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(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 10,705 10.2 931 138.9 945 133.3 426 208.5 

19年３月期 9,711 22.7 389 249.2 405 221.8 138 △77.2

 
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 84 79 － － 11.3 12.9 8.7 

19年３月期 27 75 27 68 3.9 6.4 4.0 

（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

 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 7,591 3,983 51.9 782 63 

19年３月期 7,090 3,669 51.3 721 94 

（参考）自己資本 20年３月期 3,940百万円 19年３月期 3,635百万円

 
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 1,456 △90 △444 1,900 

19年３月期 389 △346 639 975 

 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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 0 00 0 00 20 00 20 00 100 72.1 2.8 

20年３月期 0 00 0 00 0 00 25 00 25 00 125 29.5 3.2 

21年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 25 00 25 00 － 26.2 －

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,280 6.8 206 △16.7 222 △13.5 89 △1.1 17 68 

通期 12,000 12.1 1,030 10.6 1,050 11.0 480 12.4 95 33 
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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、16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」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（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、35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） 

(2）個別財政状態 

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、中間期は対前年中間期増減率）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 5,103,230株 19年３月期 5,103,230株

② 期末自己株式数 20年３月期 68,028株 19年３月期 68,028株

(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 8,755 0.7 968 151.6 993 115.2 492 123.4 

19年３月期 8,690 11.4 385 244.6 461 259.9 220 △63.6

 
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 

 円 銭 円 銭

20年３月期 97 86 － －

19年３月期 44 24 44 13 

 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 6,943 4,077 58.7 809 86 

19年３月期 6,566 3,710 56.5 736 87 

（参考）自己資本 20年３月期 4,077百万円 19年３月期 3,710百万円

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 4,232 6.6 242 △25.1 252 △25.9 125 △20.9 24 83 

通期 9,700 10.8 1,060 9.4 1,070 7.6 530 7.6 105 26 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１.経営成績（１）経営

成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当社及び連結子会社からなる企業集団（以下、当社グループといいます）の事業別業績としましては、まず総

売上高の約３分の２を占めるソフトウェア事業につきましては、携帯電話等組込み系システムの顧客先事業再編

に伴う規模縮小によってエンジニアリングアプリケーション分野（通信・制御・技術系システム）の売上が第３

四半期以降減少し、売上高73億55百万円（前連結会計年度比7.5％減）、営業利益7億92百万円（同31.7％減）と

減収、減益の結果となりました。 

 次に、パッケージ事業につきましては、製品開発投資の収束に伴い研究開発費が前年度に比べ激減したことに

加え、大学業務改革パッケージの新製品「UNIVERSAL PASSPORT EX」、「GAKUEN REVOLUTION EX」学務系 及び

「GAKUEN EX」学務系の販売が軌道に乗り、当初予想を上回る推移となりました。その結果、売上高は14億40百

万円（同64.4％増）、営業利益1億89百万円（前連結会計年度の営業損失7億63百万円）と、大きく業績を回復い

たしました。 

 最後に、システム販売事業につきましては、引合い及び受注は概ね堅調に推移いたしましたが、期末に収益を

見込んでいた一部案件のクロージングが翌期に持ち越しとなったこと、上半期における低採算案件並びにのれん

の償却費の計上による影響で、売上高19億9百万円、営業損失60百万円となりました。なお、同事業は前連結会

計年度中の平成18年９月に発足したため、前連結会計年度との比較は行っておりません。 

 これらにより、当社グループ全体では、売上高は107億5百万円（前連結会計年度比10.2％増）の増収、営業利

益は9億31百万円（同138.9％増）、経常利益は9億45百万円（同133.3％増）、当期純利益は4億26百万円（同

208.5％増）の大幅増益となりました。 

② 次期の見通し 

 今後の経営環境につきましては、米国サブプライム問題に端を発し、未曾有の原油高やドル独歩安の為替変動

も巻き込んで世界的景気減速懸念が渦巻く中、国内景気も回復基調から足踏み状態へと失速の兆候を示し、企業

業績の悪化、消費者心理の冷え込みなど混迷の度合いを深めております。しかし一方では、こうした混乱期にお

いても、堅調な業績を上げつつ積極的な世界規模の経営戦略を展開する企業も存在しております。 

 情報サービス業におきましても、インド等外国企業の本格参入や大規模な戦略的提携など、グローバルな変化

の波に曝されつつあることに加え、大手顧客の業績状況及び政策転換に連動する形でＩＴ投資も拡大、縮小が錯

綜する中、業界各社はダイナミックな受注状況の変動に難なく対処できる環境適応力が求められております。 

 このような環境下、当社グループにおける事業別の見通しとしまして、まず、ソフトウェア事業におきまして

は、不採算案件の防止、受注価格デフレへの対処及び体制不足の解消といった既存テーマへの取り組みはもとよ

り、いかなる受注環境の変化にも迅速に対処できるよう、引き続きプロジェクトの原価・工程・品質管理に注力

するとともに、機敏な技術転換、新卒・キャリア採用の拡大、協力会社の新規開拓等の戦術展開により、増収増

益基調の業績の実現を図ります。 

 次に、パッケージ事業におきましては、新製品「GAKUEN REVOLUTION EX」法人系等のリリースにより全ての新

製品ラインナップが揃い、既にリリース済みの製品群の拡販をさらに強力に推し進めることと合わせ、長期にわ

たった先行投資に対する本格的な収益収穫の初年度として、３期連続の増収増益により当事業本来の収益性水準

に近づけたく考えております。 

 最後に、システム販売事業につきましては、のれん償却費を含めた事業全体の営業利益黒字化の早期実現に向

け、大手大学との長期取引実績を強みとする主力の機器販売収益をベースに、システムエンジニア部門の強化に

よって付加価値の高い情報通信インフラ構築の案件拡大を図り、さらにパッケージ事業とのシナジー効果により

業績の安定的拡大を実現したく考えております。 

 これらを踏まえ、平成21年３月期の連結業績予想は、売上高120億円（前連結会計年度比12.1％増）、営業利

益10億30百万円（同10.6％増）、経常利益10億50百万円（同11.0％増）、当期純利益4億80百万円（同12.4％

増）の増収、増益を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び資本の状況 

 まず、当連結会計年度末における流動資産の残高は58億54百万円（前連結会計年度末比17.0％増）となりまし

た。これは主として堅調な業績推移に伴う現預金の増加によるものであります。また、固定資産の残高は17億36

百万円（同16.7％減）となりました。これは主として過年度法人税の更正・還付に係る長期繰延税金資産の減少

によるものであります。 

 次に、当連結会計年度末における流動負債の残高は21億85百万円（同8.9％増）となりました。これは主とし

て、業績に連動した未払い法人税等の増加によるものであります。また、固定負債の残高は14億23百万円（同

0.6％増）となりました。これは、長期借入金の返済に伴う減少、役職員の退職関連の引当金の増加等の増減の結
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果によるものであります。 

 最後に、当連結会計年度末における純資産の合計残高は39億83百万円（同8.5％増）となりました。これは主と

して当期純利益の計上に伴う剰余金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 

 当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の

資金残高9億75百万円より9億25百万円増加し、19億円となりました。 

 なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 まず、営業活動の結果、得た資金は14億56百万円（前連結会計年度比10億67百万円の収入増）となりました。

これは主として、増益に伴う税金等調整前当期純利益の増加並びに営業債権の減少によるものであります。 

 次に、投資活動の結果、使用した資金は90百万円（前連結会計年度比2億55百万円の支出減）となりました。こ

れは主として、前連結会計年度においてはアルファコンピュータ株式会社との資本提携に伴う株式取得による支

出があったためであります。 

 最後に、財務活動の結果、使用した資金は4億44百万円（前連結会計年度は6億39百万円の収入）となりまし

た。これも主として、前連結会計年度においてはアルファコンピュータ株式会社との資本提携に係る長期借入金

の借入れがあったためであります。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 （注）１．各指標の算出式は下記のとおりであります。 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

・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）により算出しております。 

・有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている借入金の合計額を使用しております。 

・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。 

２．平成16年３月期及び平成18年３月期の債務償還年数並びにインタレスト・カバレッジ・レシオにつ

きましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 まず、配当につきましては、業績に応じた安定的な配当を基本方針とし、配当性向に配慮しつつ、各期の業績動

