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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（注）当社は、平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年３月期の対前期増減率については記載し

ておりません。

(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 25,558 11.0 2,079 48.5 2,123 62.8 998 49.3

19年３月期 23,027 － 1,400 － 1,304 － 668 －

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 95 27 － － 12.1 16.8 8.1

19年３月期 63 70 － － 8.7 11.4 6.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 19百万円 19年３月期 △153百万円

(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 13,432 8,532 63.5 821 94

19年３月期 11,854 7,949 67.1 757 17

（参考）自己資本 20年３月期 8,532百万円 19年３月期 7,949百万円

(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 2,534 △1,456 △551 3,499

19年３月期 643 △828 △246 2,972

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 10 00 12 00 22 00 230 34.5 3.0
20年３月期 12 00 13 00 25 00 260 26.2 3.2

21年３月期（予想） 13 00 13 00 26 00  － 23.5 －

 (注) 19年３月期期末配当の内訳　記念配当２円00銭

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
連結累計期間

13,900 11.4 975 4.9 975 8.5 465 1.4 44 79

通期 29,000 13.5 2,300 10.6 2,310 8.8 1,170 17.2 112 71
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４．その他

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

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

事項の変更に記載されるもの）

　①　会計基準等の改正に伴う変更　有

　②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）をご覧下さ

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 10,500,000株 19年３月期 10,500,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 119,360株 19年３月期 1,360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、32ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 24,343 8.8 2,080 46.2 2,111 42.5 890 7.9

19年３月期 22,370 1.2 1,423 △7.6 1,481 △3.3 825 △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 84 96 － －

19年３月期 78 66 － －

(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 12,897 8,581 66.5 826 69

19年３月期 11,665 8,106 69.5 772 16

（参考）自己資本 20年３月期 8,581百万円 19年３月期 8,106百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
累計期間

12,700 7.0 970 1.0 975 0.3 510 △5.1 49 13

通期 26,500 8.9 2,260 8.6 2,270 7.5 1,230 38.1 118 49

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、当初緩やかながらも息の長い拡大が持続すると見られておりましたが、そ

の後米国のサブプライム問題に端を発する米欧の金融市場混乱の影響が次第に実体経済にも波及し、米国経済の減速

が懸念される中、原油をはじめとする原材料価格の高騰や円高・ドル安の進行、株価の低迷、さらには物価上昇の兆

しも現れ、国内景気は踊り場にさしかかっております。

　当社グループの属する情報サービス業界に関しては、大手金融機関の大規模なシステム開発投資や全般的なアウト

ソーシング需要の拡大を背景に、高度・大規模案件を手がける大手企業にとっては順風が続いているものの、下請先

の制限や人材獲得競争の激化など、中小企業の経営環境は一段と厳しさが増しております。

　こうしたなか、当社グループは、保険会社からの契約是正や業務適正化に関する業務受託が拡大したこと、旺盛な

システム開発需要を受けて銀行・証券向けにシステム開発受託が伸びたことに加え、利益率の高いソフトウェアの販

売が好調に推移したこと、各事業の業務効率改善が進んだことなどにより、売上・利益ともに当初計画を上回る結果

となりました。

　期中、従来分散していたシステム部門３事業部と関連営業部門を一事業所に移転・集約し、事業部間の連携ビジネ

スを推進するとともに、営業力の統合強化を図りました。また、平成20年３月28日には、持続的成長に向けた新たな

事業展開の布石のひとつとして登録管理ネットワーク株式会社の株式を100％取得いたしました。

　以上の結果、連結売上高は前年同期比11.0％増加し、255億58百万円、連結経常利益は前年同期比62.8％増加し、21

億23百万円、連結当期純利益は前年同期比49.3％増加し、９億98百万円となりました。

 

（サービス別営業概況）

　ビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）は、保険金未払い・過払い問題に端を発した保険各社の契約是正業

務や不明住所調査業務、保険金再査定業務といったより高度な業務に受託領域を拡大することで業務量を確保したこ

とや、センター間の柔軟な協力体制を実現するなど効率的な生産体制を構築したことにより、各センターの稼働状況

が総じて向上したことなどから、連結売上高は前年同期比8.3％増加し、142億32百万円となりました。

　ソフトウェアソリューション（ＳＳ）は、保険会社の業務適正化に伴う顧客データ整備ニーズの高まりなどにより

ＣＲＭ系ソフトウェアの販売が伸びたこと、営業機能の統合による部門間連携が効果を発揮し、データクレンジング・

名寄せツール「ＴＲＩＬＬＩＵＭ」やＥＲＰソフト「ＬＸ（旧：ＢＰＣＳ）」の販売が増加したことなどにより、連

結売上高は前年同期比8.2％増加し、22億62百万円となりました。

　システムインテグレーション（ＳＩ）は、金融業界のシステム統合特需や更新需要を受けて、保険・銀行・証券等

からの受注が引き続き好調に推移し、これに子会社アグレックスファインテクノ株式会社の売上が通期で寄与したこ

とも加わって、連結売上高は前年同期比17.0％増加し、90億36百万円となりました。

　その他システム機器販売等は、システム開発に付随する情報機器の販売と保険代理店収入で、連結売上高は前年同

期比63.4％減少し、27百万円となりました。

－ 3 －



（次期の見通し）

　次期におけるわが国経済は、円高・ドル安や株価の低迷といった金融・資本市場の不安定な動きが企業心理に影を

落としていることに加え、原油や原材料高に伴うコスト増が企業収益を圧迫し始めていることから、各企業ともに慎

重姿勢を示しており、景気の先行き警戒感は一段と強まっております。

　こうした企業動向は当社グループの属する情報サービス業界に関しても、システム投資の先行き不透明感を投げか

ける一方、中小業者にとっては下請先の制限などの悪材料もあるものの、業界全体としては当面長期・大規模案件が

持続し、大手企業を中心に拡大成長が続くものと推測されます。

　こうしたなか、当社グループは、保険会社の契約是正業務受託等を通じて培ったノウハウを活かして業務の拡大・

深耕を図ると同時に、広く同業界への横展開を図ってまいります。また、ペイオフ関連や株券電子化、貸金法改正等

を機に、競争力のあるＣＲＭ系ソフトの販売増強を図るとともに、これを活用したシステム構築や周辺開発、保守サ

ポートなどへと発展させることで、取引の深耕と売上の拡大を目指してまいります。また、金融業界向けシステム開

発は、生損保や銀行等を中心に引き続き高い需要が見込まれることから、要員の確保・育成に努め、売上規模の拡大

を推し進めてまいります。

　なお、平成20年３月28日に登録管理ネットワーク株式会社の株式を100％取得し、子会社化したため、次期連結業績

には同社の実績が通期で寄与することとなります。また、上期には多摩地区の２センターの統合・拡張や本社移転を

予定していることから、上期に一定の費用負担の発生が見込まれますが、通期ではこれを吸収し、増益を確保する計

画であります。

　以上の環境・動向を踏まえ、次期の業績については以下のとおり見込んでおります。

 　　        平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

   

ビジネスプロセスアウトソーシング 164億30百万円 （前期比　15.4％増）

ソフトウェアソリューション 24億60百万円 （前期比　 8.7％増）

システムインテグレーション 100億90百万円 （前期比　11.7％増）

その他システム機器販売等 20百万円 （前期比　27.6％減）

売上高合計 290億00百万円 （前期比　13.5％増）

営業利益 23億00百万円 （前期比　10.6％増）

経常利益 23億10百万円 （前期比　 8.8％増）

当期純利益 11億70百万円 （前期比　17.2％増）

 　　（参考）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）

   

