーズをＥＲＰパッケージ

としてグレードアップした戦略商品です。 

（※２）ＩＳＭＳ（Information Security Management System） 

情報セキュリティマネジメントシステムといい、事業リスクに対するリスク分析に基づき情報セキュリテ

ィの確立、導入・運用、監視・見直し、維持・改善を行うものです。当社はＩＳＭＳ適合性評価制度：JIS Q 

27001:2006(ISO/IEC 27001:2005)の認証を、平成19年7月30日に取得いたしました。 

（※３）ＩＴＳＭＳ（IT Service Management System） 

ＩＴＳＭＳ適合性評価制度は、ISO/IEC 20000-1：2005を認証規格としたITサービスの運用管理が一定の品

質で提供されていることを第三者が認証する制度の事です。 
 

事 業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 

  ①システム開発事業 

 前期から実施している大規模案件受注時の受注会議やプロジェクト推進時の監視活動において、さ

まざまなリスクの検討やプロジェクト推進の指導を徹底してきた結果、不採算プロジェクトがほとん

ど無くなるとともに、プロジェクト全体にも利益率向上の効果が出てきております。また、このよう

な取り組みにより顧客からの受注プロジェクトにおいて生産性や品質の向上も図られ、信頼関係をよ

り強固なものとすることができ、次のプロジェクト受注に繋がりました。 

 懸案であった地方事業所の収益力向上に関しても、見積精度の向上やプロジェクトのリスク管理を

強化したことで、利益を出せる状態になりました。また、オフショアの活用を推進するために注力し

てきた中国子会社も生産基盤として定着しつつあり、システム開発の原価低減に寄与し始めています。 

 今までシステム開発事業の一つとして推進してきた、パッケージを利用したシステム作りも第 4 の

事業としての取り組みを始めています。具体的には、ＯＢＣの新製品である奉行Ｖ ＥＲＰシリーズに、

当社開発のプロジェクト管理会計システムをラインナップに加え、ＯＢＣと営業及び導入作業におい

て協力関係を強化してまいりました。別の取り組みとして、日本オラクル株式会社が提供しているＪ

ＤＥ（※４）のコンサルテーションを含めた導入作業に対する体制も整え、日本オラクル社認定のＣ

ＥＲＴＩＦＩＥＤ ＰＡＲＴＮＥＲとして一層の関係強化を図ってまいりました。これら複数のパッ

ケージソリューションを提供できる体制を整備したことで、第４の事業として成長軌道に載せるべく

準備が整ってまいりました。 

 以上により、売上高 5,469 百万円（前年比 1.7％増）、売上総利益 1,035 百万円（前年比 25.7％増）

となりました。 

（※４）ＪＤＥ（JD Edwards EnterpriseOne） 

ＪＤＥは日本オラクル株式会社が中堅企業向けに提供しているＥＲＰパッケージです。 
 

  ②サポート＆サービス事業 

 前期にＩＳＭＳの認証を取得し環境を整備してスタートしたマネージドサービスセンター業務が順

調に拡大いたしました。このサービスは、お客様のシステム運用部門に替わり 24 時間 365 日障害対応

やシステム運用・保守まで、お客様のＩＴインフラ全てを包括してサポートするものです。当期は、

システム開発事業とサポート＆サービス事業の部門を統合して、スムーズにワンストップサービスを

提供できる体制を構築したことで、システム開発からインフラ構築を含めた運用管理までを一括受注

できるようになりました。また、既存顧客のニーズを満たすための契約形態の見直しをしたことなど

で増収増益を達成することができました。 

 以上により、売上高 1,604 百万円（前年比 8.2％増）、売上総利益 248 百万円（前年比 5.9％増）と

なりました。 
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   ③パーキングシステム事業 

道路法施行令の一部改正によって道路上への駐輪場設置が可能になり、これらのマーケットに対す

る営業を強化したことで、バイクポートを含めた歩道上駐輪場案件が増加いたしました。この結果、

当連結会計年度末で自転車及びバイクの管理台数として 10 万台を突破いたしました。また、以前設置

した駐輪場の機器入れ替えも徐々に増えてきております。 

前期に競争力強化のためにサポートセンターの充実や営業人材の獲得・育成に投資したことが当期

になって実を結びはじめるなど、直接売上及び利益を大幅に増やすことができました。しかし、代理

店売上が前期に比べ不調であったため通期での売上は微減となりました。新型ラックや新型精算機の

開発による機器の原価低減も利益率向上に寄与し始めています。 

以上により、売上高 2,275 百万円（前年比 2.9％減）、売上総利益 499 百万円（前年比 9.1％増）と

なりました。 
 

  ④その他事業 

 二次元コード関連事業におきましては、今後の発展が見込めないため事業の整理を進めてまいりま

したが、当期ですべての整理を終了しました。また、その他の事業におきましては、既存顧客におい

てシステムの運用も任されることが増えてきております。 

以上により、売上高 190 百万円（前年比 118.3％増）、売上総利益 13 百万円（前年比 14.7％増）とな

りました。 

 

（次期の見通し） 

次期におけるわが国経済は、米国経済の減速や金融市場の混乱が影響し、不透明な状況が続くもの

と思われます。当情報サービス産業におきましても、企業の情報化投資に慎重さが増すものと思われ

ますが、企業間競争に打ち勝つための情報化投資は必須であり、コスト対効果に対して更に敏感にな

るものの、前期並に推移するものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループのシステム開発事業におきましては、既存顧客との強固な信