向、財務状況及び各種環境を勘案して具体的方針を検討しております。また、留保利益につきましては、事業活動に

係る開発設備の増強、プロフェッショナル人材育成の充実、各種アライアンスの推進並びに新製品の研究開発等に有

効投資したく考えております。 

 なお、平成20年３月期に係る配当金につきましては、株主・投資家の皆様のご支援にお応えするため、当初予定ど

おり普通配当25円とさせて頂きたく考えております。 

 また、平成21年３月期に係る配当金につきましては、業績の安定成長を前提として引き続き普通配当25円を予定し

ております。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のものがあります。な

お、文中における将来に関する事項は本開示書類の発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

① 製品及びサービスの瑕疵等に係るリスク 

 製品やサービスの品質や欠陥等に対する社会的関心並びに社会的影響の高まりから、品質保証に関する顧客の

要求水準は年々高くなっております。当社グループでは、ソフトウェアの品質の向上及び安定化につきましては

従業員教育の徹底、見積・受注プロセスにおける審査機能の強化、見積技術の向上並びにプロジェクト管理の充

実を含め細心の注意を払っております。しかしながら、これらによっても瑕疵等の発生を完全に排除できない可

能性があり、瑕疵等が発生した場合、お客様への補償、製品の補修等に伴う大きな不採算案件の発生並びに信用

の低下により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

 株主資本比率（％）  40.5  54.1  63.3  50.8 51.7  

 時価ベースの株主資本比率（％）  123.5  60.6  76.2  56.5 54.1  

 債務償還年数（年）  － 12.7 －  2.5 0.4  

 インタレスト・カバレッジ・レシオ － 4.6 － 36.7 106.9  
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② 情報管理並びにその他不正、過失等に係るリスク 

 顧客及び従業員等に係る機密情報並びに個人情報の漏洩を始めとして、各種の過失による事故あるいは不正行

為の防止については、社内規程の制定、従業員の教育、専門組織による定期的検査等によって徹底を図っており

ますが、これらによってもリスク排除の可能性はゼロとは言い切れず、万一これらの事象が発生した場合、当社

グループの信用低下あるいは賠償責任等が発生し、さらには当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性が

あります。 

 ③ 主要顧客への依存度に係るリスク 

 当社グループにおいては、上位販売先への売上が占める割合は比較的高水準であり、当連結会計年度において

は売上高上位３社の連結売上高に占めるシェアが約20％、同じく上位５社では約28％となっております。従っ

て、この特定顧客への収益の集中は近年緩和傾向ではあるものの、依然主要顧客の受注状況並びに当該顧客の属

する業界等の環境変化によっては業績が大きく変動する可能性が考えられます。 

 ④ 収益の期末集中に係るリスク 

 当社グループの事業であるソフトウェアの受託開発及びパッケージ並びに機器販売の特異性としまして、顧客

による製品等の検収時期が多くの企業の会計期末にあたる３月に集中する傾向にあります。従って、開発工程の

延長、顧客の予算執行状況並びに製品等受入検査の進行状況等に起因する収益計上の延期により、業績が変動す

る可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 当社グループは当社及び連結子会社３社で構成されており、顧客の個別ニーズに合せたオーダーメイド方式によるソ

フトウェアの受託開発等を行うソフトウェア事業、主として教育機関向けの業務パッケージの開発・販売等を行うパッ

ケージ事業並びにハードウェア、ソフトウェアの販売等を行うシステム販売事業の３事業を営んでおります。 

 当社グループの事業の内容は次のとおりであります。 

 なお、次の事業区分は33ページ「４．連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に掲げる事業の種類別セグメン

ト情報の事業区分と同一であります。 

事業 分野 内容 会社名 

ソフトウェ

ア事業 

ビジネスアプリケーション分野 

（事務処理系システム） 

・生産管理、物流管理、受発注管理等製造業向けシステム 

・店舗情報、仕入、出荷管理、バーチャルショッピングモ

ール、ショッピングマイレージサービス等流通業、サー

ビス業向けシステム 

・勘定系、情報系、国際業務等銀行向けシステム 

・株式売買、投資信託、ディーリング、インターネット証

券取引等証券業向けシステム 

・契約管理、損保新積立等保険業向けシステム 

・電話料金、税収管理、住民情報、郵便貯金、高速道路Ｅ

ＴＣ等公共系システム 

・入試、学籍、教務、就職支援等学校及び学生向けシステ

ム 

・Ｗｅｂサイトの制作及び関連ネットワークビジネスシス

テム 

・会計、人事、統合パッケージ（ＥＲＰ）導入サポート、

電子商取引（ＥＤＩ）システム、データウェアハウス構

築等その他事務処理システム 

当社 

JAST TECHNIQUES PTE. LTD. 

JASTEC (THAILAND) CO., LTD. 

エンジニアリングアプリケーショ

ン分野 

（通信・制御・技術系システム） 

・携帯電話・デジタルＡＶ機器・車載システム等組込みソ

フトウェア、地上波デジタル放送、移動体通信、カーナ

ビゲーション、光ファイバー通信網、シミュレータ等情

報通信関連システム 

・道路交通情報、道路交通管制、列車運行管理、リニアモ

ーターカー駆動制御等交通関連システム 

・電力系統集中管理、発電所運転管理等電力関連システム 

・自動倉庫制御、自動搬送機制御、自動包装値付機制御等

物流関連システム 

・自動車デザイン、ビル・橋梁等建設・建築設計支援、構

造解析、射出成型曲面加工等科学技術系システム 

イベントアプリケーション分野 

（スポーツ・文化イベント関連シ

ステム） 

・プロ野球公式記録（ＢＩＳ）、マラソン等競技記録集計

システム 

・陸上競技大会（国際陸上・国体等）、ゴルフトーナメン

ト、身体障害者スポーツ競技会、バレエコンクール等競

技大会運営システム 

・株主総会運営支援、来場者管理、会員管理、製品キャン

ペーン等会議・イベント運営システム 

・電光掲示板、映像表示装置制御、ＬＡＮコーディネーシ

ョン等競技場・会場内インフラ制御システム 

アウトソーシングサービス ・基幹システムの一括運営管理 

・コンピュータルームの運営、システム保守、コールセン

ター運営等 
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 当社グループの事業に関する各社の位置付け及び主たる事業系統を図によって示すと次のとおりであります。 

事業 分野 内容 会社名 

パッケージ

事業 

戦略的大学経営システム ・大規模大学版ＥＲＰ「ＧＡＫＵＥＮ ＲＥＶＯＬＵＴＩ

ＯＮ ＥＸ」シリーズの開発、販売、保守、導入支援及

び関連システムの受託開発等 

・学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ ＥＸ」シリ

ーズの開発、販売、保守、導入支援及び関連システムの

受託開発等 

・大学向け統合型Ｗｅｂサービスシステム「ＵＮＩＶＥＲ

ＳＡＬ ＰＡＳＳＰＯＲＴ ＥＸ」の開発、販売、保守、

導入支援及び関連システムの受託開発等 

・学校業務のシステム化に関するコンサルテーション、Ｅ

ＵＣ（End User Computing）支援、ＢＰＲ（Business Pr

ocess Reengineering）支援 

当社 

システム販

売事業 

情報システム関連機器等の販売 ・コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェア・パッ

ケージ等の販売及び保守等 

・大学向けシステムソリューションの提供 

・情報通信ネットワークの構築 

アルファコンピュータ株式会社

 

ソフトウェア開発

及び 

パッケージ販売

ソフトウェア開発ソフトウェア開発

パッケージ等販売 

 

当 

 
 
 
社 

商品等販売 

連結子会社 
JAST TECHNIQUES PTE. LTD.

(所在地：シンガポール) 

連結子会社 
JASTEC (THAILAND) CO., LTD.