ビジネスプロセスアウトソーシング 153億30百万円 （前期比　 7.7％増）

ソフトウェアソリューション 24億60百万円 （前期比　 8.7％増）

システムインテグレーション 86億90百万円 （前期比　11.1％増）

その他システム機器販売等 20百万円 （前期比　27.6％減）

売上高合計 265億00百万円 （前期比　 8.9％増）

営業利益 22億60百万円 （前期比　 8.6％増）

経常利益 22億70百万円 （前期比　 7.5％増）

当期純利益 12億30百万円 （前期比　38.1％増）

（注）上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在するさまざまな不

確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合がありますのでご承知おき

下さい。
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(2）財政状態に関する分析

 キャッシュ・フローの状況

 当期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）

　営業活動の結果増加した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、25億34百万円（前年同期は６億43百万

円の増加）となりました。

　これは主に、法人税等の支払額が６億81百万円、その他の営業負債の減少額が１億52百万円あったものの、税金等

調整前当期純利益が19億40百万円計上されたこと、売上債権の増加額が３億73百万円及び減価償却費が３億27百万円

あったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は、14億56百万円（前年同期は８億28百万円の減少）となりました。

　これは主に、投資有価証券の償還による収入が３億円あったものの、投資有価証券の取得による支出が５億83百万

円及び子会社株式の取得による支出が４億48百万円あったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は、５億51百万円（前年同期は２億46百万円の減少）となりました。

　これは主に、短期借入れによる収入が３億60百万円あったものの、短期借入金の返済による支出が５億10百万円及

び配当金の支払額が２億51百万円あったこと等によるものであります。

 

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 67.1 63.5

時価ベースの自己資本比率（％） 124.7 90.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.2 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 287.0 944.4

　（注）　自己資本比率　：　自己資本／総資産

　　　　　時価ベースでの自己資本　：　株式時価総額／総資産

　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　＊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（自己株式を除く）により算出しております。

　　　　３．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。

　　　　４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

            るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主尊重を重要な経営政策のひとつとして位置付けております。利益の配分につきましては、将来の事業

基盤拡大に備えた内部留保と財務体質の強化を図りながら、株主に対する継続的で安定的な配当を実施することを基

本方針としております。

　内部留保金につきましては、技術革新や事業拡大に対応して、研究開発投資・設備投資を適宜実施し、新規事業の

創出、新商品の開発、新技術の導入、ＢＰＯセンターの新設など、競争優位性を確保するために有効に投資してまい

ります。

 上記方針に基づいて、当期の配当金につきましては、中間配当12円を合わせて、１株につき25円の年間配当を実施す

る予定であります。また、次期の配当金につきましては、１円増配して、１株につき26円の年間配当を見込んでおり

ます。
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(4）事業等のリスク

①当社事業に係るリスクについて

　ａ．人材の確保について

当社は、事業の拡大を図るためには、優秀な技術者やパート・アルバイト等の確保が必要不可欠であります。

ビジネスプロセスアウトソーシングにおいては、優秀な技術者や業務経験者の確保とともに、事務処理・データ

入力サービスにおける優秀なパート・アルバイト等の確保が必要であります。また、ソフトウェアソリューショ

ン及びシステムインテグレーションにおいて、優秀な技術者の確保が必要であります。人材獲得競争の激化によ

り当社が必要とする優秀な人材を確保できない場合には、当社の事業展開が制約される可能性、さらには当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

　ｂ．技術の進展等について

当社の事業は、情報技術、通信技術に密接に関連しており、これらの技術分野は、技術の進展が著しいという

特徴を有しております。当社が想定していないような新技術・新サービスの普及などにより事業環境が劇的に変

化し、その対応が遅れた場合には、受注の減少など当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、新

規参入・競合の状況によっても、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

　ｃ．顧客情報の管理について

当社は、ビジネスプロセスアウトソーシングにおいて特に、顧客情報を大量に取り扱っております。当社では、

プライバシーマーク制度（注１）やＩＳＭＳ適合性評価制度（注２）の認証を取得するなど、情報管理及び社員

の教育には十分留意しておりますが、万が一、顧客情報の流出等が発生した場合には、当社の事業展開が制約さ

れる可能性、さらには当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（注１）プライバシーマーク制度：「JIS Q 15001」に準拠したコンプライアンス・プログラムが定められ、当該

コンプライアンス・プログラムに基づき個人情報の適切な取扱いが実施され、または実施可能な体制が整

備されていることにより認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)の評価制度。

（注２）ＩＳＭＳ適合性評価制度：企業の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)が、ISO/IEC27001及び

「JIS Q 27001」に基づく認証基準に適合することを認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)の評

価制度。

　ｄ．プロジェクト採算の管理について

当社は、ソフトウェアソリューション及びシステムインテグレーションにおいて、見積り精度の向上、プロ

ジェクトマネジメントの強化等に努め、効率的なシステム開発をめざしております。しかしながら、作業開始後

の仕様変更、納入後の不具合発生など、当初見積りを超える作業工数の発生により、プロジェクトの採算が悪化

した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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②　親会社であるＴＩＳ株式会社を中心とした企業集団（以下、「ＴＩＳグループ」）における当社の位置付けと　

　親会社との関係について

ａ．当社の位置付けについて

当社は、ＴＩＳ株式会社の連結子会社であります。ＴＩＳグループの主な業務は、アウトソーシングサービ

ス、ソフトウェア開発サービス、ソリューションサービスの提供であります。

　ＴＩＳグループは、顧客基盤ならびに業務・技術分野を相互に補完する企業グループを形成し、グループ各

社が「自立・自律した事業体」として強みを活かした事業展開を図るとともに、グループシナジーを発揮する

ことにより、グループの事業拡大を図ることを基本方針としております。

　ＴＩＳグループの事業区分において、当社のサービス区分であるビジネスプロセスアウトソーシングはアウ

トソーシングサービスに、ソフトウェアソリューション、システムインテグレーションはソフトウェア開発サー

ビス及びソリューションサービスに分類されます。

　ＴＩＳグループにおける当社の位置付けについては、下記の通りであります。

・アウトソーシングサービス

　アウトソーシングサービスは、システム、ネットワークを安定稼動させるための操作、監視を中心とするＩ

ＴアウトソーシングとＩＴを活用して契約処理業務、通信販売受注業務等の事務処理業務全体を行うビジネス

プロセスアウトソーシングに大別され、当社はグループ内でビジネスプロセスアウトソーシングを主力事業と

する企業として位置付けられます。

・ソフトウェア開発サービス及びソリューションサービス

　ソフトウェア開発サービス及びソリューションサービスについては、グループ内に類似した事業を営む企業

が存在しておりますが、顧客基盤、案件規模、取扱商品等が異なっており、当社はグループ内でＣＲＭソリュー

ション等に強みを持つ企業として独自の位置を占めております。

　当社とＴＩＳグループ各社は、それぞれ独自の事業領域を確立し、グループシナジーが期待できる分野にお

いて協業することにより、互いに企業価値を高める関係にありますが、環境変化が著しい事業分野に属してい

るため、今後の事業環境の変化によっては、グループ内において、一部事業の競合が生じる可能性があります。

ｂ．取引関係について

従来、当社は株式会社アプラスから同社の基幹システムである「アトラスシステム」の開発等を受託してお

りましたが、契約内容の変更に伴い、2005年７月よりＴＩＳ株式会社から当該システムの開発等を受託するこ

とになりました。また、当社は、ＴＩＳ株式会社から株式会社アプラス以外のシステム開発等も受託しており

ます。

ｃ．人的関係について

平成20年３月31日現在、当社役員11名のうち、ＴＩＳ株式会社の取締役を兼ねる者は２名であり、ＴＩＳグ

ループ内の協業とシナジーによる企業価値の向上に資するために当社が就任を要請したものであります。

ｄ．独立性の確保の状況について

当社は、設立以来40年以上の実績を積み重ね、業務ノウハウ、技術等を蓄積し、大手企業を中心に強固な顧

客基盤を築き、独自の事業基盤を確立しております。当社は情報サービス業界の中でＢＰＯのリーディングカ

ンパニーとして競争優位を確立しており、ＴＩＳグループにあって独自の事業領域を確保し、ＴＩＳグループ

への取引の依存度も低く、自由な事業活動を行える状況にあります。

　当社はグループ各社の自主・自立を基本とするＴＩＳグループの方針の下、独自の経営判断に基づいて、事

業活動を行っており、十分な独立性が確保されていると認識しております。
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２．企業集団の状況
　当社の親会社としてＴＩＳ株式会社（以下、「ＴＩＳ」）があり、当社と同じ情報サービス業を行っております。当