頼関係により幾つかの大型プロジェクトの受注が決まっております。さらに、ワンストップサービス

の体制や前期構築したパッケージソリューションの基盤を確立し、サービスメニューを充実した営業

戦略を展開することで受注拡大が図れるものと思われます。また、プロジェクト監視体制を継続し、

リスク管理方式を全プロジェクトに適応していくことで当期以上に利益を確保できる見込みでありま

す。 

サポート＆サービス事業におきましても既存顧客の受注は安定的に確保できており、新サービスの

マネージドサービスセンター業務はインフラを含めたシステムの運用保守をアウトソーシングする形

式でＳＬＡ（※５）を明確に定義するため、顧客の評価も高く、今後も拡大が図れるものと確信して

おります。また、これらの運用業務は標準化等により効率性を高める努力が利益に直結するため利益

率向上に寄与するものと思われます。 

パーキングシステム事業におきましては、10 万台を超える自転車及びバイクを管理する体制整備や

利用者サービスを向上させるサポートセンターの充実、また決済方式としてパスモやスイカへの対応

を推進してまいりました。このような利用者の利便性を追求する経営姿勢等が自治体や民間企業に評

価され、厳しい受注競争も優位に進めております。次期においても新規駐輪場ニーズや既存駐輪場の

機器入れ替えニーズの増加が見込まれており、このための営業及びサポートセンターを含めた管理要

員も増員いたしました。これからも、駐輪場に関する総合サービス企業として利用者の目線に合わせ

た運営を徹底し、道路法施行令の改正などの追い風を活かした営業活動を推進することで、当期以上

の収益が上げられるものと思われます。 

子会社におきましては、平成 21 年３月に創業 40 周年を向える株式会社ゼクシスがＮＣＤグループ

の一員として新たに損益面でも連結の対象となります。株式会社ゼクシスは関西を中心に営業活動を
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展開し、確固たる基盤を築いてまいりました。この基盤を活かし、当社で新たな事業として展開する

ＯＢＣのパッケージソリューション事業を関西で展開する予定です。東京支社に関してもＮＣＤとの

協力体制を強化することで当期以上の業績が期待できます。また、株式会社日本システムリサーチは、

一般及び特定派遣事業に特化することで今まで以上の成果を上げることができるものと思われます。 

このような各事業の拡張等により、現在まで何とかやり繰りしてきた本社事務所スペースが限界に

なってまいりました。このため業務の効率化を考え同ビル内に増床する予定です。 

以上により、連結業績は、売上高は 13,000 百万円（当期比 36.3％増）、営業利益は 620 百万円（当

期比 12.1％増）、経常利益は 650 百万円（当期比 11.7％増）、当期純利益は 330 百万円（当期比 4.6％

増）を予定しております。 

また、単独決算といたしましては、売上高は 10,000 百万円（当期比 15.9％増）、営業利益は 520 百

万円（当期比 3.2％増）、経常利益は 550 百万円（当期比 3.5％増）、当期純利益は 280 百万円（当期比

7.0％増）を予定しております。 

（※５）ＳＬＡ（Service Level Agreement） 

サービスの提供者と委託者が契約を行う際に、提供するサービスの内容と範囲、品質に対する要求水準を明確

にして、それが達成できなかった場合のルールを含めてあらかじめ合意しておくこと。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 
 

当連結会計年度末の資産､負債及び純資産は、子会社化した株式会社ゼクシスを新たに連結の範囲に

含めたため、大幅に増加いたしました。 

総資産につきましては、前年と比較して2,339百万円増加し7,223百万円となりました。主な増加要

因は現金及び預金の増加額1,003百万円、受取手形及び売掛金の増加額525百万円及びのれん184百万円

等によるものです。 

負債合計につきましては、前年と比較して1,804百万円増加し4,534百万円となりました。主な増加

要因は社債の増加額660百万円、退職給付引当金の増加額409百万円及び未払法人税等の増加額290百万

円です。 

純資産につきましては、前年と比較して535百万円増加し2,688百万円となりました。主な増加要因

は少数株主持分311百万円及び利益剰余金の増加額231百万円です。 
  

 

②キャッシュ・フローの状況 
 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年と比較して671百万円増加し、当連結会計年度

末には1,825百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは前年と比較して55百万円減少し、525

百万円の流入となりました。主な流入要因は、税金等調整前当期純利益の562百万円、賞与引当金の増

加額123百万円及び減価償却費の113百万円です。一方、主な流出要因は、売上債権の増加額163百万円、

法人税等の支払額109百万円及び仕入債務の減少額100百万円です。 
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは前年と比較して106百万円減少し、377

百万円の流出となりました。主な流出要因は、子会社株式の取得による支出130百万円及び定期預金等

の純増加額130百万円です。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは前年と比較して639百万円増加し、523

百万円の流入となりました。主な流入要因は、社債発行による収入489百万円です。一方、主な流出要

因は、配当金の支払額83百万円です。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

自己資本比率（％） 41.5 44.1 32.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 81.3 58.5 29.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 355.4 125.2 194.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 27.8 72.9 44.9 

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：（（期首有利子負債＋期末有利子負債）／２）／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 いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

   ３ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使 

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。 

   ４ 平成 20 年３月期において新たに連結子会社となった株式会社ゼクシスは、平成 20 年３月 31 日を

みなし取得日としているため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオの計算には株式会社ゼクシスを含んでおりません。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

企業体質の強化と積極的な事業展開に備えて内部留保に努めるとともに、配当性向や配当利回りな

どを総合的に判断し、安定的な配当を維持する事を基本方針として実践してまいりました。今後にお

きましても、経営基盤の一層の強化と積極的な事業展開を継続しつつ、配当性向として 40％を目標に

適切な利益還元を実施していく所存であります。 

なお、平成20年３月期の1株当たり年間配当は13円と3円増配することにいたしました。このうち既

に中間配当として5円の配当を行っておりますので、期末においては8円を配当する予定であります。 

また、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多く

の皆様に当社の事業へのご理解とご支援をいただくことと、中長期的に当社株式を保有していただけ

る株主様の増加を図ることを目的に、株主優待制度を新設いたしました。 
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2. 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び子会社４社で構成されており、システム開発事業、サポート＆サービ

ス事業及びパーキングシステム事業を主として行っております。 

  当社グループ企業と事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

 
事業の種類別セグメント 事 業 内 容 

システム開発事業 

（当社） 

（㈱日本システムリサーチ） 

（㈱ゼクシス） 

（天津恩馳徳信息系統開発有限公司） 

システム開発 

システム維持

： コンサルティング   

  システムインテグレーションサービス 

： アプリケーションシステムの保守及び運用

サポート＆サービス事業 

（当社） 

（㈱ゼクシス） 

テクニカルサポートサービス、ヘルプデスクサービス、 

アウトソーシングサービス 

パーキングシステム事業 

（当社） 

自転車駐車場管理システムの販売及び運営、自転車駐車場運営

及びこれらに関するコンサルティング 

その他事業 

（当社） 

（㈱日本システムリサーチ） 

（㈱ゼクシス） 

二次元コード関連販売、ソフトウェアパッケージの販売、シス

テム等管理運営、その他のサービス 

 
(注) 1. 子会社 ㈱エヌシーディは、現在具体的な業務開始には至っておりません。 

   2. ㈱ゼクシスは、平成19年12月21日付で株式を取得し子会社化（議決権比率51.3%）いたしました。 

なお、平成20年３月31日をみなし取得日としているため、当連結会計年度においては、貸借対照表のみを連結し

ております。 
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当     社 

システム開発

 