(所在地：タイ国 バンコク)

連結子会社 
アルファコンピュータ株式会社 

(所在地：東京都) 

お 客 様 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当社は創業以来「情報化の創造・提供による社会貢献」をモットーに、いかなる系列にも属さない完全独立系のポ

ジションを堅持し、業種、技術分野、メーカー等を問わず、常に最新の技術に挑戦しつつ自由な立場であらゆるタイ

プの開発業務に取り組んでまいりました。その結果現在では、６ページ「２．企業集団の状況」に記載のとおり、総

合情報サービス企業として非常に幅広いニーズに応えることが可能となり、これが当社の大きな強みとなって、業績

の安定成長に大きく寄与しているものと考えております。また当社では、こうした成長の原動力となるのは従業員ひ

とりひとりの情報システム開発に対する情熱と顧客への誠心誠意のサービスであり、そのためには人間力の研鑚が何

よりも先行すべきである、との経営理念に基づいた「人づくり」経営に徹しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 中長期的な主要目標指標としてこれまで掲げておりました、売上高（連結）100億円の達成並びに平成14年３月期

以降低下していた経常利益率（単体）の２桁台（10％以上）への早期復帰の２点につきましては、目標どおり平成20

年３月期で達成いたしました。株主資本に対するリターンの追求による企業価値向上の観点からは、１株当たり当期

純利益（ＥＰＳ）について、税金の返還に伴う一過性の純利益増により平成18年３月期には一旦連結121.58円、単体

121.71円となりましたが、今後は事業自体の収益性向上により100円以上への早期回復を果たし、これを継続したく

考えております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 幅広い分野に展開すると同時に個々の分野には深く特化し、かつ最新技術にはいち早く取組みを図る事業戦略によ

り、特定産業の好・不況の波や技術トレンドの変遷といった環境変化に左右されない安定性を保ちつつ、同時に長期

的成長を狙うことができる点が、当社の特徴であり強みであると考えております。今後もこの強みをさらに強化し、

業績変動の激しい情報サービス業界のなかにあって長期的成長路線をたどり続けるため、高品質なサービスの提供を

基本とした顧客との強い信頼関係の構築を基本に、プロジェクト管理技術及び製品力の向上と安定による高収益性の

確保、人材育成投資への注力、他社との提携推進等の戦術を織り交ぜ、今後の事業活動を進めたく考えております。

  

(4）会社の対処すべき課題 

 ＩＴ業界及び当社グループの現状並びに課題認識につきましては３ページ「１．経営成績 (1）経営成績に関する

分析 ② 次期の見通し」に記載のとおりであります。また、これらの認識を踏まえ、平成21年３月期の重点施策と

して以下を掲げております。 

 ① 人財の強化・育成に徹する。 

 ② 東京強化を促進する。 

 ③ 既存顧客の深耕を図る。 

 ④ 新たなソリューションビジネスへの展開を促進する。 

 ⑤ 文教分野でパッケージを核にソリューションビジネスを展開する。 

 ⑥ ＪＡＳＴグループのシナジーを高める。 

 ⑦ ソフトウェアエンジニアリングの充実、品質管理の徹底を図る。 

 ⑧ 赤字プロジェクトゼロを達成する。 

 ⑨ ＪＡＳＴブランドの向上を図る。 

 ⑩ ＣＳＲに着実に取り組む。 
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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日現在） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金 ※２  1,499,014   2,479,814  980,800 

２．受取手形及び売掛金   2,643,017   2,529,306  △113,711 

３．たな卸資産   574,897   486,465  △88,432 

４．繰延税金資産   154,383   221,494  67,111 

５．その他   136,548   140,272  3,724 

貸倒引当金   △2,573   △2,434  138 

流動資産合計   5,005,287 70.6  5,854,918 77.1 849,630 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※２ 320,568   327,934    

減価償却累計額  △198,482 122,085  △210,185 117,749  △4,335 

(2）土地 ※２  142,361   142,361  － 

(3）その他  142,528   155,308    

減価償却累計額  △113,565 28,963  △122,712 32,595  3,632 

有形固定資産合計   293,410 4.1  292,706 3.9 △703 

２．無形固定資産         

  (1）のれん   295,797   230,065  △65,732

(2）ソフトウェア等   19,322   23,069  3,746 

無形固定資産合計   315,120 4.5  253,134 3.3 △61,986 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   385,278   331,531  △53,747 

(2）長期貸付金   3,994   2,794  △1,200 

(3）繰延税金資産   492,392   272,503  △219,889 

(4）差入保証金   244,062   235,818  △8,244 

(5）その他 ※1,2  403,417   399,438  △3,979 

貸倒引当金   △52,261   △51,061  1,200 

投資その他の資産合
計   1,476,885 20.8  1,191,024 15.7 △285,860 

固定資産合計   2,085,416 29.4  1,736,865 22.9 △348,550 

資産合計   7,090,703 100.0  7,591,784 100.0 501,080 
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
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．支払手形及び買掛金   847,147   851,254  4,107 

２．短期借入金 ※２  180,012   18,873  △161,138 

３．１年以内返済予定の
長期借入金 

※２  180,000   180,000  － 

４．未払法人税等   8,134   154,004  145,869 

５．賞与引当金   336,660   448,018  111,358 

６．役員賞与引当金   2,000   15,630  13,630 

７．その他   452,309   517,230  64,921 

流動負債合計   2,006,264 28.3  2,185,012 28.8 178,747 

Ⅱ 固定負債         

  １．長期借入金 ※２  630,000   450,000  △180,000 

２．退職給付引当金   636,656   678,565  41,908 

３．役員退職慰労引当金   140,625   282,527  141,901 

４．繰延税金負債   4,297   9,607  5,310 

５．その他   2,860   2,915  55 

固定負債合計   1,414,439 19.9  1,423,615 18.7 9,175 

負債合計   3,420,703 48.2  3,608,627 47.5 187,923 

         

（純資産の部）                

Ⅰ 株主資本                 

１．資本金     917,687 12.9   917,687 12.1 － 

２．資本剰余金     879,325 12.4   879,325 11.6 － 

３．利益剰余金     1,869,602 26.4   2,195,824 28.9 326,222 

４．自己株式     △65,429 △0.9   △65,429 △0.9 － 

  株主資本合計     3,601,185 50.8   3,927,408 51.7 326,222 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１．その他有価証券評価
差額金     40,620 0.6   16,117 0.2 △24,503 

２．為替換算調整勘定     △6,702 △0.1   △2,846 △0.0 3,855 

  評価・換算差額等合計     33,918 0.5   13,270 0.2 △20,647 

Ⅲ 少数株主持分     34,895 0.5   42,478 0.6 7,582 

純資産合計     3,669,999 51.8   3,983,156 52.5 313,156 

負債純資産合計     7,090,703 100.0   7,591,784 100.0 501,080 
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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   9,711,817 100.0  10,705,042 100.0 993,225 

Ⅱ 売上原価 ※２  7,543,375 77.7  8,126,915 75.9 583,539 

売上総利益   2,168,441 22.3  2,578,127 24.1 409,685 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  1,778,630 18.3  1,646,965 15.4 △131,664 

営業利益   389,810 4.0  931,161 8.7 541,350 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  7,435   12,238    

２．受取配当金  1,972   2,615    

３．賃貸収入  12,011   14,080    

４．受取手数料  2,442   2,357    

５．その他  15,199 39,061 0.4 7,496 38,788 0.3 △272 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  11,765   13,369    

２．賃貸費用  7,582   8,718    

３．支払手数料   1,693   －    

４．その他  2,471 23,512 0.2 2,005 24,093 0.2 581 

経常利益   405,360 4.2  945,857 8.8 540,496 

Ⅵ 特別利益         

１．貸倒引当金戻入額  1,243 1,243 0.0 1,872 1,872 0.0 629 

Ⅶ 特別損失         

１．投資有価証券評価損  422   13,229    

２．固定資産除却損  489   368    

３．会員権評価損  2,399 3,312 0.0 － 13,598 0.1 10,285 

税金等調整前当期純
利益   403,291 4.2  934,131 8.7 530,839 

法人税、住民税及び
事業税  18,141   326,069    

法人税等調整額  241,394 259,535 2.7 174,836 500,905 4.7 241,370 

少数株主利益   5,367 0.1  6,298 0.0 931 

当期純利益   138,388 1.4  426,926 4.0 288,538 
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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） 

 （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。 

 
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） 917,687 879,325 1,849,708 △117,131 3,529,589 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △99,628   △99,628 

役員賞与（注）     △1,650   △1,650 

当期純利益     138,388   138,388 

自己株式の処分     △17,216 51,701 34,485 

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） 

－ － 19,894 51,701 71,595 

平成19年３月31日 残高（千円） 917,687 879,325 1,869,602 △65,429 3,601,185 

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 13,689 △6,494 7,194 26,531 3,563,315 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）         △99,628 