社はＴＩＳに対してシステムインテグレーション（ＳＩ）の一部を委託するとともに、ＴＩＳからビジネスプロセスア

ウトソーシング（ＢＰＯ）及びソフトウェアソリューション（ＳＳ）、ＳＩの一部を受託しております。

　子会社では、ＩＴ関連業務を中心とした技術者派遣事業を行うアグレックスファインテクノ株式会社にＳＩの一部を

委託しております。また、平成20年3月28日に、自動車所有権登録の事務支援を行う登録管理ネットワーク株式会社が当

社の100％子会社になっております。

　関連会社では、医薬品開発支援サービスを提供しているクロノバ株式会社からビジネスプロセスアウトソーシング（Ｂ

ＰＯ）の一部を受託しており、ＡＳＰサービスを提供している株式会社イーラボからはＳＳの一部を受託しておりま

す。

　以上の事項を系統図によって示すと次のとおりであります。

 お 客 様

（子会社）
登録管理ネットワーク㈱

（子会社）
アグレックスファインテクノ㈱

（関連会社）
㈱イーラボ

㈱アグレックス

（親会社）ＴＩＳ㈱

ＢＰＯ ＳＳ ＳＩ

ＢＰＯ業務
の受託

ＳＳ業務
の受託

ＳＩ業務
の委託

ＳＳ業務
の受託

ＳＩ業務の
受託・委託

ＢＰＯ業務
の受託

（関連会社）
クロノバ㈱
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「人とＩＴのチカラでお客様の価値創造を支援し、豊かで活力ある社会の実現に貢献する」ことを企業使

命にしております。当社の事業は、お客様にサービスを提供する“人”と、それを支えるＩＴで成り立っています。

人とＩＴのチカラを最大限に発揮して、お客様の価値創造を支援することで、“お客様のお客様”の満足感が高まり、

その満足の輪が広がれば、社会がより豊かになっていくと考えております。

　「お客様、社員、株主、そして社会の期待に応え、長期にわたって成長し、企業価値を高める」ことを目指してい

きます。

 

(2）目標とする経営指標

　売上高及び営業利益の増加による継続的な成長を基本的な経営指標として設定し、経営効率と生産性の向上を図り、

企業価値を高めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、2005年９月に策定した経営ビジョンの実現に向け、１stステージとなる３ヵ年（2007年３月期～2009年３

月期）の中期経営計画を策定いたしました。この中期経営計画では、事業構造、組織、制度、仕組み、意識などを変

革し、新しい成長モデルにシフトすることをテーマにしております。

①基本方針

・新しい事業モデルへの選択と集中

・戦略に適した組織・体制の整備

・組織的なマネジメントの仕組みの構築

・魅力的な人事・処遇制度と成長できる環境の整備

・ブランドイメージの向上

②事業展開の方向性

ａ．業種集中戦略

成長の期待できる業種に集中して、専門性の高いサービスを提供することでシェアの拡大を図る

・ 保険業界、クレジットカード業界での専門性を活かして、業務範囲の拡大を図る

・ 銀行、証券等の金融機関の業務ノウハウを蓄積し、サービス提供力を強化する

・ 新たな市場として、医薬分野、少額短期保険分野、公共分野等を開拓する

ｂ．業務集中戦略

強みの発揮できる分野に経営資源を集中して、競争優位を確立する

・契約・受注、口座振替、決済の業務プロセスを対象にしたアウトソーシングを推進する

・ＣＲＭ分野（顧客管理、マーケティング）の商品・サービスの充実を図る

・ＩＴマネジメントサービス（ヘルプデスク、サーバ管理等）を強化して、システムライフサイクルを一貫してサ

ポートできる体制を構築する 

ｃ．高付加価値戦略

業務ノウハウ、ＩＴ、設備を統合化して、高付加価値サービスを提供する

・各サービスを標準化・部品化し、お客様のニーズに合わせて必要なサービスを組み合わせ、シームレスなサービ

スを提供する

・業務ノウハウ、ＩＴ、設備等のリソースの活用度を高めて、プロセス・イノベーションを推進する

・セキュリティと品質の管理体制を強化して、信頼性の高いサービスを提供する

ｄ．Ｍ＆Ａ・アライアンス戦略

社外のリソースや商品・サービスの総合化・融合化を図り、サービス提供力を高める

・人材、業務ノウハウ、技術等を補完・強化できる企業・事業とのＭ＆Ａ、アライアンスを推進する
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(4）会社の対処すべき課題

少子高齢化社会の到来で国内労働人口が停滞・減少に転じるなかにあって、企業が成長を続けるためには、ＩＴの

活用による労働生産性の向上が不可欠であります。また、業務のアウトソーシングの動きも今後さらに進むと思われ

ます。このように企業のIT投資やアウトソーシング・ニーズが高まる中、BPO、SS、SIを主業務とする当社グループの

事業に対する需要は今後ますます増大するものと予想しております。

　同時に一方で、限られた人的資源の配分をめぐって今後一層熾烈な人材獲得競争が繰り広げられるものと思われま

す。こうした情勢のもと、増大する需要を吸収・消化するために必要な人材をいかに確保していくかが当社グループ

にとって今後最大の課題であり、社会的使命でもあります。

　こうした中、当社グループは、ＩＴを駆使し業務の効率化を推進する一方で、様々な施策を通じて、より働きがい

のある、魅力ある企業へと進化を遂げていくことで優秀な人材を引きつけ、高まるアウトソーシング・ニーズを吸収

していく方針であります。特に、次期は、長期ビジョン「AGREX VISION 2015」の１stステージである中期経営計画

“Change X”の最終年であると同時に、２ndステージとなる次期中期経営計画への助走期間でもあります。１stステー

ジでは「次世代モデルへのシフト」をテーマに、東証一部への上場（ブランドイメージの向上）や連結経営への移行

（Ｍ＆Ａの実施）などに加え、業容の拡大と利益水準の向上に向け多くの課題に取り組んでまいりました。最終年と

なる次期では、２ndステージでの更なる飛躍に向け、事業基盤の拡充や人材リソースの確保と育成強化、規模拡大に

ふさわしい組織体制への改変を重要課題に掲げ、持続的成長の実現をめざしてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,679,724   2,207,050   

２．受取手形及び売掛金 ※２  3,539,086   3,360,870   

３．有価証券   1,613,390   1,618,011   

４．たな卸資産   295,946   202,036   

５．繰延税金資産   598,647   695,537   

６．その他   254,158   278,472   

７．貸倒引当金   △4,719   △4,480   

流動資産合計   7,976,233 67.3  8,357,498 62.2 381,264

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  692,269   718,906    

 　 減価償却累計額  368,727 323,542  399,851 319,055   

(2）器具及び備品  985,524   1,102,588    

　　減価償却累計額  560,464 425,059  713,212 389,376   

(3）土地   205,976   205,976   

  有形固定資産合計   954,578 8.1  914,407 6.8 △40,170

２．無形固定資産         

(1）のれん   423,305   918,191   

(2）ソフトウェア   276,306   375,088   

(3）その他   15,928   16,508   

  無形固定資産合計   715,540 6.0  1,309,788 9.8 594,248

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  1,040,145   1,142,198   

(2）敷金及び保証金   887,273   1,210,535   

(3）長期定期預金   100,000   200,000   

(4）繰延税金資産   141,154   164,675   

(5）その他   40,219   133,474   

(6）貸倒引当金   △397   △356   

　投資その他の資産合計   2,208,394 18.6  2,850,527 21.2 642,133

固定資産合計   3,878,513 32.7  5,074,724 37.8 1,196,211

資産合計   11,854,746 100.0  13,432,222 100.0 1,577,475
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   468,756   526,161   