 

 

             

                                       

    

 

（連結子会社） 

㈱ゼクシス 

 （連結子会社） 

㈱日本システムリサーチ

 （連結子会社） 
天津恩馳徳信息 
系統開発有限公司 

システム開発事業  システム開発事業   システム開発事業 

サポート＆サービス  その他事業   

その他事業  

 

 

事 業

サ ポ ー ト ＆

事業

パ ー キ ン グ

システム事業
そ の 他 事 業

サービス

お 客 様 
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3. 経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

平成19年3月期決算短信（平成19年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

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.ncd.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/ 
 

（2）目標とする経営指標 

目標とする経営指標は、株主の皆様よりお預かりした資本を 大限効率的に活用すべく、株主資

本当期純利益率（ＲＯＥ）12％以上を目標に、より一層の効率的活用を図ってまいります。また、

高収益企業を目指して売上高経常利益率７％を目標に経営努力をしてまいります。今期におきまし

ては、プロジェクト管理を徹底したことで不採算プロジェクトがほとんどなくなったことや業務の

効率化が図れたことでＲＯＥ14％、売上高経常利益率は6.1％と前期比2.7ポイントの改善ができま

した。 
 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

平成19年３月期決算短信（平成19年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 

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.ncd.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/ 
 

（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５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 

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.ncd.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 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・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

載された事項と本項目に関する記載事項が重複するため開示を省略しております。 

当該コーポレート・ガバナンス報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（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/ 

 

 

http://www.ncd.co.jp/
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
http://www.ncd.co.jp/
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
http://www.ncd.co.jp/
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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4. 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

                                           （単位：千円） 

  
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) 
増減 

       区分 
注記 

番号    金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

(資産の部)   ％  ％  ％

Ⅰ 流動資産      

 １ 現金及び預金 ※３ 1,337,835 2,341,184  1,003,349

 ２ 受取手形及び売掛金  1,606,923 2,132,688  525,765

 ３ たな卸資産  173,997 203,166  29,169

 ４ 繰延税金資産  131,733 213,051  81,317

 ５ その他  107,369 108,328  958

   貸倒引当金  △8,853 ―  8,853

流動資産合計  3,349,005 68.6 4,998,419 69.2 1,649,414 49.3

  

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物及び構築物 ※１･３ 92,334 92,430  95

  (2) 工具器具及び備品 ※１ 279,256 260,741  △18,515

  (3) 土地 ※３ 317,735 317,735  ―

  (4) 建設仮勘定  12,300 ―  △12,300

有形固定資産合計  701,627 14.4 670,907 9.3 △30,719 △4.4

２ 無形固定資産   

(1) のれん  ― 184,816  184,816

(2) その他  69,212 127,193  57,981

無形固定資産合計  69,212 1.4 312,010 4.3 242,798 350.8

３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２･３ 206,848 209,875  3,027

  (2) 長期貸付金  25,766 23,439  △2,327

  (3) 繰延税金資産  252,036 456,733  204,697

  (4) その他  316,020 587,165  271,145

    貸倒引当金  △36,664 △35,284  1,380

投資その他の資産合計  764,006 15.6 1,241,929 17.2 477,923 62.6

固定資産合計  1,534,846 31.4 2,224,847 30.8 690,001 45.0

資産合計  4,883,851 100.0 7,223,267 100.0 2,339,415 47.9

 



日本コンピュータ・ダイナミクス㈱（4783）平成20年３月期決算短信 
 

 －11－

  
 

   （単位：千円） 

  
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) 
増減 

       区分 
注記 

番号 
金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

(負債の部)   ％  ％  ％

Ⅰ 流動負債      

 １ 買掛金  558,872 530,696  △28,176

 ２ 短期借入金 ※３ 682,812 791,591  108,779

 ３ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※３ 8,590 62,060  53,470

 ４ 一年以内償還予定社債  ― 180,000  180,000

 ５ 未払法人税等  73,730 363,839  290,108

 ６ 賞与引当金  265,169 389,160  123,990

 ７ 役員賞与引当金  ― 12,375  12,375

 ８ その他  363,325 376,128  12,803

流動負債合計  1,952,499 40.0 2,705,850 37.5 753,350 38.6

  

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債  ― 480,000  480,000

２ 長期借入金 ※３ ― 101,330  101,330

 ３ 退職給付引当金  540,702 950,517  409,814

 ４ 役員退職慰労引当金  214,689 274,365  59,675

 ５ その他  22,648 22,648  ―

固定負債合計  778,041 15.9 1,828,860 25.3 1,050,819 135.1

負債合計  2,730,541 55.9 4,534,711 62.8 1,804,169 66.1

       （純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

  １ 資本金  438,750 438,750  ―

  ２ 資本剰余金  568,668 568,668  ―

  ３ 利益剰余金  1,243,101 1,475,352  232,250

 ４ 自己株式  △128,513 △129,013  △500

   株主資本合計  2,122,006 43.5 2,353,756 32.6 231,750 10.9

Ⅱ 評価・換算差額等   
  １ その他有価証券 
      評価差額金 

 29,852 21,281  △8,570

  ２ 為替換算調整勘定  1,451 1,635  183

      評価・換算差額等合計  31,304 0.6 22,917 0.3 △8,387 △26.8

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 311,882 4.3 311,882 ―

     純資産合計  2,153,310 44.1 2,688,556 37.2 535,245 24.9

     負債純資産合計  4,883,851 100.0 7,223,267 100.0 2,339,415 47.9
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(2) 連結損益計算書 

     （単位：千円） 

  
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) 