役員賞与（注）         △1,650 

当期純利益         138,388 

自己株式の処分         34,485 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 26,931 △207 26,723 8,364 35,088 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 26,931 △207 26,723 8,364 106,684 

平成19年３月31日 残高（千円） 40,620 △6,702 33,918 34,895 3,669,999 
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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） 917,687 879,325 1,869,602 △65,429 3,601,185 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △100,704   △100,704 

当期純利益     426,926   426,926 

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） 

－ － 326,222 － 326,222 

平成20年３月31日 残高（千円） 917,687 879,325 2,195,824 △65,429 3,927,408 

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算差額等
合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 40,620 △6,702 33,918 34,895 3,669,999 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当         △100,704 

当期純利益         426,926 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△24,503 3,855 △20,647 7,582 △13,065 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△24,503 3,855 △20,647 7,582 313,156 

平成20年３月31日 残高（千円） 16,117 △2,846 13,270 42,478 3,983,156 
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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  403,291 934,131 530,839 

減価償却費  29,207 31,353 2,145 

ソフトウェア償却費  3,547 4,821 1,274 

のれん償却額  32,866 65,732 32,866 

投資有価証券評価損  － 13,229 13,229 

賞与引当金の増加額  7,138 111,358 104,219 

退職給付引当金の増
加額  29,164 41,908 12,743 

役員退職慰労引当金
の増加額  － 141,904 141,904 

受取利息及び受取配
当金  △9,408 △14,854 △5,445 

支払利息  11,765 13,369 1,603 

売上債権の増（△）
減額  △459,458 115,253 574,712 

たな卸資産の増
（△）減額  △98,444 88,454 186,899 

仕入債務の増加額  189,456 4,092 △185,364 

役員賞与の支払額  △1,650 － 1,650 

その他  64,600 53,882 △10,718 

小計  202,077 1,604,636 1,402,558 

利息及び配当金の受
取額  9,165 14,611 5,446 

利息の支払額  △10,607 △13,627 △3,019 

法人税等の支払額  △111,925 △173,754 △61,829 

法人税等の還付に 
よる収入  300,762 25,015 △275,747 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  389,472 1,456,881 1,067,408 
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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     

定期預金の増加額  △563 △52,380 △51,816 

有形固定資産の取得
による支出  △21,839 △26,261 △4,422 

ソフトウェアの取得
による支出  △5,246 △8,568 △3,321 

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出 

※２ △329,062 － 329,062 

その他  10,290 △3,313 △13,603 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  △346,421 △90,524 255,897 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー     

短期借入金の減少額  △103,462 △161,391 △57,928 

長期借入金の借入に
よる収入  900,000 － △900,000 

長期借入金の返済に
よる支出   △90,000 △180,000 △90,000 

自己株式の処分によ
る収入  34,485 － △34,485 

配当金の支払額  △99,628 △100,704 △1,076 

少数株主への配当金
の支払額  △2,137 △2,693 △556 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  639,257 △444,789 △1,084,046 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額  4,443 3,739 △703 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額  686,752 925,308 238,555 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高  288,690 975,443 686,752 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 

※１ 975,443 1,900,751 925,308 
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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   連結子会社の数   ３社 

 連結子会社の名称 

 JAST TECHNIQUES PTE. LTD. 

 JASTEC (THAILAND) CO., LTD. 

 アルファコンピュータ株式会社 

 アルファコンピュータ株式会社は平成

18年８月28日の株式取得に伴い、当連結

会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

 なお、平成18年９月末日をみなし取得

日としているため、同年10月から平成19

年３月までの６ヵ月間の損益計算書が連

結対象となっております。  

  連結子会社の数   ３社 

 連結子会社の名称 

 JAST TECHNIQUES PTE. LTD. 

 JASTEC (THAILAND) CO., LTD. 

 アルファコンピュータ株式会社 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用対象会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち在外連結子会社２社

の決算日は平成18年12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、平成19年１月１日から連

結決算日平成19年３月31日までの期間に

発生し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。 

 なお、アルファコンピュータ株式会社

の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

 連結子会社のうち在外連結子会社２社

の決算日は平成19年12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、平成20年１月１日から連

結決算日平成20年３月31日までの期間に

発生し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。 

 なお、アルファコンピュータ株式会社

の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

４．会計処理基準に関する事

項 

イ．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 

 連結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）を採用し

ております。 

イ．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 

同左 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

時価のないもの 

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）たな卸資産 

① 商品 

 個別法による原価法を採用して

おります。 

(2）たな卸資産 

同左 

 ② 製品 

 総平均法による原価法を採用し

ております。 

 

 ③ 仕掛品 

 主として個別法による原価法を

採用しております。 

 

 ④ 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しており

ます。 

 

 ロ．重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を採用し、在外連結子会社は定額法

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。 

ロ．重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物及び構築物   10年～35年 

その他       ４年～10年 

 

  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当連結会計期間

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。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得したものについては、

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。 

 これによる損益に与える影響は軽

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） 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、その他（自社利用のソフト

ウェア）については、社内における

利用可能期間（３～５年）に基づく

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）投資その他の資産 その他（賃貸

用不動産） 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は47年（建

物）であります。 

(3）投資その他の資産(その他) 

同左 

 ハ．重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

ハ．重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は従業員

の賞与の支給に充てるため、支給見

込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）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）による定率法によりそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理す

ることにしています。 

(3）退職給付引当金 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社は役員の

退職慰労金の支出に充てるため、内

規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

 (5）役員賞与引当金  

 当社は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

の当連結会計期間負担額を計上して

おります。 

(5）役員賞与引当金  

同左 
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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の変更 

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） 

 ニ．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。 

ニ．重要なリース取引の処理方法 

同左 

 ホ．その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 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。 

ホ．その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

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につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

 のれんの償却については、５年間の均

等償却を行っております。 

同左 

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預入期

間が３ヵ月以内の定期預金からなってお

ります。 

同左 

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） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 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2,000千円減少しております。 

─────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 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3,635,103

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） 

─────── （連結損益計算書）  

  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1,419千円）は、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」に含めて表示することにしました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

１．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券の取得による支出」については、当連結会計年度に

おいて、金額的重要性が乏しくなったため「その他」

に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券の取得による支出」の金額は△664千円

であります。 

２．投資活動によるキャッシュ・フローの「保証金の差

入による支出」については、当連結会計年度におい

て、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含

めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「保証金の差入による支出」の金額は△2,096千円であ

ります。 

３．投資活動によるキャッシュ・フローの「保証金の戻

入による収入」については、当連結会計年度におい

て、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含

めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「保証金の戻入による収入」の金額は4,252千円であり

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「役員退職慰

労引当金の増加額」は、前連結会計年度は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記いたしました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「役員退職慰労引当金の増加額」の金額は14,527千円

であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

※１ 投資その他の資産(その他)の減価償却累計額は、

160,548 千円であります。 

※１ 投資その他の資産(その他)の減価償却累計額は、

164,840千円であります。 

※２ 担保に供している資産と担保付債務は、次のとお

りであります。 

※２ 担保に供している資産と担保付債務は、次のとお

りであります。 

現金及び預金（定期預金）        19,213千円

建物及び構築物        86,759千円

土地        142,361千円

投資その他の資産（その他）        157,400千円

計       405,734千円

建物及び構築物     81,974千円

土地     142,361千円

投資その他の資産（その他）     153,108千円

計      377,444千円

担保付債務 担保付債務 

短期借入金 52,612千円

１年以内返済予定の長期借入金  80,000千円

長期借入金 280,000千円

計 412,612千円

１年以内返済予定の長期借入金   80,000千円

長期借入金  200,000千円

計  280,000千円

 ３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と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 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と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。 

貸出コミットメントの総額        600,000千円

借入実行残高        －千円

差引額        600,000千円

貸出コミットメントの総額        600,000千円

借入実行残高        －千円

差引額     600,000千円

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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