２．短期借入金   150,000   233,428   

３．未払費用   1,013,339   1,090,298   

４．未払法人税等   367,686   737,952   

５．未払消費税等   149,568   254,866   

６．賞与引当金   1,093,212   1,245,186   

７．役員賞与引当金   14,000   20,000   

８．プログラム補修引当金   21,500   3,000   

９．その他   274,274   335,341   

流動負債合計   3,552,337 29.9  4,446,234 33.1 893,897

Ⅱ　固定負債         

  １．長期借入金   －   61,522   

２．退職給付引当金   165,998   271,027   

３．役員退職慰労引当金   130,942   95,555   

４．長期未払金   56,183   25,632   

固定負債合計   353,124 3.0  453,737 3.4 100,612

負債合計   3,905,461 32.9  4,899,971 36.5 994,510

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,292,192 10.9  1,292,192 9.6 －

２．資本剰余金   1,493,807 12.6  1,493,807 11.1 －

３．利益剰余金   5,159,484 43.5  5,906,199 44.0 746,714

４．自己株式   △431 △0.0  △150,355 △1.1 △149,924

株主資本合計   7,945,052 67.0  8,541,843 63.6 596,790

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  4,232 0.1  △9,592 △0.1 △13,824

 評価・換算差額等合計   4,232 0.1  △9,592 △0.1 △13,824

純資産合計   7,949,285 67.1  8,532,250 63.5 582,965

負債純資産合計   11,854,746 100.0  13,432,222 100.0 1,577,475
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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   23,027,551 100.0  25,558,415 100.0 2,530,863

Ⅱ　売上原価   18,723,078 81.3  20,326,536 79.5 1,603,458

売上総利益   4,304,473 18.7  5,231,878 20.5 927,405

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  148,082   128,124    

２．給料賞与手当  1,061,237   1,125,327    

３．賞与引当金繰入額  150,208   155,051    

４．役員賞与引当金繰入額  14,000   20,000    

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 22,032   14,613    

６．地代家賃  292,874   304,236    

７．採用費  210,938   228,930    

８．その他 ※１ 1,004,590 2,903,962 12.6 1,175,816 3,152,099 12.4 248,137

営業利益   1,400,510 6.1  2,079,778 8.1 679,268

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  15,091   19,905    

２．持分法による投資利
益 

 －   19,999    

３．投資事業組合収益  26,107   －    

４．投資有価証券売却益  3,248   －    

５．為替差益  －   8,227    

４．その他  16,064 60,511 0.3 11,768 59,901 0.2 △610

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  2,241   2,683    

２．持分法による投資損失  153,792   －    

３．投資事業組合費用  －   12,731    

４．その他  421 156,455 0.7 423 15,838 0.1 △140,616

経常利益   1,304,566 5.7  2,123,841 8.3 819,274

Ⅵ　特別利益         

１．積立保険返戻差益  49,441 49,441 0.2 － － － △49,441
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 25,380   12,417    

２．事業所移転費  －   27,248    

３．持分法による投資損
失 

※３ －   140,719    

４．投資有価証券評価損   － 25,380 0.1 2,660 183,046 0.7 157,665

税金等調整前当期純利
益

  1,328,627 5.8  1,940,795 7.6 612,167

法人税、住民税及び事
業税

 688,163   1,050,364    

法人税等調整額  △28,264 659,898 2.9 △108,251 942,113 3.7 282,214

当期純利益   668,729 2.9  998,681 3.9 329,952

         

－ 14 －



(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年4月1日　残高（千円） 1,292,192 1,493,807 4,717,052 △431 7,502,620

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(前期） ― ― △104,986 ― △104,986

剰余金の配当(中間) ― ― △104,986 ― △104,986

利益処分による役員賞与
(前期）

― ― △16,000 ― △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減
少高

― ― △324 ― △324

当期純利益 ― ― 668,729 ― 668,729

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）

― ― 442,432 ― 442,432

平成19年３月31日　残高（千円） 1,292,192 1,493,807 5,159,484 △431 7,945,052

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4月1日　残高（千円） 1,693 1,693 7,504,313

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(前期) ― ― △104,986

剰余金の配当(中間) ― ― △104,986

利益処分による役員賞与
(前期）

― ― △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減
少高

― ― △324

当期純利益 ― ― 668,729

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

2,539 2,539 2,539

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,539 2,539 444,971

平成19年３月31日　残高（千円） 4,232 4,232 7,949,285
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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） 1,292,192 1,493,807 5,159,484 △431 7,945,052

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(前期） ― ― △125,983 ― △125,983

剰余金の配当(中間) ― ― △125,983 ― △125,983

当期純利益 ― ― 998,681 ― 998,681

自己株式の取得 ― ― ― △149,924 △149,924

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）

― ― 746,714 △149,924 596,790

平成20年３月31日　残高（千円） 1,292,192 1,493,807 5,906,199 △150,355 8,541,843

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） 4,232 4,232 7,949,285

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(前期) ― ― △125,983

剰余金の配当(中間) ― ― △125,983

当期純利益 ― ― 998,681

自己株式の取得 ― ― △149,924

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△13,824 △13,824 △13,824

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△13,824 △13,824 582,965

平成20年３月31日　残高（千円） △9,592 △9,592 8,532,250
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  1,328,627 1,940,795  

減価償却費  311,693 327,834  

のれん償却額  43,038 93,445  

長期前払費用償却額  8,477 5,920  

賞与引当金の増加額  39,257 150,269  

役員賞与引当金の増加額  14,000 6,000  

退職給付引当金の増加額  67,651 101,819  

役員退職慰労引当金の減少額  △95,668 △35,387  

プログラム補修引当金の増加額(△
減少)

 17,000 △18,500  

貸倒引当金の増加額(△減少)  125 △279  

受取利息及び受取配当金  △15,215 △19,951  

支払利息  2,241 2,683  

持分法による投資損失  153,792 120,719  

固定資産除却損  25,380 26,305  

積立保険返戻差益  △49,441 －  

投資有価証券評価損  － 2,660  

投資有価証券売却益  △3,248 －  

投資事業組合損益(△益)  △26,107 12,731  

売上債権の減少額(△増加)  △227,149 373,658  

たな卸資産の減少額(△増加)  △15,391 94,265  

その他流動資産の増加額  △44,182 △8,481  

長期前払費用の増加額  △11,689 △3,167  

仕入債務の増加額(△減少)  14,736 △3,718  

未払費用の増加額(△減少)  △50,331 79,050  

未払消費税等の増加額  1,283 95,670  

その他流動負債の増加額(△減少)  78,893 △95,924  

その他固定負債の減少額  － △56,183  

役員賞与の支払額  △16,000 －  

小計  1,551,774 3,192,236 1,640,462

利息及び配当金の受取額  15,215 26,288  

利息の支払額  △2,241 △2,683  

法人税等の支払額  △921,630 △681,823  

営業活動によるキャッシュ・フロー  643,117 2,534,019 1,890,901
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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     

定期預金の預入による支出  △123,003 △106,013  

定期預金の解約による収入  3,000 －  

有価証券の取得による支出  － △99,726  

有価証券の償還による収入  － 99,726  

有形固定資産の取得による支出  △296,778 △154,186  

有形固定資産の売却による収入  1,579 －  

無形固定資産の取得による支出  △123,302 △181,614  

投資有価証券の取得による支出  △254,744 △583,026  

関係会社株式の取得による支出  △64,400 －  

投資有価証券の売却による収入  247,280 －  

投資有価証券の償還による収入  63,549 323,058  

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 △323,086 △448,950  

その他投資による支出  △111,309 △329,299  

その他投資による収入  152,946 23,790  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △828,269 △1,456,240 △627,971

