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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 6,448 1.7 380 17.8 416 19.3 159 21.1

19年３月期 6,339 △16.6 323 △30.7 348 △29.6 131 △27.8

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 25 60 － － 4.8 6.7 5.9

19年３月期 20 70 － － 4.0 5.5 5.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △21百万円  19年３月期 △18百万円  

(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 6,288 3,430 54.5 533 43

19年３月期 6,086 3,274 53.7 529 67

（参考）自己資本 20年３月期 3,430百万円  19年３月期 3,268百万円  

(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 328 △160 47 974

19年３月期 73 △401 △152 759

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 － 5 00 5 00 30 24.2 1.0

20年３月期 － 5 00 5 00 32 19.5 0.9

21年３月期（予想） － 5 00 5 00 － 18.7 －

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

3,200 10.5 △55 － △20 － △45 － △7 00

通期 7,000 8.6 390 2.4 450 8.1 172 7.7 26 75
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４．その他

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

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 6,470,660株 19年３月期 6,470,660株

②　期末自己株式数 20年３月期 40,530株 19年３月期 300,130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、40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 6,156 △1.0 409 28.1 444 20.2 158 3.2

19年３月期 6,216 △17.4 319 △30.9 369 △26.6 153 △16.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 25 45 － －

19年３月期 24 16 － －

(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 6,306 3,471 55.0 539 93

19年３月期 6,098 3,311 54.3 536 58

（参考）自己資本 20年３月期 3,471百万円  19年３月期 3,311百万円  

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

3,000 8.1 △40 － △15 － △45 － △7 00

通期 6,560 6.6 410 0.2 450 1.3 172 8.3 26 75

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は

今後さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の

４ページをご参照願います。
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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 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期は企業収益の改善にともない、おおむね回復基調で推移しましたが、

下半期に入りまして、米国におけるサブプライム住宅ローン問題が世界経済に波及し、原油価格が高騰するなど、景

気の先行きに不透明感が強まってまいりました。また、当社の市場である地方経済も中小企業の設備投資意欲が減退

し、原油高等による物価の上昇から、厳しい状況で推移しました。

  広告業界におきましては、インターネット広告は、インターネット利用者のすそ野拡大を背景として、高成長を維

持しました。従来のバナー広告は動画化が進み、検索連動型インターネット広告やモバイル広告が普及するなど広告

のバリエーションも拡がりつつあります。

  このような経営環境のもと、当社グループでは、中長期ビジョン「サイネックス２.０」に基づき、中小事業者のプ

ロモーションを支援すべく地域情報サイト『ＣｉｔｙＤＯ！』のインターネット広告やヤフー株式会社との販売提携

による『Yahoo!ヘルスケア』などの積極的な販売に努めるとともに、徹底した原価低減、経費削減をおこなった結果、

当連結会計年度の業績は、売上高が対前期比1.7％増の64億48百万円、営業利益が対前期比17.8％増の３億80百万円、

経常利益が対前期比19.3％増の４億16百万円、当期純利益が対前期比21.1％増の１億59百万円となりました。

  また、個別決算の業績につきましては、売上高が対前期比1.0％減の61億56百万円、営業利益が対前期比28.1％増の

４億９百万円、経常利益が対前期比20.2％増の４億44百万円、当期純利益が対前期比3.2％増の１億58百万円となりま

した。

  事業部門ごとの状況は次のとおりであります。なお、当連結会計年度において保険販売事業を開始しましたので、

「その他の事業」を設けております。

【プリントメディア事業】

  プリントメディア事業におきましては、主力の50音別電話帳『テレパル５０』は、地域経済の不振の影響を受けた

ものの、ウェブとの連動を高めるべくＩＴメディアとのメディアミックス販売を進めるとともに、広告枠に検索窓を

設けるなど、ウェブ連動型情報誌へと転換を進めました。また、採算性の観点から引き続き発行地区の見直しを進め

ました。その結果、売上高は対前期比10.7％減の48億53百万円となりました。なお、今期より新たに官民協働事業と

して『市民便利帳』の発行を開始いたしました。

 

【ＩＴメディア事業】  

  ＩＴメディア事業では、広告業界においてインターネット広告が順調に推移していることを背景として、地域情報

ポータルサイト『ＣｉｔｙＤＯ！』へのインターネット広告は、ホームページの提供に加え、アップデートシステム

（注）や地図情報などのサービスを付加した商材の販売が順調に推移しました。また、前期より販売を開始しました

ヤフー株式会社との販売提携による『Yahoo!ヘルスケア』が順調に推移するとともに、『Yahoo!電話帳』、『Yahoo!