増減 

            区分 
注記 

番号    金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 増減率

   ％ ％  ％

Ⅰ 売上高  9,292,646 100.0 9,539,505 100.0 246,858 2.7

Ⅱ 売上原価  7,764,108 83.6 7,742,009 81.2 △22,099 △0.3

売上総利益  1,528,538 16.4 1,797,496 18.8 268,958 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,266,718 13.6 1,244,339 13.0 △22,379 △1.8

 １ 役員報酬  158,560 158,000  △560

 ２ 給与手当  405,747 398,964  △6,783

 ３ 賞与引当金繰入額  52,355 63,059  10,703

 ４ 役員賞与引当金繰入額  ― 12,375  12,375

 ５ 退職給付費用  29,459 44,336  14,876
 ６ 役員退職慰労 

引当金繰入額 
 19,742 21,780  2,037

 ７ その他 ※１ 600,853 545,824  △55,028

営業利益  261,819 2.8 553,157 5.8 291,337 111.3

Ⅳ 営業外収益  72,197 0.8 53,707 0.6 △18,490 △25.6

 １ 受取利息  662 1,638  975

 ２ 受取配当金  4,822 5,998  1,176

 ３ 家賃収入  11,083 11,035  △47

 ４ 補助金等  33,914 11,692  △22,222

 ５ 販売委託業務精算金  11,066 ―  △11,066

 ６ 受取保険配当金  ― 13,810  13,810

 ７ 雑収入  10,647 9,531  △1,116

Ⅴ 営業外費用  18,715 0.2 25,045 0.3 6,330 33.8

 １ 支払利息  8,071 13,252  5,180

  ２ 匿名組合投資損失  10,000 ―  △10,000

 ３ 社債発行費  ― 10,039  10,039

  ４ 雑損失  644 1,753  1,109

   経常利益  315,301 3.4 581,818 6.1 266,517 84.5

Ⅵ 特別利益  53,844 0.6 14,696 0.2 △39,147 △72.7

 １ 固定資産売却益 ※２ ― 3,862  3,862

 ２ 貸倒引当金戻入益  9,715 10,833  1,118

 ３ リース資産譲渡益  44,129 ―  △44,129

Ⅶ 特別損失  27,303 0.3 34,359 0.4 7,055 25.8

 １ 固定資産除却損 ※３ 26,756 1,026  △25,730

 ２ 投資有価証券評価損  ― 33,333  33,333

 ３ その他  547 ―  △547

   税金等調整前 
当期純利益 

 341,842 3.7 562,155 5.9 220,313 64.4

   法人税、住民税 
及び事業税 

 68,495 0.8 377,503 4.0 309,007 451.1

   法人税等調整額  86,853 0.9 △130,849 △1.4 △217,702 △250.7

   当期純利益  186,492 2.0 315,501 3.3 129,008 69.2
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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） 
(単位：千円) 

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 438,750 568,668 1,138,364 △128,160 2,017,622 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △76,017  △76,017 

連結範囲の変動   △538  △538 

利益処分による役員賞与   △5,200  △5,200 

当期純利益   186,492  186,492 

自己株式の取得    △353 △353 

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   104,736 △353 104,383 

平成 19 年３月 31 日残高 438,750 568,668 1,243,101 △128,513 2,122,006 

  

  (単位：千円)   

評価・換算差額等  

 その他有価証

券評価差額金

為替換算  

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 48,671 ― 48,671 2,066,294 

連結会計年度中の変動額   
 

 

剰余金の配当   
 

△76,017 

連結範囲の変動   
 

△538 

利益処分による役員賞与   
 

△5,200 

当期純利益   
 

186,492 

自己株式の取得   
 

△353 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

△18,819 1,451 △17,367 △17,367 

連結会計年度中の変動額合計 △18,819 1,451 △17,367 87,015 

平成 19 年３月 31 日残高 29,852 1,451 31,304 2,153,310 
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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） 

(単位：千円) 

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 438,750 568,668 1,243,101 △128,513 2,122,006 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △83,250  △83,250 

当期純利益   315,501  315,501 

自己株式の取得    △500 △500 

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   232,250 △500 231,750 

平成 20 年３月 31 日残高 438,750 568,668 1,475,352 △129,013 2,353,756 

  

  (単位：千円)   

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金

為替換算  

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高 29,852 1,451 31,304 ― 2,153,310 

連結会計年度中の変動額   
  

 

剰余金の配当   
  

△83,250 

当期純利益   
  

315,501 

自己株式の取得   
  

△500 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

△8,570 183 △8,387 311,882 303,495 

連結会計年度中の変動額合計 △8,570 183 △8,387 311,882 535,245 

平成 20 年３月 31 日残高 21,281 1,635 22,917 311,882 2,688,556 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

       （単位：千円） 

  
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)

          区分 
注記

番号
金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益  341,842 562,155 

 ２ 減価償却費  107,228 113,147 

 ３ 貸倒引当金の増減額(減少は△)  2,333 △10,233 

 ４ 賞与引当金の増減額(減少は△)  △31,573 123,990 

 ５ 役員賞与引当金の増減額(減少は△)  ― 12,375 

 ６ 退職給付引当金の増減額(減少は△)  45,171 81,696 

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少は△)  △53,460 12,838 

 ８ 受取利息及び受取配当金  △5,485 △7,637 

 ９ 支払利息  8,071 13,252 

 10 投資有価証券評価損  ― 33,333 

 11 売上債権の増減額(増加は△)  214,496 △163,467 

 12 たな卸資産の増減額(増加は△)  77,023 △1,160 

 13 仕入債務の増減額(減少は△)  40,109 △100,939 

 14 未払消費税等の増減額(減少は△)  32,629 △6,828 

 15 その他流動資産の増減額(増加は△)  △15,727 △24,050 

 16 その他流動負債の増減額(減少は△)  93,597 △47,865 

 17 その他固定負債の増減額(減少は△)  10,000 ― 

 18 その他  △99,397 48,379 

    小計  766,859 638,985 

 19 利息及び配当金の受取額  5,429 7,363 

 20 利息の支払額  △7,960 △11,696 

 21 法人税等の支払額  △183,685 △109,036 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  580,642 525,615 
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       （単位：千円） 

  
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)

          区分 
注記

番号
金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金等の預入れによる支出  △238,020 △258,264 