賃金給料及び諸手当        468,844千円

賞与引当金繰入額        55,581千円

役員賞与引当金繰入額        2,000千円

役員退職慰労引当金繰入額       14,527千円

退職給付費用       23,342千円

研究開発費     741,541千円

賃金給料及び諸手当        555,380千円

賞与引当金繰入額         78,382千円

役員賞与引当金繰入額      15,630千円

役員退職慰労引当金繰入額      142,887千円

退職給付費用        24,533千円

研究開発費      144,439千円

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
      741,541千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
     144,439千円
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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 

  （注）普通株式の自己株式の株式数の減少53,800株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 5,103,230 － － 5,103,230 

合計 5,103,230 － － 5,103,230 

自己株式     

普通株式 121,828 － 53,800 68,028 

合計 121,828 － 53,800 68,028 

（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 99,628 20 平成18年３月31日 平成18年６月26日 

（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５月15日 

取締役会 
普通株式 100,704 利益剰余金 20 平成19年３月31日 平成19年６月25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 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 5,103,230 － － 5,103,230 

合計 5,103,230 － － 5,103,230 

自己株式     

普通株式 68,028 － － 68,028 

合計 68,028 － － 68,028 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 100,704 20 平成19年３月31日 平成19年６月25日 

（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５月13日 

取締役会 
普通株式 125,880 利益剰余金 25 平成20年３月31日 平成20年６月23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は、次のとお

りであります。 

※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は、次のとお

りであります。 

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定      1,499,014千円

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △523,571千円

現金及び現金同等物      975,443千円

現金及び預金勘定   2,479,814千円

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
   △579,063千円

現金及び現金同等物 1,900,751千円

※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アルファコンピュータ株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び

負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりであります。 

─────── 

流動資産   886,249千円

固定資産  122,933千円

のれん    328,664千円

流動負債  △448,371千円

固定負債    △19,476千円

株式の取得価額   870,000千円

現金及び現金同等物 △540,937千円

差引：株式取得による支出 329,062千円
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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） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

有形固定資産
その他（工
具、器具及び
備品） 

3,666 2,932 733 

合計 3,666 2,932 733 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

有形固定資産
その他（工
具、器具及び
備品） 

5,952 793 5,158 

合計 5,952 793 5,158 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

 （注）        同左 

(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      733千円

１年超         －千円

合計      733千円

１年内 1,190千円

１年超     3,968千円

合計    5,158千円

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 （注）        同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料      1,129千円

減価償却費相当額      1,129千円

支払リース料       976千円

減価償却費相当額      976千円

(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 
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（有価証券関係） 

Ⅰ 前連結会計年度（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 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 

株式 91,319 155,664 64,344 

債券 195,000 199,040 4,040 

小計 286,319 354,704 68,384 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式 574 574 － 

その他 － － － 

小計 574 574 － 

合計  286,893 355,278 68,384 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

－ － － 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 26,000 

新株予約権付社債 4,000 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

債券     

新株予約権付社債 － 4,000 － － 

合計 － 4,000 － － 

日本システム技術株式会社（4323）平成20年３月期決算短信

- 26 -



Ⅱ 当連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

（デリバティブ取引関係） 

 当社グループは、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デリバティブ取引を利用していない

ため、該当事項はありません。 

 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 

株式 92,627 116,768 24,141 

債券 195,000 197,992 2,992 

小計 287,627 314,760 27,133 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式 － － － 

  

その他 
－ － － 

小計 － － － 

合計  287,627 314,760 27,133 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

－ － － 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 12,770 

新株予約権付社債 4,000 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

債券     

新株予約権付社債 4,000 － － － 

合計 4,000 － － － 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

２．退職給付債務に関する事項 

（注） 国内連結子会社は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 

（注） 国内連結子会社の退職給付費用は勤務費用に計上しております。 

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） 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けており、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。また、当社は全国情報サービス産

業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基

金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制

度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金

拠出割合(給与総額)に基づく期末の年金資産残高は

1,591,933千円であります。 

 国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一

時金制度を設けております。また、関東ＩＴソフトウェ

ア厚生年金基金に加入しており、同基金の年金資産残高

のうち当社の掛金拠出割合（加入員数）に基づく期末の

年金資産残高は52,194千円であります。 

  なお、在外連結子会社２社は、退職金制度を導入して

おりません。 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けており、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。また、当社は全国情報サービス産

業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基

金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制

度であります。なお、要拠出額を退職給付費用として処

理しており、当期の財務諸表上、特別掛金23,967千円を

費用計上しております。 

 国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一

時金制度を設けております。また、関東ＩＴソフトウェ

ア厚生年金基金に加入しており、要拠出額を退職給付費

用として処理しており、当期の財務諸表上、特別掛金742

千円を費用計上しております。 

  なお、在外連結子会社２社は、退職金制度を導入して

おりません。 

 
前連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 

イ．退職給付債務（千円） △1,878,653 △1,993,639 

ロ．年金資産（千円） 1,372,111 1,224,833 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）（千円） △506,542 △768,806 

ニ．未認識数理計算上の差異（千円） △130,114 90,241 

ホ．退職給付引当金（ハ＋ニ）（千円） △636,656 △678,565 

 
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） 

イ．勤務費用（千円） 171,737 176,839 

ロ．利息費用（千円） 43,627 46,816 

ハ．期待運用収益（千円） △30,996 △34,302 

ニ．数理計算上の差異費用処理額（千円） △19,625 △26,803 

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 

（千円） 
164,742 162,550 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

ロ．割引率（％）  2.5  2.5 

ハ．期待運用収益率（％）  2.5  2.5 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 10年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定率法により、翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。） 

同左 
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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 

(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 

② 単価情報 

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。 

 
平成13年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役５名 

当社従業員50名 

ストック・オプション数 普通株式144,000株 

付与日 平成13年３月28日 

権利確定条件 
付与日（平成13年３月28日）以降、権利確定日（平成16年３

月31日）まで継続して勤務していること。  

対象勤務期間 自 平成13年３月28日 至 平成16年３月31日 

権利行使期間 
 権利確定後３年以内。ただし、権利確定後退職した場合

は、直ちに権利喪失する。  

 
平成13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 111,500 

権利確定 － 

権利行使 53,800 

失効 57,700 

未行使残 － 

 
平成13年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 641 

行使時平均株価     （円） 796 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

 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 

 （単位：千円）  （単位：千円）

①流動の部    

  繰延税金資産（流動）    

    賞与引当金   136,760

    未払費用   14,639

    その他   2,982

  繰延税金資産（流動）合計   154,383

     

②固定の部    

  繰延税金資産（固定）    

  役員退職慰労引当金   57,304

   退職給付引当金   258,566

   貸倒引当金   31,480

  ソフトウェア   28,840

  賃貸用土地評価損   23,015

  平成16年３月期の売上訂正

による差額 

  
228,176

  その他   18,241

  評価性引当額   △122,958

  同一会社間での繰延税金

負債（固定）との相殺額 

  
△30,273

 繰延税金資産（固定）合計   492,392

     

  繰延税金負債（固定）    

  その他有価証券評価差額金  27,764

  その他   6,806

  同一会社間での繰延税金

資産（固定）との相殺額 

  
△30,273

  繰延税金負債（固定）合計   4,297

①流動の部    

  繰延税金資産（流動）    

    賞与引当金   181,992

    未払費用   20,809

    未払事業税   11,888

    その他   8,842

  繰延税金資産（流動）合計   223,531

     

  繰延税金負債（流動）    

    その他   △2,037

  繰延税金負債（流動）合計   △2,037

  繰延税金資産の純額   221,494

     

②固定の部    

  繰延税金資産（固定）    

  役員退職慰労引当金   115,002

   退職給付引当金   275,604

   貸倒引当金   30,993

  賃貸用土地評価損   23,015

  その他   25,560

  評価性引当額   △186,657

  同一会社間での繰延税金

負債（固定）との相殺額 

  
△11,016

 繰延税金資産（固定）合計   272,503

     

  繰延税金負債（固定）    

  その他有価証券評価差額金  11,016

  その他   9,607

  同一会社間での繰延税金

資産（固定）との相殺額 

  
△11,016

  繰延税金負債（固定）合計   9,607

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との主要な差異原因 

 （単位：％）

①法定実効税率   40.6

 （調整）    

    交際費等永久差異項目   0.7

    住民税均等割   1.7

  評価性引当額の増加   22.0

  更正還付に係る繰延税金

資産の修正による影響 

  △4.9

  のれん償却   3.3

  その他   1.0

②税効果会計適用後の法人税等

の負担率 

  
64.4

     