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  360,000 360,000  

短期借入金の返済による支出  △396,400 △510,000  

自己株式の取得支出  － △149,924  

配当金の支払額  △210,368 △251,230  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △246,768 △551,154 △304,385

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額(△減
少)

 △431,920 526,624 958,544

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,404,910 2,972,990 △431,920

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,972,990 3,499,615 526,624
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項  (1) 連結子会社の数

　　 ２社

（2）連結子会社の名称

　　 オープンテクノ㈱

　　 ㈱フィネス

  オープンテクノ㈱は、平成18年９月11日

の株式取得に伴い、当中間連結会計期間末

より連結の範囲に含めております。

  ㈱フィネスは、平成18年12月18日の株式

取得に伴い、当第３四半期末より連結の範

囲に含めております。

  なお、非連結子会社はありません。

 (1) 連結子会社の数

　　 ２社

（2）連結子会社の名称

　　 アグレックスファインテクノ㈱

　　 登録管理ネットワーク㈱

  登録管理ネットワーク㈱は、平成20年３

月28日の株式取得に伴い、当連結会計年度

末より連結の範囲に含めております。

  また、オープンテクノ㈱及び㈱フィネス

は平成19年４月１日をもって合併しアグ

レックスファインテクノ㈱となっておりま

す。

  なお、非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

（1）持分法を適用した関連会社の数

　　６社

（2）持分法適用の関連会社の名称

　　クロノバ㈱

　　㈱イーラボ　他４社

　なお、持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社はありません。

 (3)持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の事

業年度に係る財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日までの期間に発生した

重要な取引においては、連結上必要な調整

を行っております。

（1）持分法を適用した関連会社の数

　　５社

（2）持分法適用の関連会社の名称

　　クロノバ㈱

　　㈱イーラボ　他３社

　なお、持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社はありません。

 (3)　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

  オープンテクノ㈱は決算日を従来の９月

30日から３月31日へ変更いたしましたので、

平成18年10月１日から平成19年３月31日ま

での６ヶ月間の財務諸表を使用して連結財

務諸表を作成しております。

　㈱フィネスは決算日を従来の12月20日か

ら３月31日へ変更いたしましたので、平成

18年12月21日から平成19年３月31日までの

３ヶ月11日間の財務諸表を使用して連結財

務諸表を作成しております。

 ―――――
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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）

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）を採用

しております。

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。

  ただし、投資事業有限責任組合出資金は

個別法によっており、組合決算の損益を営

業外収益又は営業外費用として計上する方

法を採用しております。

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

　　　　　　　　同左

  ②　デリバティブ

 時価法を採用しております。

 ③　たな卸資産

 仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

③　たな卸資産

 仕掛品

　　　　　　　　同左

 貯蔵品

　　　　　　　　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）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　　　　　　建物　　　　　3～27年

　　　　　　構築物　　 　10～20年

            器具及び備品　3～20年

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あ

ります。

　　　　　　建物　　　　　3～27年

　　　　　　構築物　　 　10～20年

            器具及び備品　3～20年

  （会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、

平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。

　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。

   （追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価格の５％

相当額と備忘価格との差額を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。

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売数量に基づく

償却額と見込有効期間（３年）に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか大きい額を

償却する方法を採用しております。

②　無形固定資産

　　　　　　　　同左

－ 21 －



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）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

 債権の貸倒れに備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。

①　貸倒引当金

　　　　　　　　同左

 ②　賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　　　　　　　　同左

 ③　役員賞与引当金

 役員に対する賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

③　役員賞与引当金

　　　　　　　　同左

 ④  プログラム補修引当金

 プログラムの無償補修費用の支出に備え

るため、過去の実績に基づく将来発生見込

額を計上しております。

④  プログラム補修引当金

　　　　　　　　同左

 ⑤　退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、期末要

支給額を計上しております。

⑤　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の見込額

に基づき発生していると認められる額を計

上しております。

（追加情報）

　当社は、平成17年３月１日に退職給付制

度を新規に導入しましたが、退職給付債務

の額が少額であるため、簡便的に期末要支

給額を計上しておりました。しかしながら、

当連結会計年度末には導入後３年を経過し、

退職給付債務の額の増加が見込まれること

から、当連結会計年度より原則的な方法で

計上することといたしました。なお、これ

による影響額は軽微であります。

 ⑥　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。

⑥　役員退職慰労引当金

　　　　　　　　同左

(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。

                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．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんは、５年で均等償却しております。  　　　　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

　　　　　　　　同左

８．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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　　同左

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　関連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） 379,404 千円

 ※１　関連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） 　　　  253,881 千円

※２　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当連結会計

年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結

会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれ

ております。

　　　受取手形　　　　 2,214　千円

 

　　　　　　　　 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 29,347千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 31,918千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 17,433千円

器具及び備品 3,073千円

のれん 3,245千円

ソフトウェア 1,628千円

計 25,380千円

 

 

建物及び構築物 5,068千円

器具及び備品 5,464千円

のれん 77千円

ソフトウェア 1,806千円

計 12,417千円

 ※３　持分法適用関連会社株式の帳簿価額について減損処

　　 理を行ったため、当該関連会社株式取得時に生じたの

　　 れん相当額の未償却残高を一括償却したものでありま

　　 す。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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 10,500,000 ― ― 10,500,000

合計 10,500,000 ― ― 10,500,000

自己株式

普通株式 1,360 ― ― 1,360

合計 1,360 ― ― 1,360

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
 普通株式 104,986 10.0 平成18年３月31日 平成18年６月23日

平成18年11月７日

取締役会
 普通株式 104,986 10.0 平成18年９月30日 平成18年12月７日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 125,983 利益剰余金 12.0 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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（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 10,500,000 ― ― 10,500,000

合計 10,500,000 ― ― 10,500,000

自己株式

普通株式 1,360 118,000 ― 119,360

合計 1,360 118,000 ― 119,360

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加118千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
 普通株式 125,983 12 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年11月２日

取締役会
 普通株式 125,983 12 平成19年９月30日 平成19年12月７日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月19日

定時株主総会
普通株式 134,948 利益剰余金 13 平成20年３月31日 平成20年６月20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

（平成19年３月31日現在）

※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

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,679,724千円

マネー・マネージメント・ファンド 1,313,270千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △20,003千円 

現金及び現金同等物 2,972,990千円

現金及び預金勘定 2,207,050千円

マネー・マネージメント・ファンド 1,318,581千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △26,016千円 

現金及び現金同等物 3,499,615千円

※２　新規連結子会社の取得による支出の内訳

 　 株式の取得により新たに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。

             オープンテクノ㈱（平成18年９月30日現在)

※２　新規連結子会社の取得による支出の内訳

 　 株式の取得により新たに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。

        登録管理ネットワーク㈱（平成20年３月31日現在)

 流動資産 439,613 千円

 固定資産 43,913 千円

 のれん 378,419 千円

 流動負債 295,810 千円

 固定負債 59,804 千円

 オープンテクノ㈱株式の取得価額 506,332 千円

 オープンテクノ㈱の現金及び現金同等

物
241,561 千円

 差引：オープンテクノ㈱の株式取得に

よる支出
264,770 千円

 流動資産 332,994 千円

 固定資産 185,925 千円

 のれん 588,410 千円

 流動負債 366,966 千円

 固定負債 90,363 千円

 登録管理ネットワーク㈱株式の取得価

額

650,000 千円

 登録管理ネットワーク㈱の現金及び現

金同等物
201,049 千円

 差引：登録管理ネットワーク㈱の株式

取得による支出
448,950 千円

 　　　　　　㈱フィネス（平成18年12月20日現在)

 流動資産 289,076 千円

 固定資産 80,037 千円

 のれん 82,550 千円

 流動負債 200,863 千円

 ㈱フィネス株式の取得価額 250,800 千円

 ㈱フィネスの現金及び現金同等物 192,484 千円

 差引：㈱フィネスの株式取得による支

出
58,315 千円

 　　　　　　