 ２ 定期預金等の払戻しによる収入  269,300 128,020 

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △231,058 △88,106 

 ４ 有形固定資産の売却による収入  ― 23,000 

 ５ 無形固定資産の取得による支出  △33,345 △77,483 

 ６ 投資有価証券の取得による支出  △46,138 △8,671 

 ７ 子会社株式の取得による支出 ※２ ― △130,697 

 ８ 長期貸付けによる支出  △2,000 △2,200 

 ９ 長期貸付金の回収による収入  7,310 3,496 

 10 その他  2,947 33,198 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △271,005 △377,708 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入れによる収入  1,200,000 950,000 

 ２ 短期借入金の返済による支出  △1,099,981 △891,221 

 ３ 長期借入れによる収入  ― 100,000 

 ４ 長期借入金の返済による支出  △92,670 △41,910 

 ５ 社債発行による収入  ― 489,960 

 ６ 社債の償還による支出  △48,000 ― 

 ７ 自己株式の取得による支出  △353 △500 

 ８ 配当金の支払額  △74,863 △83,137 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △115,868 523,191 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △439 △54 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  193,329 671,043 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  951,987 1,154,814 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物増加額  9,497 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,154,814 1,825,858 
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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) 連結子会社の数   ２社 

 連結子会社の名称 

 株式会社日本システムリサーチ 

 天津恩馳徳信息系統開発有限公司

  従来、非連結子会社であった天津

恩馳徳信息系統開発有限公司は、重

要性が増したことにより当連結会

計年度より連結の範囲に含めてお

ります。 

(1) 連結子会社の数   ３社 

 連結子会社の名称 

 株式会社日本システムリサーチ 

 株式会社ゼクシス 

 天津恩馳徳信息系統開発有限公司
株式会社ゼクシスは、平成19年12月
に株式を取得しており、平成20年３
月31日をみなし取得日としているた
め、当連結会計年度の財務諸表には、
貸借対照表のみを連結しておりま
す。 

 (2) 非連結子会社 

 株式会社エヌシーディ 

  

 （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、総

資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）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、連

結範囲から除いております。 

(2) 非連結子会社 

 株式会社エヌシーディ 

  

（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) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社はありません。 

 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社はありません。 

 

 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

 株式会社エヌシーディ 

   

（持分法を適用しない理由） 

  持分法非適用会社は、当期純損益

 （持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等が、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、

持分法の適用から除外しておりま

す。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

の名称 

 株式会社エヌシーディ 

   

 （持分法を適用しない理由） 

    同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 決算日が連結決算日と異なる場合

の内容等 

 天津恩馳徳信息系統開発有限公司

の決算日は、12月31日であります。連

結財務諸表を作成するに当たっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行ってお

ります。  

 決算日が連結決算日と異なる場合

の内容等 

        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 

 ①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(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定) 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 ②たな卸資産 

  商品 

   総平均法による原価法 

  仕掛品 

   個別法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 ①有価証券 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②たな卸資産 

  商品 

     同左 

  仕掛品 

     同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ①有形固定資産 

  定率法(ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(付属設備を除

く)については、定額法) 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

  建物及び構築物  10～22年 
  工具器具及び備品 ４～20年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

 ①有形固定資産 

  定率法(ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(付属設備を除

く)については、定額法) 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

  建物及び構築物  10～22年 

  工具器具及び備品 ２～20年 

  ②無形固定資産 

 定額法 

 なお、償却年数については、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、パッケージソフトウェア

（市場販売目的のソフトウェア）に

ついては、経済的耐用年数（３年）

に基づく定額法 

  自社利用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 

 ②無形固定資産 

     同左 

  (3) 重要な繰延資産の処理方法 

 社債発行費については、支出時に

全額費用処理しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

     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) 

  ②賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③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。 

  過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法によ

り費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、翌連結会計

年度に一括費用処理することとし

ております。      

 ④役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(4) 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。

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜き方式によっております。

 ③役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えるため、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。 

（追加情報） 

 前連結会計年度より、｢役員賞与に関

する会計基準｣ （企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しておりますが、前連結会

計年度においては、支給する見込みが

全くなかったため計上しておりませ

ん。 

 ④退職給付引当金 

       同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤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 

     同左   

 

 

 

 

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項           

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、効果の

発現する期間を合理的に見積り７年

で定額法により償却することとして

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) 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金および取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投資か

らなっております。 

       同左 

           

(6) 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 

（会計処理の変更） 

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｣（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び｢貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針｣（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,153,310千円であります。 

 また、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。

                   ――――― 

 

                   ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重要な減価償却資産の減価償却方法） 

 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。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影響も軽微であります。

 

（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) 

          ――――― 

 

 （連結損益計算書） 

 ｢受取保険配当金｣は、前連結会計年度においては、

営業外収益の｢雑収入｣に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において営業外収益の総額の 100

分の10超となったため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の｢受取保険配当金｣の金額は

774千円であります。 
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（追加情報） 

 

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) 

（「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上

の取扱い」） 

 当連結会計年度より、｢ソフトウェア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い｣（企業会計基準委員会 平

成18年３月30日 実務対応報告第17号）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。      

         ――――― 

          ――――― 

  

 

 

 

 

 

（重要な減価償却資産の減価償却方法） 

 当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産のうち償却可能限度額までの償却が

終了しているものについては、残存簿価を翌連結会計

年度より５年間で均等償却しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影響も軽微でありま

す。 

 

 

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成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 

 277,589千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 395,837千円
 

※２ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

投資有価証券（株式） 10,000千円  

   
 

※２ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

投資有価証券（株式） 10,000千円

 
 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 67,000千円

建物及び構築物 43,613千円

土地 112,287千円

投資有価証券 13,300千円

   計 236,201千円
 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 117,000千円

建物及び構築物 41,212千円

土地 112,287千円

投資有価証券 38,703千円

   計 309,203千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 300,001千円

一年以内返済予定 
長期借入金 

8,590千円

   計 308,591千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 350,001千円

一年以内返済予定 
長期借入金 

28,740千円

長期借入金 67,970千円

   計 446,711千円
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(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) 

※１一般管理費に含まれる研究開発費は、6,047千円

であります。 

※２        ――――― 

 

※３ 固定資産除却損 

 無形固定資産その他 
 （ソフトウエア） 

26,715千円

 工具器具及び備品 41千円

   計 26,756千円

  
 