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との主要な差異原因 

 （単位：％）

①法定実効税率   40.6

 （調整）    

    交際費等永久差異項目   1.4

    住民税均等割   0.7

  評価性引当額の増加   8.2

  のれん償却   2.9

  その他   △0.2

②税効果会計適用後の法人税等

の負担率 

  
53.6
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．アルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴い、当連結会計年度よりシステム販売事業を新設してお

ります。なお、平成18年９月末日をみなし取得日としているため、同年10月から平成19年３月までの６ヵ月間

の損益計算書が連結対象となっております。 

３．各区分に属する主要な製品は次のとおりであります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、次のとおりです。 

５．減価償却費及び資本的支出にはソフトウェア及び同費用に係る償却額が含まれております。 

また、賃貸用不動産に係る減価償却費及び資本的支出は、全社の欄に記載しております。 

 
ソフトウェア
事業 
（千円） 

パッケージ 
事業 
（千円） 

システム販売
事業 

（千円）  

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

１．外部顧客に対する売上高 7,955,762 875,790 880,263 9,711,817 － 9,711,817 

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 3,117 923 4,041 △4,041 － 

計 7,955,762 878,908 881,187 9,715,858 △4,041 9,711,817 

営業費用 6,795,699 1,642,229 888,118 9,326,047 △4,041 9,322,006 

営業利益又は営業損失（△） 1,160,063 △763,321 △6,931 389,810 － 389,810 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
      

資産 4,163,832 739,705 1,388,918 6,292,457 798,246 7,090,703 

減価償却費 11,432 6,331 128 17,892 14,862 32,755 

資本的支出 2,925 2,569 － 5,495 21,590 27,085 

事業区分 主要製品 

ソフトウェア事業 ①ビジネスアプリケーション分野 

生産管理、販売管理、会計、統合ＯＡ、金融、証券、物流等のシステム開発 

②エンジニアリングアプリケーション分野 

携帯電話等組込みソフトウェア、移動体通信、自動車設計、構造解析、自動倉

庫等のシステム開発 

③イベントアプリケーション分野 

スポーツ競技記録計測、プロ野球公式記録集計(ＢＩＳ)、スタジアム内映像表

示装置制御等のシステム開発 

④アウトソーシングサービス 

コンピュータルームの運営、基幹システムの一括運営管理及びシステム保守等

のサービス 

パッケージ事業 大規模大学版ＥＲＰ「ＧＡＫＵＥＮ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＥＸ」シリー

ズ、学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ ＥＸ」シリーズ、大学向け統

合型Ｗｅｂサービスシステム「ＧＡＫＵＥＮ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＰＡＳＳ

ＰＯＲＴ ＥＸ」の開発、販売等 

システム販売事業  コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェアパッケージ等の販売及び保

守、大学向けシステムソリューションの提供、情報通信ネットワークの構築等  

 
当連結会計年度 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額 
798,246 

投資有価証券、賃貸用不動産及び管理部門に係

る資産、その他投資等 
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品は次のとおりであります。 

３．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、次のとおりです。 

４．減価償却費及び資本的支出にはソフトウェア及び同費用に係る償却額が含まれております。 

また、賃貸用不動産に係る減価償却費及び資本的支出は、全社の欄に記載しております。 

 
ソフトウェア
事業 
（千円） 

パッケージ 
事業 
（千円） 

システム販売
事業 

（千円）  

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

１．外部顧客に対する売上高 7,355,454 1,440,123 1,909,464 10,705,042 － 10,705,042 

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
3,334 81,474 19,670 104,479 △104,479 － 

計 7,358,789 1,521,597 1,929,134 10,809,521 △104,479 10,705,042 

営業費用 6,566,399 1,331,894 1,990,073 9,888,368 △114,487 9,773,881 

営業利益又は営業損失（△） 792,389 189,702 △60,938 921,153 10,008 931,161 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
      

資産 4,156,374 1,028,571 1,493,059 6,678,004 913,779 7,591,784 

減価償却費 10,305 4,958 1,044 16,308 19,867 36,175 

資本的支出 4,358 1,200 3,048 8,606 26,223 34,830 

事業区分 主要製品 

ソフトウェア事業 ①ビジネスアプリケーション分野 

生産管理、販売管理、会計、統合ＯＡ、金融、証券、物流等のシステム開発 

②エンジニアリングアプリケーション分野 

携帯電話等組込みソフトウェア、移動体通信、自動車設計、構造解析、自動倉

庫等のシステム開発 

③イベントアプリケーション分野 

スポーツ競技記録計測、プロ野球公式記録集計(ＢＩＳ)、スタジアム内映像表

示装置制御等のシステム開発 

④アウトソーシングサービス 

コンピュータルームの運営、基幹システムの一括運営管理及びシステム保守等

のサービス 

パッケージ事業 大規模大学版ＥＲＰ「ＧＡＫＵＥＮ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＥＸ」シリー

ズ、学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ ＥＸ」シリーズ、大学向け統

合型Ｗｅｂサービスシステム「ＧＡＫＵＥＮ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＰＡＳＳ

ＰＯＲＴ ＥＸ」の開発、販売等 

システム販売事業  コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェアパッケージ等の販売及び保

守、大学向けシステムソリューションの提供、情報通信ネットワークの構築等  

 
当連結会計年度 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額 
913,779 

投資有価証券、賃貸用不動産及び管理部門に係

る資産、その他投資等 
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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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（関連当事者との取引） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 （注） 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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       721円94銭 

１株当たり当期純利益金額      27円75銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
     27円68銭 

１株当たり純資産額   782円63銭 

１株当たり当期純利益金額        84円79銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

 
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（千円） 3,669,999 3,983,156 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
34,895 42,478 

（うち少数株主持分） (34,895) (42,478) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,635,103 3,940,678 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
5,035,202 5,035,202 

 
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） 138,388 426,926 

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） 138,388 426,926 

期中平均株式数（株） 4,986,258 5,035,202 

   

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） 12,854 － 

（うち新株予約権（株）） (12,854) （－） 
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５．個別財務諸表 
(1）貸借対照表 

  
第35期 

（平成19年３月31日現在） 
第36期 

（平成20年３月31日現在） 
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 ※１  1,156,643   2,065,326  908,682 

２．受取手形   1,287   －  △1,287 

３．売掛金   2,307,704   1,973,329  △334,375 

４．商品   4,476   2,093  △2,382 

５．製品   17,722   17,660  △62 

６．仕掛品   170,967   234,422  63,455 

７．貯蔵品   2,736   2,695  △40 

８．前払費用   95,436   102,379  6,943 

９．繰延税金資産   153,506   216,876  63,370 

10．未収入金   76,349   22,010  △54,339 

11．その他   7,877   5,478  △2,399 

貸倒引当金   △2,271   △1,898  372 

流動資産合計   3,992,437 60.8  4,640,374 66.8 647,937 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 ※１ 319,617   326,984    

減価償却累計額  △197,579 122,037  △209,272 117,711  △4,326 

(2）構築物 ※１ 950   1,485    

減価償却累計額  △903 47  △923 561  513 

(3）工具、器具及び備
品  127,040   134,042    

減価償却累計額  △101,780 25,260  △106,459 27,582  2,322 

(4）土地 ※１  142,361   142,361  － 

有形固定資産合計   289,707 4.4  288,217 4.2 △1,489 

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   11,755   14,474  2,718 

(2）電話加入権   6,180   6,180  － 

無形固定資産合計   17,935 0.3  20,654 0.3 2,718 
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第35期 

（平成19年３月31日現在） 
第36期 

（平成20年３月31日現在） 
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   385,278   331,531  △53,747 

(2）関係会社株式   887,367   887,367  － 

(3）長期貸付金   3,994   2,794  △1,200 

(4）関係会社長期貸付
金   13,460   13,460  － 

(5）長期前払費用   19,444   7,777  △11,666 

(6）繰延税金資産   492,392   269,304  △223,088 

(7）差入保証金   191,840   199,162  7,322 

(8）賃貸用不動産 ※１ 317,949   317,949    

減価償却累計額  △160,548 157,400  △164,840 153,108  △4,292 

(9）会員権   45,804   45,804  － 

(10）保険積立金   134,096   147,247  13,151 

(11）その他   13,132   13,132  － 

貸倒引当金   △77,537   △76,337  1,200 

投資その他の資産合
計   2,266,675 34.5  1,994,354 28.7 △272,320 

固定資産合計   2,574,318 39.2  2,303,226 33.2 △271,091 

資産合計   6,566,755 100.0  6,943,601 100.0 376,845 

         