クーポン』につきましても『ＣｉｔｙＤＯ！』や『テレパル５０』等とのセット販売が好調に推移した結果、売上高

は対前期比69.7％増の15億36百万円となりました。なお、ＩＴメディア事業における商材の拡充をはかるため、平成

19年11月にヤフー株式会社と資本および業務提携契約を締結、平成19年12月に株式会社テレウェイヴグループと業務

提携契約を締結しております。

（注）アップデートシステム

パソコンもしくは携帯電話のメール機能を利用して、広告出稿者自らが広告内容を随時更新できる仕組み。画像の差替えは、パソコン

とデジタルカメラ、またはカメラ付携帯電話でおこなえます。 

【その他の事業】  

  連結子会社株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニング、株式会社ＦＰエージェントおよびフロンティ

ア・パートナーズ株式会社における保険販売による売上高は58百万円となりました。 

株式会社サイネックス（2376）平成 20 年３月期  決算短信

－ 3 －



                                                                              （単位：百万円）

事業部門の名称 平成19年３月期 平成20年３月期

 プリントメディア事業 5,433 4,853

 ＩＴメディア事業 905 1,536

 その他事業 － 58

 合  計 6,339 6,448

 

   ②次期の見通し

  次期の見通しにつきましては、サブプライム住宅ローン問題を背景とした株式・為替市場の変動や、原油の高騰、物

価の上昇などから、企業収益や個人消費は減速するものと思われます。地域経済につきましても、中小企業の景況感の

悪化から雇用や所得環境は低迷し、回復の足取りは厳しいものが予想されます。

  広告業界におきましては、インターネット広告は引続き順調に推移すると見込まれるものの、景気の減速が予測され

るなか、これまでと同様の成長が持続できるかどうか懸念されます。

  そのような経営環境において、当社グループは、中長期ビジョンである「サイネックス ２.０」に基づき、既存事業

の高度化と事業の多角化によって、事業構造の改革をはかり、中小事業者活性化支援をおこなってまいります。

  既存事業の高度化につきましては、商品力および販売力の強化により、中小事業者のＩＴ化支援をおこないます。

事業の多角化につきましては、株式会社サイネックス・ネットワークや株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プ

ラニングなどの連結子会社の新規事業を拡充する一方、他社との業務提携や資本提携の積極的な推進によって他社との

アライアンス・シナジーを発揮することにより、中小事業者のビジネス支援をおこないます。

  平成20年度の連結業績見通しは、売上高が70億円、営業利益が３億90百万円、経常利益が４億50百万円、当期純利益

が１億72百万円を予想しております。

  また、個別業績見通しは、売上高が65億60百万円、営業利益が４億10百万円、経常利益が４億50百万円、当期純利益

が１億72百万円を予想しております。

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度における財政状態は、総資産が62億88百万円（対前年同期比２億１百万円増）、純資産が34億30百

万円（対前年同期比１億55百万円増）となりました。

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、９億74百万円と、期首に比べ、２億15百万円の増加となりまし

た。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、３億28百万円（対前年同期比２億55百万円増）のキャッシュ・フローの増加となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益３億78百万円および減価償却費１億75百万円の発生、仕入債務１億１百万円

の増加等による収入に対し、たな卸資産１億67百万円の増加、退職給付引当金75百万円の減少、前受金52百万円の減

少、法人税等１億19百万円の支払等の支出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、１億60百万円のキャッシュ・フローの減少（対前年同期比２億41百万円増）となりました。

　これは主に、預託金の返還による収入21百万円に対し、投資有価証券の取得と売却による収支で69百万円の支出、

製作本部における生産設備の新設、更新および財務会計システム等基幹システムの開発に70百万円、関係会社株式の

取得に16百万円、長期保険積立９百万円等の支出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、47百万円のキャッシュ・フローの増加（対前年同期比１億99百万円増）となりました。