※１        ――――― 

 

※２ 固定資産売却益 

 工具器具及び備品 3,862千円

※３ 固定資産除却損 

 建物及び構築物 561千円

 工具器具及び備品 424千円

 無形固定資産その他 
 （ソフトウエア） 

39千円

   計 1,026千円
 

 

(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. 発行済株式に関する事項 

  株式の種類   前連結会計年度末 増加  減少  当連結会計年度末 

普通株式（株）     7,600,000        ―        ―       7,600,000 

  

 ２. 自己株式に関する事項 

  株式の種類   前連結会計年度末 増加  減少  当連結会計年度末 

普通株式（株）      360,000      800        ―            360,800 

 （変動事由の概要） 

  増加の内訳は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 ３. 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 ４. 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類  
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 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     50,680  ７円 00 銭 平成 18年３月 31日 平成 18年６月 26日

平成 18年 11月 10日 

取締役会 
普通株式       25,337  ３円 50 銭 平成 18年９月 30日 平成 18年 12月５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当連結会計年度後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の 

総額(千円)

１株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 21 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金    47,054 ６円 50銭 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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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. 発行済株式に関する事項 

  株式の種類   前連結会計年度末 増加  減少  当連結会計年度末 

普通株式（株）     7,600,000        ―        ―       7,600,000 

  

 ２. 自己株式に関する事項 

  株式の種類   前連結会計年度末 増加  減少  当連結会計年度末 

普通株式（株）      360,800      1,530        ―            362,330 

 （変動事由の概要） 

  増加の内訳は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 ３. 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 ４. 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類  
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 21 日 

定時株主総会 
普通株式     47,054  ６円 50 銭 平成 19年３月 31日 平成 19年６月 22日

平成 19 年 11 月８日 

取締役会 
普通株式     36,196  ５円 00 銭 平成 19年９月 30日 平成 19年 12月４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当連結会計年度後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の 

総額(千円)

１株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成 20 年６月 24 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金   57,901 ８円 00銭 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,337,835千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△183,020千円

現金及び現金同等物 1,154,814千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 2,341,184千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△515,326千円

現金及び現金同等物 1,825,858千円
 

※２       ――――――― ※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 
 
  株式の取得により新たに㈱ゼクシスを連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

㈱ゼクシス株式の取得価額と㈱ゼクシス取得のた

めの支出（純額）との関係は次のとおりであります。

流動資産 988,327千円

固定資産 510,851千円

のれん 184,816千円

流動負債 △334,681千円

固定負債 △524,081千円

少数株主持分 △311,882千円

㈱ゼクシス株式の取得価額 513,349千円

㈱ゼクシス現金及び現金 

同等物 
382,651千円

差引：㈱ゼクシス取得のため 
の支出 

130,697千円
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
システム

開発事業

(千円)

 サポート＆  

サービス事業

(千円)

 パーキング

システム事業

(千円)

その他事業

(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 5,378,481 1,483,353 2,343,731 87,080 9,292,646 ― 9,292,646

 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 5,378,481 1,483,353 2,343,731 87,080 9,292,646 ― 9,292,646

 営業費用 4,827,470 1,314,445 2,110,789 87,262 8,339,967 690,859 9,030,827

 営業利益又は営業損失(△) 551,011 168,908 232,941 △181 952,679 (690,859) 261,819

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

 資産 1,294,084 207,504 1,008,726 56,194 2,566,508 2,317,342 4,883,851

 減価償却費 19,238 6,961 71,151 256 97,607 9,620 107,228

 資本的支出 1,903 1,050 132,601 8 135,563 6,682 142,246

(注) １ 事業区分は、サービスの種類、性質および市場の類似性を考慮し、区分しております。 
２ 各事業区分の主なサービス 
  (1) システム開発事業・・・・・・・コンサルティング、システムインテグレーションサービス 
  (2) サポート＆サービス事業・・・・テクニカルサポートサービス、ヘルプデスクサービス 
  (3) パーキングシステム事業・・・・自転車駐車場管理システムの販売および運営、自転車駐車場運営に

関するコンサルティング 
  (4) その他事業・・・・・・・・・・二次元コード関連販売、ソフトウェアパッケージの販売、 

その他のサービス 
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(690,859千円)の主なものは、親会社本

社の管理部門に係る費用であります。 
４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,317,342千円)の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。 

 
    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) 

 
システム

開発事業

(千円)

 サポート＆  

サービス事業

(千円)

 パーキング

システム事業

(千円)

その他事業

(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 5,469,621 1,604,319 2,275,429 190,135 9,539,505 ― 9,539,505

 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 5,469,621 1,604,319 2,275,429 190,135 9,539,505 ― 9,539,505

 営業費用 4,736,621 1,413,721 1,946,917 185,257 8,282,517 703,830 8,986,348

 営業利益 733,000 190,598 328,511 4,877 1,256,987 (703,830) 553,157

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

 資産 2,597,520 741,872 1,040,792 74,022 4,454,209 2,769,058 7,223,267

 減価償却費 14,312 1,290 87,075 759 103,437 9,710 113,147

 資本的支出 62,820 3,498 90,447 2,808 159,574 3,441 163,016

(注) １ 事業区分は、サービスの種類、性質および市場の類似性を考慮し、区分しております。 
２ 各事業区分の主なサービス 
  (1) システム開発事業・・・・・・・コンサルティング、システムインテグレーションサービス 
  (2) サポート＆サービス事業・・・・テクニカルサポートサービス、ヘルプデスクサービス 
  (3) パーキングシステム事業・・・・自転車駐車場管理システムの販売および運営、自転車駐車場運営に

関するコンサルティング 
  (4) その他事業・・・・・・・・・・二次元コード関連販売、ソフトウェアパッケージの販売、 

その他のサービス 
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(703,830千円)の主なものは、親会社本

社の管理部門に係る費用であります。 
４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,769,058千円)の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合

がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成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) 

海外売上高はいずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しており

ます。 

 

 

 (デリバティブ取引) 

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) 

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) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

(企業結合等) 

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) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報)  

 

前連結会計年度 
(自 平成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             297.45円 

１株当たり当期純利益           25.76円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   25.65円   

 

 

１株当たり純資産額             328.37円 

１株当たり当期純利益           43.58円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

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) 