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   408,656   312,299  △96,357 

２．短期借入金 ※１  163,800   －  △163,800 

３．１年以内返済予定の
長期借入金 

※１  180,000   180,000  － 

４．未払金   25,978   42,926  16,948 

５．未払費用   170,279   148,939  △21,340 

６．未払法人税等   5,538   142,222  136,684 

７．未払消費税等   84,359   78,016  △6,343 

８．前受金   82,665   95,804  13,138 

９．賞与引当金   331,202   441,124  109,922 

10. 役員賞与引当金    2,000   15,630  13,630 

11．その他   12,813   20,922  8,108 

流動負債合計   1,467,294 22.3  1,477,885 21.3 10,590 
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第35期 

（平成19年３月31日現在） 
第36期 

（平成20年３月31日現在） 
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 ※１  630,000   450,000  △180,000 

２．退職給付引当金   630,681   670,949  40,267 

３．役員退職慰労引当金   125,625   262,527  136,901 

４．債務保証損失引当金   －   1,548  1,548 

５．その他   2,860   2,860  － 

固定負債合計   1,389,167 21.2  1,387,884 20.0 △1,282 

負債合計   2,856,462 43.5  2,865,769 41.3 9,307 

         

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

１．資本金     917,687 14.0   917,687 13.2 － 

２．資本剰余金                 

(1）資本準備金   879,325     879,325       

資本剰余金合計      879,325 13.4   879,325 12.7 － 

３．利益剰余金                 

(1）利益準備金   32,665     32,665       

(2）その他利益剰余金                 

別途積立金   1,700,000     1,800,000       

繰越利益剰余金   205,423     497,465       

利益剰余金合計      1,938,088 29.5   2,330,130 33.6 392,042 

４．自己株式     △65,429 △1.0   △65,429 △1.0 － 

株主資本合計      3,669,672 55.9   4,061,714 58.5 392,042 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１．その他有価証券評価
差額金     40,620 0.6   16,117 0.2 △24,503 

評価・換算差額等合計      40,620 0.6   16,117 0.2 △24,503 

純資産合計      3,710,293 56.5   4,077,831 58.7 367,538 

負債純資産合計      6,566,755 100.0   6,943,601 100.0 376,845 
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(2）損益計算書 

  
第35期 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（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   8,690,813 100.0  8,755,152 100.0 64,338 

Ⅱ 売上原価         

１．製品期首たな卸高  17,841   17,722    

２．商品期首たな卸高  5,791   4,476    

３．当期製品製造原価 ※２ 6,576,913   6,407,575    

４．当期商品仕入高  144,359   101,304    

合計  6,744,905   6,531,079    

５．製品期末たな卸高  17,722   17,660    

６．商品期末たな卸高  4,476 6,722,705 77.4 2,093 6,511,325 74.4 △211,380 

売上総利益   1,968,107 22.6  2,243,827 25.6 275,719 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  1,583,001 18.2  1,274,901 14.5 △308,099 

営業利益   385,106 4.4  968,925 11.1 583,818 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  1,026   4,211    

２．受取配当金  69,661   15,402    

３．賃貸収入  12,011   14,080    

４．受取手数料  2,442   2,357    

５．有価証券利息  －   5,788    

６．その他  13,599 98,741 1.1 6,294 48,134 0.6 △50,607 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  10,599   12,363    

２．賃貸費用  7,582   8,718    

３．支払手数料   1,693   －    

４．その他  2,094 21,969 0.2 1,996 23,078 0.3 1,109 

経常利益   461,878 5.3  993,981 11.4 532,102 

Ⅵ 特別利益         

１．貸倒引当金戻入額  －   1,572    

２．債務保証損失引当金
戻入益  8,721 8,721 0.1 － 1,572 0.0 △7,148 
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第35期 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（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） 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ 214   368    

２．投資有価証券評価損   422   13,229    

３．会員権評価損   2,399   －    

４．貸倒引当金繰入額 ※４ 6,367   －    

５．債務保証損失引当金
繰入額  － 9,403 0.1 1,548 15,146 0.2 5,743 

税引前当期純利益   461,196 5.3  980,407 11.2 519,210 

法人税、住民税及び
事業税  8,303   311,194    

法人税等調整額  232,299 240,603 2.8 176,466 487,661 5.6 247,057 

当期純利益   220,593 2.5  492,746 5.6 272,152 
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(3）株主資本等変動計算書 

第35期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （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。 

 

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 
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） 917,687 879,325 879,325 32,665 1,200,000 603,324 1,835,989 △117,131 3,515,871 

事業年度中の変動額          

別途積立金の積立（注）         500,000 △500,000 －   － 

剰余金の配当（注）           △99,628 △99,628   △99,628 

役員賞与（注）           △1,650 △1,650   △1,650 

当期純利益           220,593 220,593   220,593 

自己株式の処分           △17,216 △17,216 51,701 34,485 

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） 

－ － － － 500,000 △397,900 102,099 51,701 153,800 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 917,687 879,325 879,325 32,665 1,700,000 205,423 1,938,088 △65,429 3,669,672 

 

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） 13,689 13,689 3,529,560 

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立（注）     － 

剰余金の配当（注）     △99,628 

役員賞与（注）     △1,650 

当期純利益     220,593 

自己株式の処分     34,485 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額） 

26,931 26,931 26,931 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 26,931 26,931 180,732 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 40,620 40,620 3,710,293 
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第36期（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 
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） 917,687 879,325 879,325 32,665 1,700,000 205,423 1,938,088 △65,429 3,669,672 

事業年度中の変動額          

別途積立金の積立         100,000 △100,000 －     

剰余金の配当           △100,704 △100,704   △100,704 

当期純利益           492,746 492,746   492,746 

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） 

－ － － － 100,000 292,042 392,042 － 392,042 

平成20年３月31日 残高 
（千円） 917,687 879,325 879,325 32,665 1,800,000 497,465 2,330,130 △65,429 4,061,714 

 

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） 40,620 40,620 3,710,293 

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立       

剰余金の配当     △100,704 

当期純利益     492,746 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額） 

△24,503 △24,503 △24,503 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△24,503 △24,503 367,538 

平成20年３月31日 残高 
（千円） 16,117 16,117 4,077,831 
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重要な会計方針 

項目 
第35期 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（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）子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1）子会社株式 

同左 

 (2）その他有価証券 

①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）を採用しております。 

(2）その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

 ②時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

②時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(1）商品 

同左 

 (2）製品 

 総平均法による原価法を採用してお

ります。 

(2）製品 

同左 

 (3）仕掛品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(3）仕掛品 

同左 

 (4）貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しております。 

(4）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

です。 

建物        10年～35年 

工具、器具及び備品 ４年～10年 

(1）有形固定資産 

同左 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当会計期

間より、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。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得したものについ

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 
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項目 
第35期 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 (2）ソフトウェア 

 社内における利用可能期間（３～５

年）による定額法を採用しておりま

す。 

(2）ソフトウェア 

同左 

 (3）賃貸用不動産 

 定率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

です。 

賃貸用不動産（建物）    47年 

(3）賃貸用不動産 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）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

率法によりそれぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することにしておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

 (5）債務保証損失引当金 

────── 

(5）債務保証損失引当金 

 関係会社への債務保証に係る損失に

備えるため、被保証会社の財政状態等

を勘案し、損失負担見込額を計上して

おります。 

 (6）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の当期負担額を

計上しております。 

(6）役員賞与引当金 

同左 

５．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 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

第35期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

  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2,000千円減少しております。 

─────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 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3,710,293

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。 

─────── 

第35期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（貸借対照表）  

  「未収入金」については、前期まで流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当期において

資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記いたしま

した。 

 なお、前期末の「未収入金」の金額は3,755千円であ

ります。 

─────── 

─────── （損益計算書）  

１．「有価証券利息」については、前期まで営業外収益

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当期に

おいて営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分

掲記いたしました。 

 なお、前期における「有価証券利息」の金額は4,540

千円であります。 

２．前期まで区分掲記しておりました「支払手数料」

（当期1,419千円）は、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

表示することにしました。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第35期 
（平成19年３月31日） 