　これは、自己株式の処分による収入１億７百万円、取得による支出29百万円および配当金の支払30百万円によるも

のであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

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

自己資本比率（％） 37.6 46.2 50.6 53.7 54.5

時価ベースの自己資本比率（％） 83.9 74.2 55.3 34.2 30.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 1.3 1.9 1.3 4.8 1.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 59.5 22.1 49.6 12.8 48.5

（注）上記の指標の計算式は以下のとおりであります。

自己資本比率 ： 自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により、算出しております。

２．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

３．時価ベースの自己資本比率につきましては、株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算し

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、健全な財務体質の維持・向上をはかりながら、株主のみなさまに安定的な利益配分を年１回継続しておこ

なうことを基本方針にしており、業績などを総合的に勘案して適切な配当を実施してまいります。

  内部留保資金につきましては、主に新事業分野における新たな製品・サービスの開発と設備投資に充当し、これら

を活用することで業績をさらに向上させ、株主のみなさまのご期待に応えてまいりたいと考えております。

  また、個人投資家層の充実を目指すという当社のＩＲ活動の一環として、株主優待制度を実施しております。  

  なお、会社法が施行されておりますが、配当金支払に関する基本方針に変更はなく、期末配当金については従前ど

おり株主総会の決議により決定する方針であります。

  以上の基本方針に則り、当期の配当金につきましては、１株につき５円とすることを株主総会に付議する予定であ

ります。また、次期（平成21年３月期）の配当につきましては、１株につき５円の期末配当金を予定しておりますが、

今後の業績により変動する可能性があります。

 

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。

  なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日（平成20年５月15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。また、以下の事項は当社グループに関する全てのリスクを列挙したものではありません。

 

１．当社グループの事業内容について

(1）経営上の重要な契約について

　経営上の重要な契約としては、下記に記載の契約がありますが、これらの契約が何らかの理由により解除され

た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

①プリントメディア事業

　当社は、プリントメディア事業における電話帳の電話番号情報データに関して、次のとおり西日本電信電話株

式会社と「番号情報データベース利用に係る利用契約」を締結して、電話帳発行地区における最新の電話番号情

報のオンラインによる提供を受けております。

契約会社名 相手方の名称 契約の内容 契約年月日及び期間

株式会社

サイネックス

（ 当 社 ）

西日本電信電話株式会社
番号情報データベース

(ＴＤＩＳ)の利用契約(注)

平成13年７月18日契約

自 平成13年７月19日

至 平成14年３月31日

以降１年ごとの自動更新
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　（注）　番号情報データベースシステム（ＴＤＩＳ＝Telecom Directory Information Systemの略）とは、東日本電信

電話株式会社、西日本電信電話株式会社、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社等の保有する電話番号情報を、

電話帳発行事業者・番号案内事業者等が同一の条件で利用できるようにするために、各事業者の要望を踏まえ、

西日本電信電話株式会社が設置・運営するものであります。なお、平成13年７月に本契約締結後、ＴＤＩＳデー

タを利用して電話帳を作成しておりますが、一部発行地区によっては、移行前の従来型の電話帳も残存しており

ます。また、ＴＤＩＳデータ利用に当たっては、本契約により「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年８月31日総務省告示第695号）」の遵守が義務付けられております。