純資産の部の合計額 2,153,310千円 2,688,556千円 

純資産の部の合計額から控除する金額 ―千円 311,882千円 

普通株式に係る純資産額 2,153,310千円 2,376,673千円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数 
7,239千株 7,237千株 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の    

   とおりであります。 

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株当たり当期純利益 

 当期純利益 186,492千円 315,501千円 

 普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円 

 普通株式の期中平均株式数 7,239千株 7,238千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額 ―千円 ―千円 

 普通株式増加数 31千株 ―千株 

  （うち新株予約権） （31千株） （―千株）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

 

―――――  

 

 

平成17年６月24日定時株主総会

決議ストックオプション 

（新株予約権320個） 

普通株式 320千株 
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(重要な後発事象) 

 

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) 

該当事項はありません。 1. 重要な株式交換 

(1) 当社は首都圏を中心としたシステム開発事業を展

開しておりますが、かねてより規模の拡大と主要

都市圏への展開を模索しております。 

一方、株式会社ゼクシスは関西圏を拠点に同事業

を展開しており、規模の拡大と首都圏への進出に

よる経営基盤の強化を目指しておりました。 

ここに両社の接点があり、不足資源を相互に補完

しながら経営体質の強化と成長を図ることを目的

として、株式交換により、株式会社ゼクシスを完

全子会社とすることといたしました。 

(2) 株式交換の方法 

平成20年５月12日に締結した株式交換契約書に基

づき、平成20年８月１日（予定）を株式交換の効

力発生日として、株式会社ゼクシスの株主が保有

する株式会社ゼクシスの普通株式を当社が取得

し、株式会社ゼクシスの株主に対して、募集によ

らない新株式の発行及び自己株式の処分により当

社の普通株式を割当交付いたします。これにより、

株式会社ゼクシスは当社の完全子会社となりま

す。 

(3) 株式交換の内容 

株式会社ゼクシスの普通株式１株につき、当社の

普通株式16.675株の割合をもって割当交付しま

す。ただし、当社が保有する株式会社ゼクシスの

普通株式については割当交付を行いません。 

(4) 株式交換の時期 

平成20年８月１日（効力発生日） 

(5) 発行する株式の種類及び数 

普通株式 1,200,000株 

(6) 発行価額 

296.84円 

(7) 発行総額 

356,208千円 

(8) 発行価額のうち資本へ組入れる額 

0円 

(9) 新株の配当起算日 

平成20年４月１日 

(10) 処分する自己株式の数 

359,446株 

(11) 自己株式の処分価額 

296.84円 

(12) その他重要な事項 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略)  

    リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、退職給付、ストック・オプション等に関する注

記事項については、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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5. 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 （単位：千円） 
前期末 当期末 

  
（平成 19 年３月 31 日） （平成 20 年３月 31 日） 

  前期比増減 

区分 
注記 
番号 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

(資産の部)   ％  ％  ％

Ⅰ 流動資産      

１ 現金及び預金  1,102,207 1,513,447  411,240

２ 受取手形  316 ―  △316

３ 売掛金  1,477,255 1,634,743  157,487

４ 商品  20,212 ―  △20,212

５ 仕掛品  145,445 167,216  21,771

６ 前渡金  ― 14,007  14,007

７ 前払費用  33,997 21,279  △12,718

８ 繰延税金資産  122,554 195,353  72,798

９ その他  71,500 72,701  1,201

  貸倒引当金  △8,853 ―  8,853

流動資産合計  2,964,635 65.5 3,618,749 63.9 654,114 22.1

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

(1) 建物  92,167 86,300  △5,866

(2) 構築物  167 448  280

(3) 工具器具及び備品  276,059 255,941  △20,118

(4) 土地  317,735 317,735  ―

(5) 建設仮勘定  12,300 ―  △12,300

有形固定資産合計  698,430 15.4 660,425 11.7 △38,004 △5.4

２ 無形固定資産      

(1) 商標権  2,220 2,195  △25

(2) ソフトウエア  52,669 111,036  58,367

(3) 電話加入権  3,800 3,800  ―

無形固定資産合計  58,690 1.3 117,032 2.1 58,341 99.4

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券  177,124 139,196  △37,928

(2) 関係会社株式  50,000 563,349  513,349

(3) 関係会社出資金  34,668 7,235  △27,432

(4) 長期貸付金  24,615 22,635  △1,980

(5) 長期前払費用  809 349  △459

(6) 繰延税金資産  239,566 298,265  58,699

(7) 敷金及び保証金  114,949 116,449  1,500

(8) 保険積立金  64,164 42,578  △21,585

(9) 前払年金費用  118,770 90,466  △28,304

(10) その他  8,252 11,321  3,069

貸倒引当金  △27,870 △26,490  1,380

投資その他の資産合計  805,049 17.8 1,265,357 22.3 460,307 57.2

固定資産合計  1,562,170 34.5 2,042,816 36.1 480,645 30.8

資産合計  4,526,805 100.0 5,661,565 100.0 1,134,759 25.1
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  （単位：千円） 

前期末 当期末 
  

（平成 19 年３月 31 日） （平成 20 年３月 31 日） 
前期比増減 

区分 
注記 

番号 
金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

(負債の部)   ％  ％  ％

Ⅰ 流動負債      

１ 買掛金  471,831 425,837  △45,994

２ 短期借入金  682,812 741,591  58,779

３ 一年以内返済予定 

長期借入金 
 8,590 33,320  24,730

４ 一年以内償還予定社債  ― 100,000  100,000

５ 未払金  83,054 59,767  △23,286

６ 未払費用  124,228 111,432  △12,795

７ 未払法人税等  71,910 317,207  245,296

８ 未払消費税等  69,192 57,908  △11,283

９ 前受金  6,162 20,156  13,993

10 預り金  64,108 22,834  △41,274

11 賞与引当金  247,259 368,746  121,486

12 役員賞与引当金  ― 12,375  12,375

流動負債合計  1,829,150 40.4 2,271,175 40.1 442,025 24.2

Ⅱ 固定負債      

１ 社債  ― 400,000  400,000

２ 長期借入金  ― 33,360  33,360

３ 退職給付引当金  515,543 594,611  79,068

４ 役員退職慰労引当金  206,971 216,971  10,000

５ その他  28,156 28,156  ―

  固定負債合計  750,670 16.6 1,273,099 22.5 522,428 69.6

負債合計  2,579,820 57.0 3,544,275 62.6 964,454 37.4
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 （単位：千円） 