   

（リース取引関係）

 

 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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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
　差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
　差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

（１）株式 142 591 448 36,099 46,956 10,856

（２）債券

　　　 社債

 

100,000

 

100,120

 

120

 

199,536

 

200,360

 

824

（３）その他

 

 ―

 

 ―

 

 ―

 

―

 

―

 

―

 

　小計 100,142 100,711 568 235,635 247,316 11,680

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

（１）株式 4,522 4,232 △290 6,945 6,374 △570

（２）債券

　　  社債

 

600,000

 

598,280

 

△1,720

 

400,000

 

398,520

 

△1,480

（３）その他

 

 ―

 

 ―

 

 ―

 

484,129

 

435,079

 

△49,049

 

　　小計　 604,522 602,512 △2,010 891,074 839,974 △51,100

合計 704,665 703,223 △1,441 1,126,709 1,087,290 △39,419

（注）当期末において、その他有価証券で時価のある株式について2,660千円減損処理を行っております。

　　　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に検討を行っておりま

　　　す。　

 

 ２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

247,280 3,248 － △623,014 － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

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）

連結貸借対照表計上額(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 48,147 101,298

投資事業有限責任組合出資金 209,490 170,975

その他（証券投資信託） 1,313,270 1,318,581

４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結貸借対照表日後における償還予定額

種類

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年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円） 

５年超
 （千円） 

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円） 

５年超
 （千円） 

（１）債券

　　　 社債

 

300,120

 

398,280

 

―

 

299,430

 

299,450

 

―

 （２）その他 ― ― ― ― ― ―

 合計 300,120 398,280 ― 299,430 299,450 ―
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（デリバティブ取引関係）

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）

　当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定拠出年金制度、退職一時金制度及び厚生年金基金制度を併用しております。また、子会社は退職一時金制

度及び退職金共済契約に加入しております。なお、厚生年金基金は総合設立型（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、当社の拠出に対応する年金資産を合理的に計算することができないため、退職給付債務の計算

には含めておりません。

 ・要拠出額を退職給付費用として処理している事項

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在）

  年金資産の額  414,972,369千円

 年金財形計算上の給付債務の額 358,004,290千円

 差引額  56,968,079千円

(2）制度全体に占める当社事業所掛金拠出額割合（平成19年３月分掛金拠出額）

1.9％
 
２．退職給付債務に関する事項

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）退職給付債務（千円） △165,998 △271,878

(2）年金資産（千円） ― ―

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △165,998 △271,878

(4）未認識数理計算上の差異（千円） ― 850

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） ― ―

(6）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) （千円） △165,998 △271,027

(7）前払年金費用（千円） ― ―

(8）退職給付引当金(6)－(7)（千円） △165,998 △271,027

　（注）連結子会社の一部は、退職給付債務の算定にあたり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

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）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

(2）利息費用（千円）

(3）期待運用収益（減算）（千円）

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円）

(5) 厚生年金基金掛金拠出額（千円）　 

(6) 確定拠出年金への支払額（千円） 

(7) 退職金共済への拠出額（千円）

435,293

79,938

―

―

―

274,555

79,104

1,696

498,059

114,891

3,579

―

―

292,333

82,548

4,706
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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
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1）割引率（％） ― 1.8

(2）期待運用収益率（％） ― ―

(3）退職給付見込額の期間配分方法 ―  期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） ― 5

  

 （５年による定額法により

按分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。）

 　（追加情報）

　当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19年５

月15日）を適用しております。

 

（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）

　該当事項はありません。

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。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりであります。

項目
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）

繰延税金資産

賞与引当金

未払事業税否認額

未払事業所税否認額

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

少額減価償却資産償却超過額

未払金否認額

未払費用否認額

税務上の繰越欠損金

その他有価証券評価差額金 

その他

繰延税金資産合計

繰延税金負債

プログラム等準備金

特別償却準備金

その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

（千円）

444,446

35,900

12,385

67,450

53,162

30,067

32,317

47,365

15,705

－

28,287

767,088

△23,397

△996

△2,892

△27,287

739,801

（千円）

507,157

63,896

13,171

109,047

38,881

27,424

2,760

60,878

3,446

6,581

38,178

871,422

△11,209

－

－

△11,209

860,213

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳は次のとおり

であります。

項目
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）

法定実効税率 40.6％ 40.7％

（調整）

当社と連結子会社の実効税率差異による影

響
△0.1 －

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3 2.1

住民税均等割 2.1 1.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.0 △0.1

所得税額控除 △0.2 △0.2

持分法による投資損失 4.7 3.0

のれん償却額 1.3 1.9

その他 △0.0 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.7％ 48.5％
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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

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）

　当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業

の種類別セグメント情報を記載しておりません。

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）

　当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業

の種類別セグメント情報を記載しておりません。

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載して

おりません。

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載して

おりません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の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。

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）

　当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の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。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有(被所有)
割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社 ＴＩＳ㈱
大阪府

吹田市
23,088

情報処理

サービス業

(被所有)

直接

50.05

兼任等

3人

ＳＩ業務

の受託

ＳＩ業務の

一部を委託
16,117 買掛金 5,675

ＳＩ業務等

の受託
907,311 売掛金 129,921

　 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記の取引については、市場価格を参考に決定しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権の所
有(被所有)
割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社 ＴＩＳ㈱
大阪府

吹田市
23,111

情報処理

サービス業

(被所有)

直接

50.61

兼任等

2人

ＳＩ業務

の受託

ＳＩ業務の

一部を委託
10,354 買掛金 883

ＳＩ業務等

の受託
959,710 売掛金 146,995

　 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記の取引については、市場価格を参考に決定しております。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額（円） 757.17 821.94

１株当たり当期純利益金額（円） 63.70 95.27

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

額については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

               同左 

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 668,729 998,681

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） 668,729 998,681

期中平均株式数（株） 10,498,640 10,482,882

 

（重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度

（平成19年３月31日）

当事業年度

（平成20年３月31日） 増減
（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,303,879 1,722,975  

２．受取手形 ※３ 49,177 36,548  

３．売掛金 ※１ 3,284,629 3,045,480  

４．有価証券 1,613,390 1,618,011  

５．仕掛品 286,803 191,793  

６．貯蔵品 5,512 5,331  

７．前払費用 130,472 156,106  

８．繰延税金資産 562,698 673,551  

９．その他 117,903 99,434  

10．貸倒引当金 △3,447 △3,380  

流動資産合計 7,351,019 63.0 7,545,852 58.5 194,832

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 676,748 685,924

減価償却累計額 356,324 320,423 377,357 308,567  

(2）構築物 15,520 15,520

減価償却累計額 12,402 3,118 12,847 2,673  

(3）器具及び備品 979,115 1,054,493

減価償却累計額 555,526 423,588 673,580 380,912  

(4）土地 205,976 205,976  

有形固定資産合計 953,107 8.2 898,130 7.0 △54,977

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 276,171 327,707  

(2）電話加入権 15,743 15,743  

(3）その他 78 71  

無形固定資産合計 291,993 2.5 343,522 2.6 51,528

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 660,741 882,233  

(2）関係会社株式 1,290,653 1,663,912  

(3）長期前払費用 12,809 7,705  

(4）敷金及び保証金 863,209 1,164,471  

(5）保険積立金 26,652 30,244  

(6) 長期定期預金 100,000 200,000  

(7）繰延税金資産 114,554 161,375  

(8）その他 657 616  

(9）貸倒引当金 △397 △356  

投資その他の資産合計 3,068,879 26.3 4,110,202 31.9 1,041,323

固定資産合計 4,313,980 37.0 5,351,855 41.5 1,037,874

資産合計 11,665,000 100.0 12,897,707 100.0 1,232,707
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前事業年度