②ＩＴメディア事業

　ＩＴメディア事業におきまして、平成16年８月、ヤフー株式会社が運営するYahoo!サイト上において同社が提

供する『Yahoo!電話帳』『Yahoo!クーポン』に、当社顧客のリンク先ＵＲＬ情報、クーポン情報をリンク設定、

もしくは掲載を委託する契約を締結しております。現在の契約内容は次のとおりであります。

契約会社名 相手方の名称 契約の内容 契約年月日及び期間

株式会社

サイネックス

（当社）

ヤフー株式会社

Yahoo!サイト上の『Yahoo!電話帳』

『Yahoo!クーポン』へ、当社顧客の

「ホームページURL情報」および「クー

ポン情報」をリンク設定もしくは掲載を

委託する取次特約店契約

平成19年１月１日契約

自　平成18年６月１日

至　平成19年２月13日

以降１年ごとの自動更新

(2）知的財産権について

　当社は提供する製品・サービスについて商標権を取得しております。また、他者の知的財産権を侵害しないよ

う社内のチェック体制整備に努めており、過去において、知的財産権侵害に係る損害賠償や使用差止め等の訴え

を起こされた事実はありません。しかしながら、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が、当社

のおこなっている事業にどのように適用されるのか全てを正確に想定するのは困難であり、第三者の知的財産権

を侵害した場合には、当社の事業展開および業績に影響が生じる可能性があります。

２．売上構成比の変動について

　当社グループでは、昨今の経営環境の変化に対応すべく、各事業の収益性と発展性との兼ね合いを総合的に勘案・

検討しながら、最適な事業ポートフォリオを構築するための取り組みを積極的に進めております。インターネット

や携帯電話が急速に普及するなか、当社グループでは、中小事業者がより効果的にウェブプロモーションが可能と

なる媒体・サービスの提供や、中小事業者のビジネスをサポートするソリューションを提案すべく、経営資源をプ

リントメディア事業からＩＴメディア事業へ積極的にシフトしております。

　すでに成熟期を迎えて久しいプリントメディア事業から、インターネットを利用した、シナジー効果の高い関連

分野へ事業領域を拡張していくことは、当社グループがさらなる発展を遂げるうえで不可欠な選択であると考えて

おります。しかしながら、長年培われた業務への熟練によって、販売活動をはじめ、事業活動全般にわたって効率

性が高いプリントメディア事業は、グループの中核事業として重要な収益源であり、経営資源の新規事業へのシフ

トは、その移行期に限定してみれば、それをおこなうことによる収益機会の喪失とコストの増加をもたらし、業績

に影響を与える可能性があります。

３．原材料の市況変動の影響について

　当社のプリントメディア事業においては、印刷用紙を原材料として使用しております。従いまして、紙の市況が

上昇する局面では取引業者からの価格引き上げ要請の可能性があります。当社では、随時市況価格を注視しながら

取引業者との価格交渉にあたっておりますが、今後、市況が大幅に高騰した場合には、原材料費の上昇を押さえら

れず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

４．当社を取り巻く事業環境について

　情報媒体としてインターネットが急速に普及しており、当社もそのような環境変化に対応するために、地域情報

のポータルサイトである『ＣｉｔｙＤＯ！』を開設し、紙媒体である『テレパル５０』の顧客に対して『Ｃｉｔｙ

ＤＯ！』への広告募集をおこない、インターネット上で顧客の電話番号情報等の広告が閲覧できる体制をとってい

るほか、他社との提携により広告商材の提供や、ＳＥＯ対策、ホスティング、ホームページ製作など、インターネッ

ト上のウェブプロモーションにも注力しております。しかしながら、今後のインターネットの普及度合いによって

は、プリントメディア事業において、紙媒体による出版物の利用頻度が減少し、当社の今後の事業展開に影響を及

ぼす可能性があります。
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５．法的規制について

(1）個人情報保護法について

　個人情報の適正な取扱いに関し、事業者の遵守すべき義務等が掲げられている「個人情報の保護に関する法律

（平成15年５月30日法律第57号）」（以下、「個人情報保護法」という）が、平成17年４月１日より全面施行さ

れ、個人情報取扱事業者に対する利用目的による制限、適正な取得、安全管理措置等が義務付けられております。

当社は個人情報を取扱っているため、個人情報取扱事業者に該当いたします。

　当社が発行する50音別電話帳につきましては、個人情報保護法の法令解釈指針である経済産業省策定による「個

人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン（平成16年10月22日厚生労働省経

済産業省告示第４号）」において、個人情報取扱事業者の義務は課されない旨明記されておりますが、電話帳製

作にあたりましては、前掲（１.（１）経営上の重要な契約について）記載のとおり、西日本電信電話株式会社と

のＴＤＩＳ利用契約において、個人情報保護法の前提となった「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年８月31日総務省告示第695号）」の遵守が義務付けられております。なお、ＴＤＩＳデータ