前期末 当期末 
  

（平成 19 年３月 31 日） （平成 20 年３月 31 日） 
前期比増減 

区分 
注記 

番号 
金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金  438,750 438,750  ―

 ２ 資本剰余金  

  （1）資本準備金 568,668 568,668  

        資本剰余金合計 568,668 568,668  ―

 ３ 利益剰余金  

  （1）利益準備金 59,000 59,000  ―

   （2）その他利益剰余金    

        プログラム等準備金 9,191 3,409  △5,781

        別途積立金 500,000 500,000  ―

       繰越利益剰余金 477,047 661,344  184,296

        利益剰余金合計  1,045,239 1,223,753  178,514

  ４ 自己株式  △128,513 △129,013  △500

      株主資本合計  1,924,143 42.5 2,102,158 37.1 178,014 9.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

   その他有価証券評価 

 差額金 
 22,841 15,131  △7,709

   評価・換算差額等合計  22,841 0.5 15,131 0.3 △7,709 △33.8

   純資産合計  1,946,985 43.0 2,117,290 37.4 170,305 8.7

   負債純資産合計  4,526,805 100.0 5,661,565 100.0 1,134,759 25.1
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(2) 損益計算書 

 （単位：千円） 

  
前期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前期比増減 

区分 
注記 

番号 
金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 増減率

   ％  ％  ％

Ⅰ 売上高  8,427,586 100.0 8,625,888 100.0 198,301 2.4

Ⅱ 売上原価  7,047,956 83.6 7,000,081 81.2 △47,874 △0.7

売上総利益  1,379,630 16.4 1,625,806 18.8 246,176 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,125,959 13.4 1,121,811 13.0 △4,147 △0.4

営業利益  253,671 3.0 503,995 5.8 250,324 98.7

Ⅳ 営業外収益  71,271 0.8 52,465 0.6 △18,805 △26.4

１ 受取利息  490 1,183  693

２ 受取配当金  4,643 5,751  1,107

３ 家賃収入  11,083 11,035  △47

４ 補助金等  33,914 11,692  △22,222

５ 受取保険配当金  ― 13,326  13,326

６ 販売委託業務精算金  11,066 ―  △11,066

７ 雑収入   

Ⅴ 営業外費用  

10,072

18,246

9,475

25,016 0.2 

△596

6,769 37.1

１ 支払利息  8,007

0.2

11,868  3,860

２ 社債利息  63 1,383  1,319

３ 社債発行費  ― 10,039  10,039

４ 匿名組合投資損失   10,000 ―  △10,000

５ 雑損失  175 1,724  1,549

経常利益  306,696 3.6 531,444 6.2 224,748 73.3

Ⅵ 特別利益  9,715 0.2 14,696 0.1 4,981 51.3

１ 固定資産売却益  ― 3,862  3,862

２ 貸倒引当金戻入益  9,715 10,833  1,118

Ⅶ 特別損失  41 0.0 61,792 0.7 61,750 ―

１ 固定資産除却損  41 1,026  984

２ 投資有価証券評価損  ― 33,333  33,333

３ 関係会社出資金評価損  ― 27,432  27,432

税引前当期純利益  316,370 3.8 484,348 5.6 167,978 53.1

法人税、住民税及び 
事業税

 66,554 0.8 348,789 4.0 282,234 424.1

法人税等調整額  70,040 0.9 △126,206 △1.4 △196,247 △280.2

当期純利益  179,774 2.1 261,765 3.0 81,990 45.6
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(3) 株主資本等変動計算書 

前期（自 平成 18 年４月 1 日 至 平成 19 年３月 31） 

                                                   （単位：千円） 

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 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金  別途積立金 繰越利益剰余金

平成 18 年 3月 31 日残高 438,750 568,668 59,000 29,501 500,000 358,179

事業年度中の変動額    

剰余金の配当    △76,017

利益処分による役員賞与    △5,200

当期純利益    179,774

自己株式の取得    

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金の取崩額  △20,310  20,310

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  △20,310  118,867

平成 19 年 3月 31 日残高 438,750 568,668 59,000 9,191 500,000 477,047

 

（単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 △128,160 1,825,939 40,394 40,394 1,866,334 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △76,017  △76,017 

利益処分による役員賞与  △5,200  △5,200 

当期純利益  179,774  179,774 

自己株式の取得 △353 △353  △353 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金の取崩額  －  － 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

 △17,553 △17,553 △17,553 

事業年度中の変動額合計 △353 98,203 △17,553 △17,553 80,650 

平成 19 年 3月 31 日残高 △128,513 1,924,143 22,841 22,841 1,946,985 
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当期（自 平成 19 年４月 1 日 至 平成 20 年３月 31） 

                                                        （単位：千円） 

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 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金  別途積立金 繰越利益剰余金

平成 19 年 3月 31 日残高 438,750 568,668 59,000 9,191 500,000 477,047

事業年度中の変動額    

剰余金の配当    △83,250

当期純利益    261,765

自己株式の取得    

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金の取崩額  △5,781  5,781

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  △5,781  184,296

平成 20 年 3月 31 日残高 438,750 568,668 59,000 3,409 500,000 661,344

 

（単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 △128,513 1,924,143 22,841 22,841 1,946,985 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △83,250  △83,250 

当期純利益  261,765  261,765 

自己株式の取得 △500 △500  △500 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金の取崩額  －  － 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

 △7,709 △7,709 △7,709 

事業年度中の変動額合計 △500 178,014 △7,709 △7,709 170,305 

平成 20 年 3月 31 日残高 △129,013 2,102,158 15,131 15,131 2,117,290 
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6. その他 

役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

② その他の役員の異動(平成 20 年６月 24 日付予定) 

新任取締役候補 

  取締役  下條 治  (株式会社日本システムリサーチ 代表取締役社長) 

  取締役  寺内 吉孝 (株式会社ゼクシス 代表取締役社長) 

  取締役  平岡 憲一 (株式会社ゼクシス 取締役営業本部長兼東京支社長) 
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