（平成19年３月31日）

当事業年度

（平成20年３月31日） 増減
（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※１ 435,266 438,156  

２．未払金 71,588 65,760  

３．未払費用 993,376 1,061,685  

４．未払法人税等 367,541 735,751  

５．未払消費税等 138,497 231,829  

６．前受金 58,313 138,985  

７．預り金 115,029 57,979  

８．賞与引当金 1,050,162 1,205,100  

９. 役員賞与引当金 14,000 20,000  

10．プログラム補修引当金 21,500 3,000  

流動負債合計 3,265,275 28.0 3,958,248 30.7 692,973

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 162,101 262,296  

２．役員退職慰労引当金 130,942 95,555  

固定負債合計 293,043 2.5 357,851 2.8 64,807

負債合計 3,558,319 30.5 4,316,100 33.5 757,780

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,292,192 11.1  1,292,192 10.0 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,493,807   1,493,807    

資本剰余金合計   1,493,807 12.8  1,493,807 11.6 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  71,450   71,450    

(2）その他利益剰余金         

プログラム等準備金  34,232   16,338    

特別償却準備金  1,458   －    

別途積立金  3,420,000   4,020,000    

繰越利益剰余金  1,789,739   1,847,767    

利益剰余金合計   5,316,880 45.6  5,955,555 46.2 638,675

４．自己株式   △431 △0.0  △150,355 △1.2 △149,924

株主資本合計   8,102,448 69.5  8,591,200 66.6 488,751

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  4,232 0.0  △9,592 △0.1 △13,824

評価・換算差額等合計   4,232 0.0  △9,592 △0.1 △13,824

純資産合計   8,106,681 69.5  8,581,607 66.5 474,926

負債純資産合計   11,665,000 100.0  12,897,707 100.0 1,232,707
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日） 増減

（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  22,370,257 100.0 24,343,397 100.0 1,973,139

Ⅱ　売上原価 18,193,057 81.3 19,374,874 79.6 1,181,817

売上総利益 4,177,200 18.7 4,968,522 20.4 791,322

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 40,023 25,852

２．役員報酬 131,392 111,139

３．給料賞与手当 1,019,688 1,041,618

４．賞与引当金繰入額 149,092 153,852

５．役員賞与引当金繰入額 14,000 20,000

６．退職給付費用 63,397 66,902

７．役員退職慰労引当金繰
入額

22,032 14,613

８．福利厚生費 147,676 151,753

９．地代家賃 283,582 283,763

10．機器賃借料 3,685 3,711

11．減価償却費 34,385 35,721

12．採用費 210,938 229,580

13．支払手数料 99,361 147,571

14．研究開発費 ※１ 29,347 31,918

15．貸倒引当金繰入額 253 －

16．その他 505,320 2,754,176 12.3 569,814 2,887,813 11.8 133,636

営業利益 1,423,023 6.4 2,080,709 8.6 657,686

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 4,100 11,245

２．有価証券利息 10,902 8,226

３．受取配当金 123 5,690

４．投資有価証券売却益 3,248 －

５．積立保険返戻差益 3,136 1,196

６．事務取扱手数料 3,356 3,310

７．受取賃貸料 3,021 2,708

８．投資事業組合収益 26,107 －

９. 為替差益 － 8,227

10．その他 6,224 60,221 0.2 4,307 44,913 0.2 △15,308

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1,009 1,303

２．投資事業組合費用 － 12,731

３．その他 342 1,351 0.0 423 14,459 0.1 13,107

経常利益 1,481,893 6.6 2,111,163 8.7 629,270
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日） 増減

（千円）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別損失

１．固定資産除却損  ※２ 22,106   12,070    

２．事業所移転費  －   27,248    

３．関連会社株式評価損  －   276,741    

４．投資有価証券評価損  － 22,106 0.1 2,660 318,721 1.3 296,614

税引前当期純利益 1,459,786 6.5 1,792,442 7.4 332,655

法人税、住民税及び事
業税

688,000 1,050,000

法人税等調整額 △54,014 633,985 2.8 △148,200 901,799 3.7 267,813

当期純利益 825,800 3.7 890,642 3.7 64,841
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売上原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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）

Ⅰ　材料費

材料仕入高 443,816 2.4 238,546 1.2 △205,269

Ⅱ　労務費

給料賞与手当 9,175,450 10,124,774

賞与引当金繰入額 901,070 1,051,248

退職給付費用 369,368 424,157

福利厚生費 956,659 11,402,548 62.4 1,077,344 12,677,524 65.5 1,274,976

Ⅲ　外注費

外注費 3,418,619 18.7 3,481,308 18.0 62,689

Ⅳ　経費

地代家賃 997,093 1,025,517

機器賃借料 249,650 207,917

減価償却費 276,821 291,445

その他 1,501,895 3,025,461 16.5 1,448,454 2,973,334 15.3 △32,128

当期総製造費用 18,290,445 100.0 19,370,714 100.0 1,080,268

期首仕掛品たな卸高 275,235 286,803  

計 18,565,681 19,657,518  

他勘定振替高 ※ 85,819 90,849  

期末仕掛品たな卸高 286,803 191,793  

当期売上原価 18,193,057 19,374,874  

　（注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 ※他勘定振替高の内訳は次のとおりです。

研究開発費

（販売費及び一般管理費） 29,347千円

その他

（販売費及び一般管理費） 56,472千円

研究開発費

（販売費及び一般管理費） 31,918千円

その他

（販売費及び一般管理費） 58,931千円

　原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっ

ております。

　原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっ

ております。
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(3）株主資本等変動計算書

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

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本準備

金
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

プログラ
ム等準備
金

特別償却
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
（千円）

1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 77,177 8,419 2,720,000 1,840,005 4,717,052 △431 7,502,620

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － － 700,000 △700,000 － － －

プログラム等準備
金の取崩高(前期)

－ － － － △22,249 － － 22,249 － － －

プログラム等準備
金の取崩高

－ － － － △20,695 － － 20,695 － － －

特別償却準備金の
取崩高(前期)

－ － － － － △3,473 － 3,473 － － －

特別償却準備金の
取崩高

－ － － － － △3,487 － 3,487 － － －

剰余金の配当
(前期)

－ － － － － － － △104,986 △104,986 － △104,986

剰余金の配当
(中間)

－ － － － － － － △104,986 △104,986 － △104,986

利益処分による役
員賞与(前期)

－ － － － － － － △16,000 △16,000 － △16,000

当期純利益 － － － － － － － 825,800 825,800 － 825,800

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）

－ － － － △42,944 △6,961 700,000 △50,265 599,828 － 599,828

平成19年３月31日　
残高
（千円）

1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 34,232 1,458 3,420,000 1,789,739 5,316,880 △431 8,102,448
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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）

1,693 1,693 7,504,313

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － －

プログラム等準備
金の取崩高(前期)

－ － －

プログラム等準備
金の取崩高

－ － －

特別償却準備金の
取崩高(前期) 

－ － －

特別償却準備金の
取崩高

－ － －

剰余金の配当
(前期)

－ － △104,986

剰余金の配当
(中間)

－ － △104,986

利益処分による
役員賞与(前期)

－ － △16,000

当期純利益 － － 825,800

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

2,539 2,539 2,539

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,539 2,539 602,367

平成19年３月31日　残高
（千円）

4,232 4,232 8,106,681
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          当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
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

プログラ
ム等準備
金

特別償却
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
（千円）

1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 34,232 1,458 3,420,000 1,789,739 5,316,880 △431 8,102,448

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － － 600,000 △600,000 － － －

プログラム等準備
金の取崩高

－ － － － △17,893 － － 17,893 － － －

特別償却準備金の
取崩高

－ － － － － △1,458 － 1,458 － － －

剰余金の配当
(前期)

－ － － － － － － △125,983 △125,983 － △125,983

剰余金の配当
(中間)