の正確性の確保については、登録事業者である電気通信事業社各社がその責務を負っております。

　当社は個人情報保護法を遵守し個人情報を取扱っておりますが、個人情報の適正な取扱いがおこなわれない場

合、あるいは個人情報保護法の解釈・適用の状況によっては、個人情報の利用などが制限され、その結果、当社

の事業展開に影響を与える可能性があります。

(2）電気通信事業法について

　当社は、インターネット事業に進出するにあたり、平成９年６月に電気通信事業法（昭和59年12月25日法律第

86号）に定める一般第二種電気通信事業者の届出をおこなっているため、同法による通信の検閲の禁止、秘密保

持義務等の法的規制を受けております。

６．システム障害について

　ＩＴメディア事業において、当社が提供するサービスに誤作動・バグ（瑕疵）等が生じた場合、損害賠償責任が

発生する可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。さらに、そのような場合には、当社の信用

が低下し、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。

７．電子データのセキュリティについて

(1）プリントメディア事業

　プリントメディア事業におきましては、データ漏洩を防止するため、社員教育の徹底をおこなうとともに、シ

ステムアクセス時のパスワードの設定、サーバへのアクセスリストの履歴管理により、不正アクセスの防止と不

正発見にも努め、またＴＤＩＳデータ処理室に、指紋認証等による入退室管理システムを設置し、入退室管理並

びに履歴管理を実施、さらに夜間・休日は警備会社と契約し、ビル全体の入室管理をおこなっております。しか

し、万一データの漏洩が発生した場合は、前掲（１.（1）経営上の重要な契約について）記載の「番号情報デー

タベース(ＴＤＩＳ)の利用契約」により、データの提供を停止されるおそれがあるほか、当社の信用が低下し、

今後の事業展開に大きな影響を与える可能性があります。

(2）ＩＴメディア事業

　『ＣｉｔｙＤＯ！』のサイト運営上、メールマガジンの発信等のため、個人情報のデータベースを構築してお

ります。現在まで個人情報の流出による問題は発生しておりませんが、外部からの不正な手段により、当社シス

テム内への侵入等の犯罪や、役職員の過誤等によって、当社システム内の重要なデータが消去される、あるいは、

外部に流出する恐れがあります。これらの障害が発生した際には、当社に直接的・間接的な損害が生じる可能性

があり、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。

８．新株予約権について

　当社は、ヤフー株式会社との平成19年11月16日付資本及び業務提携契約に基づき、平成20年５月15日開催の取締

役会において、ヤフー株式会社を割当先とする新株予約権（812,100株相当）を発行することを決議いたしました。

この新株予約権は、平成20年６月27日開催予定の当社定時株主総会において特別決議による承認決議がなされるこ

とを条件としております。本有価証券届出書提出日現在における当社の発行済株式総数は6,470,660株でありますが、

これらの新株予約権が権利行使された場合、発行済株式総数が最大で812,100株増加し、株式価値が希薄化される可

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、当社および連結子会社４社で構成され、50音別電話帳『テレパル５０』の発行や地域情報ポータ