第36期 
（平成20年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物        86,711千円

構築物     47千円

土地        142,361千円

賃貸用不動産        157,400千円

計        386,521千円

建物        81,413千円

構築物       561千円

土地      142,361千円

賃貸用不動産     153,108千円

計     377,444千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金  36,400千円

1年以内返済予定の長期借入金 80,000千円

長期借入金   280,000千円

計  396,400千円

1年以内返済予定の長期借入金       80,000千円

長期借入金   200,000千円

計   280,000千円

 上記以外に関係会社であるJAST TECHNIQUES  

PTE. LTD.の当座貸越契約260千シンガポールドル

に対して、定期預金19,213千円を担保（質権）と

して提供しております。 

 

  ２ 偶発債務 

関係会社の金融機関に対する保証 

外貨建債務保証は、決算日の為替相場により円換

算しております。 

JAST TECHNIQUES PTE. LTD.     18,873千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と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。 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と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。 

貸出コミットメントの総額        600,000千円

借入実行残高        －千円

差引額        600,000千円

貸出コミットメントの総額     600,000千円

借入実行残高         －千円

差引額        600,000千円
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（損益計算書関係） 

（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 

  （注）普通株式の自己株式の株式数の減少53,800株は、ストックオプションの権利行使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 

第35期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は14％、一

般管理費に属する費用の割合は86％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は19％、一

般管理費に属する費用の割合は81％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬         42,937千円

賃金給料及び諸手当       401,676千円

賞与引当金繰入額       47,314千円

役員賞与引当金繰入額       2,000千円

退職給付費用         22,690千円

役員退職慰労引当金繰入額         12,028千円

減価償却費          9,838千円

研究開発費        741,541千円

賃借料      44,969千円

役員報酬      71,673千円

賃金給料及び諸手当      444,361千円

賞与引当金繰入額      56,639千円

役員賞与引当金繰入額      15,630千円

退職給付費用         22,156千円

役員退職慰労引当金繰入額 137,887千円

減価償却費       15,406千円

研究開発費       144,439千円

賃借料     59,973千円

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
       741,541千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
       144,439千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品         214千円

計           214千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品            368千円

計         368千円

※４ 貸倒引当金繰入額は、長期貸付金(6,367千円)に対

するものであります。 

─────── 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 121,828 － 53,800 68,028 

合計 121,828 － 53,800 68,028 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 68,028 － － 68,028 

合計 68,028 － － 68,028 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

  前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日 至平成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。 

第35期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第36期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品 3,666 2,932 733 

合計 3,666 2,932 733 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品 5,952 793 5,158 

合計 5,952 793 5,158 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

 （注）        同左 

(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       733千円

１年超         －千円

合計       733千円

１年内      1,190千円

１年超      3,968千円

合計      5,158千円

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 （注）        同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料        1,129千円

減価償却費相当額       1,129千円

支払リース料        976千円

減価償却費相当額       976千円

(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 
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（税効果会計関係） 

第35期 
（平成19年３月31日現在） 

第36期 
（平成20年３月31日現在） 

 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 

 （単位：千円）

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 （単位：千円）

①流動の部  

  繰延税金資産  

    賞与引当金 134,468

    未払費用 14,391

    その他 4,646

  繰延税金資産合計 153,506

   

②固定の部  

  繰延税金資産  

  役員退職慰労引当金 51,004

  退職給付引当金 256,056

  貸倒引当金 31,480

  ソフトウェア 28,840

  賃貸用土地評価損 23,015

  平成16年３月期の売上訂正

による差額 
228,176

  その他 12,396

  繰延税金資産小計 630,971

 評価性引当額 △110,814

 繰延税金資産合計 520,157

  繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △27,764

  繰延税金負債合計 △27,764

  繰延税金資産の純額 492,392

①流動の部  

  繰延税金資産  

    賞与引当金 179,096

    未払費用 20,494

    未払事業税 10,922

    その他 8,400

  繰延税金資産合計 218,913

  繰延税金負債  

    その他 △2,037

  繰延税金負債合計 △2,037

  繰延税金資産の純額 216,876

   

②固定の部  

  繰延税金資産  

  役員退職慰労引当金 106,602

  退職給付引当金 272,405

  貸倒引当金 30,993

  賃貸用土地評価損 23,015

  その他 19,716

  繰延税金資産小計 452,733

 評価性引当額 △172,412

 繰延税金資産合計 280,320

  繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △11,016

  繰延税金負債合計 △11,016

  繰延税金資産の純額 269,304

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との主要な差異原因 

  （単位：％）

①法定実効税率 40.6

 （調整）  

    交際費等永久差異項目 △5.2

    住民税均等割 1.5

  評価性引当額の増加 19.0

  更正還付に係る繰延税金資

産の修正による影響 
△4.3

  その他 0.6

②税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
52.2

   

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との主要な差異原因 

  （単位：％）

①法定実効税率 40.6

 （調整）  

    交際費等永久差異項目 0.7

    住民税均等割 0.7

  評価性引当額の増加 6.6

  その他 1.1

②税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
49.7

   

日本システム技術株式会社（4323）平成20年３月期決算短信

- 49 -



（１株当たり情報） 

 （注） 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

第35期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第36期 
(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    736円87銭 

１株当たり当期純利益金額    44円24銭 

潜在株式調整後1株当たり 

当期純利益金額 
   44円13銭 

１株当たり純資産額      809円86銭 

１株当たり当期純利益金額      97円86銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

 
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（千円） 3,710,293 4,077,831 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,710,293 4,077,831 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
5,035,202 5,035,202 

 
第35期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第36期 
(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） 220,593 492,746 

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） 220,593 492,746 

期中平均株式数（株） 4,986,258 5,035,202 

   

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） 12,854 － 

（うち新株予約権（株）） (12,854) （－） 
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６．その他 
(1）役員の異動 

  該当事項はありません。 

(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は売上原価によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．アルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴い、前連結会計年度よりシステム販売事業を新設してお

ります。なお、前連結会計年度においては、みなし取得日を前中間連結会計期間末としているため、平成18年

10月から平成19年３月までの６ヵ月間の損益計算書が連結対象となっておりますので、前期比については記載

しておりません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．アルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴い、前連結会計年度よりシステム販売事業を新設してお

ります。なお、前連結会計年度においては、みなし取得日を前中間連結会計期間末としているため、平成18年

10月から平成19年３月までの６ヵ月間の損益計算書が連結対象となっておりますので、受注高の前期比につい

ては記載しておりません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前期比（％） 

ソフトウェア事業（千円） 5,702,964 92.9 

パッケージ事業（千円） 851,638 128.1 

システム販売事業（千円） 1,572,312 － 

合計（千円） 8,126,915 － 

事業の種類別セグメントの名称 受注高 前期比（％） 受注残高 前期比（％） 

ソフトウェア事業（千円） 7,604,577 101.6 1,146,959 127.7 

パッケージ事業（千円） 1,615,796 186.6 335,290 210.1 

システム販売事業（千円） 1,891,921 － 355,502 95.3 

合計 11,112,295 － 1,837,752 128.5 
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③ 販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．アルファコンピュータ株式会社の連結子会社化に伴い、前連結会計年度よりシステム販売事業を新設してお

ります。なお、前連結会計年度においては、みなし取得日を前中間連結会計期間末としているため、平成18年

10月から平成19年３月までの６ヵ月間の損益計算書が連結対象となっておりますので、前期比については記載

しておりません。 

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前期比（％） 

ソフトウェア事業（千円） 7,355,454 92.5 

パッケージ事業（千円） 1,440,123 164.4 

システム販売事業（千円） 1,909,464 － 

合計（千円） 10,705,042 － 

相手先 

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） 相手先 

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

パナソニックＭＳＥ㈱ 1,081,710 11.1 ドコモ・システムズ㈱ 924,640 8.6 

日本アイ・ビー・エム㈱ 750,759 7.7 パナソニックＭＳＥ㈱ 735,736 6.9 

ドコモ・システムズ㈱ 692,782 7.1 日本アイ・ビー・エム㈱ 485,861 4.5 
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