－ － － － － － － △125,983 △125,983 － △125,983

当期純利益 － － － － － － － 890,642 890,642 － 890,642

自己株式の取得 － － － － － － － － － △149,924 △149,924

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）

－ － － － △17,893 △1,458 600,000 58,027 638,675 △149,924 488,751

平成20年３月31日　
残高
（千円）

1,292,192 1,493,807 1,493,807 71,450 16,338 － 4,020,000 1,847,767 5,955,555 △150,355 8,591,200
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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）

4,232 4,232 8,106,681

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － －

プログラム等準備
金の取崩高

－ － －

特別償却準備金の
取崩高

－ － －

剰余金の配当
(前期)

－ － △125,983

剰余金の配当
(中間)

－ － △125,983

当期純利益 － － 890,642

自己株式の取得 － － △149,924

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

△13,824 △13,824 △13,824

事業年度中の変動額合計
（千円）

△13,824 △13,824 474,926

平成20年３月31日　残高
（千円）

△9,592 △9,592 8,581,607
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び
評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式
　　移動平均法による原価法を採用し
　ております。

(1）子会社株式及び関連会社株式
同左

(2）その他有価証券
時価のあるもの
  決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により
算定）を採用しております。

 

(2）その他有価証券
時価のあるもの
  決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により
算定）を採用しております。
 

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。
　ただし、投資事業有限責任組合出資
金は個別法によっており、組合決算の
損益を営業外収益又は営業外費用とし
て計上する方法を採用しております。

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）仕掛品
　　個別法による原価法を採用してお
　ります。

(1）仕掛品
同左

(2）貯蔵品
　　最終仕入原価法を採用しておりま
　す。

(2）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
あります。

(1）有形固定資産
同左

建物 ３～27年
構築物 10～20年
器具及び備品 ３～20年

  

  

 （会計方針の変更） 

  法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これによる営業利益、経常利益及び

税引前当期純利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日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価格の５％相当額と備忘価格との差

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。

　これによる営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）無形固定資産
　定額法を採用しております。
　ただし、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法、市場販売目的のソ
フトウェアについては、見込販売数量に
基づく償却額と見込有効期間（３年）に
基づく均等配分額とを比較し、いずれか
大きい額を償却する方法を採用しており
ます。

(2）無形固定資産
同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金
　債権の貸倒れに備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

(1）貸倒引当金
同左

(2）賞与引当金
　従業員に対する賞与の支給に備えるた
め、支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金
同左

(3）役員賞与引当金
  役員に対する賞与の支給に充てるため、
支給見込額に基づき計上しております。

(3）役員賞与引当金
　　　　　　　同左

(4）プログラム補修引当金
  プログラムの無償補修費用の支出に備
えるため、過去の実績に基づく将来発生
見込額を計上しております。

(4）プログラム補修引当金
  　　　　　　同左

(5) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、期末
要支給額を計上しております。

(5) 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の見込額
に基づき発生していると認められる額を
計上しております。
（追加情報）
　当社は、平成17年３月１日に退職給付
制度を新規に導入しましたが、退職給付
債務の額が少額であるため、簡便的に期
末要支給額を計上しておりました。しか
しながら、当事業年度末には導入後３年
を経過し、退職給付債務の額の増加が見
込まれることから、当事業年度より原則
的な方法で計上することといたしました。
なお、これによる影響額は軽微でありま
す。

(6）役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金支給に備えるため、
内規に基づく期末要支給額を計上してお
ります。

(6）役員退職慰労引当金          
 　　　　　　　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

消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

消費税等の会計処理
　　　　　　　　 同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　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。従来の資本の部の合計に相当する金額は、

8,106,681千円であります。

　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。

 ―――――

（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。これにより、従来、株主総会決議時

に未処分利益の減少として会計処理していた役員賞与を当

事業年度から発生時に費用処理しております。この結果、

従来の方法に比べ、営業利益、経常利益、税引前当期純利

益がそれぞれ14,000千円減少しております。

 ―――――

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　関係会社に対する債権債務の明細は次のとおりであ

ります。

※１　関係会社に対する債権債務の明細は次のとおりであ

ります。

売掛金 133,215千円

買掛金 10,391千円

売掛金 148,330千円

買掛金 11,174千円

　２　保証債務

　従業員の借入金に対し、721千円の債務保証を行っ

ております。

　２　保証債務

　従業員の借入金に対し、303千円の債務保証を行っ

ております。

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　 2,214　千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 29,347千円

 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 31,918千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 17,433千円

器具及び備品 3,044千円

ソフトウェア 1,628千円

計 22,106千円

建物 5,068千円

器具及び備品 5,195千円

ソフトウェア 1,806千円

計 12,070千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（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 1,360 － － 1,360

合計 1,360 － － 1,360

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（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 1,360 118,000 － 119,360

合計 1,360 118,000 － 119,360

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加118千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

　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。

当事業年度（平成20年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

繰延税金資産

賞与引当金

未払事業税否認額

未払事業所税否認額

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

少額減価償却資産償却超過額

未払金否認額

その他有価証券評価差額金 

未払費用否認額

関係会社株式評価損 

その他

小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計

繰延税金負債

プログラム等準備金

特別償却準備金

その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

（千円）

426,365

35,631

12,385

65,813

53,162

30,067

8,719

－

45,465

－

26,927

704,540

－

704,540

△23,397

△996

△2,892

△27,287

677,252

（千円）

490,355

63,896

13,447

106,728

38,881

27,424

2,760

6,581

58,932

112,606

37,127

958,741

△112,606

846,135

△11,209

－

－

△11,209

834,926

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳は次のとおり

であります。

項目
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

法定実効税率 40.6％ 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2 2.2

住民税均等割 1.9 1.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.0 △0.1

税率変更による期末繰延税金資産の減額修

正
－ △0.1

関係会社株式評価損 － 6.3

その他 △0.3 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.4％ 50.3％
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 772.16 826.69

１株当たり当期純利益金額（円） 78.66 84.96

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 825,800 890,642

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） 825,800 890,642

期中平均株式数（株） 10,498,640 10,482,882

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

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

　・新任取締役候補

　　　取締役　常務執行役員　山本　昌男　（現　上席執行役員）

　　　取締役　　　　　　　　前西　規夫　（現　ＴＩＳ株式会社代表取締役副社長）

　・退任予定取締役

　　　専務取締役　　　　　　工藤　寧　　（常勤顧問　就任予定）

　　　取締役　　　　　　　　真田　健実　（常務執行役員　就任予定）

　　　取締役　　　　　　　　田中　幸平　（顧問　就任予定）

　　　取締役　　　　　　　　西田　光志　

　・役員の役付変更

　　　取締役　専務執行役員　山口　勝規　（現　常務取締役）

　　　取締役　専務執行役員　鈴木　意継　（現　常務取締役）

 

③就任予定日

　平成20年６月19日
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(2）生産、受注及び販売の状況

 

①生産実績

当連結会計年度における生産実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。

 

（単位：千円）

サービス
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） 前年同期比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 14,269,536 109.0

ソフトウェアソリューション 2,200,698 102.0

システムインテグレーション 9,014,468 116.3

合計 25,484,703 110.8

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②受注状況

当連結会計年度における受注状況をサービス別に示すと、次のとおりであります。
（単位：千円）

サービス

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）

受注高 受注残高
前年同期比（％） 前年同期比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 14,315,568 107.9 6,935,890 109.2

ソフトウェアソリューション 2,429,632 109.7 1,299,831 114.7

システムインテグレーション 10,128,767 137.5 3,316,300 141.0

その他システム機器販売等 27,606 36.6 － －

合計 26,901,575 117.4 11,552,022 117.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③販売実績

当連結会計年度における販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。
（単位：千円）

サービス
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） 前年同期比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 14,232,154 108.3

ソフトウェアソリューション 2,262,563 108.2

システムインテグレーション 9,036,091 117.0

その他システム機器販売等 27,606 △63.4

合計 25,558,415 111.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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