ルサイト『ＣｉｔｙＤＯ！』の運営を中心としたメディア事業を主に展開しております。

　当社グループの事業内容および当社と連結子会社の当該事業に係る位置づけは、次のとおりであります。

　なお、当連結会計年度より、子会社にて保険販売事業を開始したため、「その他の事業」を事業区分として追加し

ておりますが、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しております。詳細につきま

しては、38ページ「連結財務諸表注記事項（セグメント情報）事業の種類別セグメント情報」の項目をご参照願いま

す。

【プリントメディア事業】

　全国33都府県、50を超える営業拠点で電話帳への広告出稿者を募集して、その広告収入によって50音別電話帳

『テレパル５０』を製作し、公共施設や一般家庭などを対象に無償で配布しております。発行基準は、全国の市

町村単位とし、発行地区数は年間約1,600地区、発行部数は1,000万部以上に達しております。

　各地区では、おおむね年１回のサイクルで発行しており、募集の締切りから起算いたしますと、校正を兼ねた

顧客用電話帳の発行までがおおよそ１ヵ月から２ヵ月、無償で配布される一般用電話帳の発行までが３ヵ月から

４ヵ月、その配本が終了し、役務の提供が完了するまでが通算して４ヵ月から５ヵ月となっております。

  また、パブリック・プライベート・パートナーシップの理念に則り、地方自治体との官民協働事業として、行

政情報の提供を目的とした『市民便利帳』を発行しております。

　当社の子会社である株式会社サイネックス・ネットワークにおきましては、当社製品『テレパル５０』等の配

布の他、外部受託によるチラシ等のポスティングをおこなっております。

【ＩＴメディア事業】

　地域の中小事業者のＩＴ化のプラットフォームとなる地域情報サイト『ＣｉｔｙＤＯ！』の運営をおこない、

プリントメディア事業の出版物とのメディアミックス展開において、そのベースとなるインターネット上の広告

媒体を提供するほか、ホームページ作成、ホスティング（注）などのインターネットを利用したプロモーション

をおこなうためのサービスを提供しております。

　また、主要株主であるヤフー株式会社との販売提携により、『Yahoo!ヘルスケア』や『Yahoo!電話帳』、

『Yahoo!クーポン』等のインターネット広告の販売をおこなっております。

  当社の子会社である株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニングやその子会社株式会社ＦＰエージェ

ントおよびフロンティア・パートナーズ株式会社において、ＩＴメディア事業の商材の販売業務をおこなってお

ります。

　当社の子会社である株式会社サイネックス・ネットワークにおきましては、事業者向けにインターネットを利

用した業務用食材や文具・事務用品等の販売や、出張旅行企画商品の販売をおこなっております。

（注）ホスティング

インターネットに情報を発信するコンピュータ（サーバ）の容量の一部をレンタルするサービス。

【その他の事業】

  当社の子会社である株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニングやその子会社株式会社ＦＰエージェ

ントおよびフロンティア・パートナーズ株式会社において、中小事業者のビジネス支援の面から金融関連コンサル

ティングをおこない、保険の提案や、資産運用のアドバイス業務をおこなっております。
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［事業系統図］

　事業の系統図は、次のとおりであります。
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（注）１．株式会社サイネックス・ネットワークは、平成20年３月１日付で株式会社サイネックス・フットワークより商号変更し、株

式会社サイネックス・イーシーネットを吸収合併しました。

      ２．株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニングは平成19年４月３日に、株式会社ＦＰエージェントおよびフロン

ティア・パートナーズ株式会社は、平成19年７月19日に設立しております。

３．株式会社コミュニケーションデザインシステムズについては、当連結会計年度において株式を売却したことから当連結会計

年度末において持分法の範囲から除外しております。

４．株式会社ビジャストについては、当連結会計年度下期において議決権の所有割合が減少したため、当第３四半期末において

持分法の範囲から除外しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、電話帳や都市型情報誌の発行単位となっている、それぞれの地域への貢献を経営理念として謳っ

ており、当社グループにとっての利益とは、地域社会のコミュニケーションを促進することによって築き上げられた、

お客さまやコミュニティ全体との信頼関係がもたらす成果であって、まさに公共的な使命を果たした結果として実現

するものであると考えております。

  この理念に則り、地域の中小事業者のプロモーションの面からは、インターネットが急速に普及するなか、従来の

紙媒体に加え、メディアミックスというキーコンセプトのもと、ウェブプロモーションの手段を提供するとともに、

ビジネス支援の面からは、様々なソリューションを提案してまいります。当社グループは、技術の進歩とともに変化

する、お客さまやコミュニティの要望に対応すべく、つねに進取的な姿勢で経営に取り組んでまいります。

  こうした地域密着型の情報メディア事業、ビジネス支援を推進することによって、当社グループが存続・発展し続

け、企業価値を向上させてゆくことこそ、株主のみなさまをはじめ、あらゆるステークホルダーのみなさまに対する

最大の貢献であると信じております。

 

(2）目標とする経営指標

  当社グループでは、収益の源泉となる連結売上高、ならびに経営にともなう通常のコストを差し引いたあとの収益

性を判断するため、連結経常利益を重要視しております。

  また、収益性と効率性の両方の指標をかねそなえた総資産経常利益率（ＲＯＡ）を経営判断に重用するとともに、

株主重視の観点に立ち、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）も重視し、企業価値向上に努めてまいります。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

  当社グループは、創業以来、電話帳をはじめとする各種広告媒体の発行を通じて、全国の中小事業者のビジネス支援

をおこなってまいりました。中小事業者の活性化支援をはかるべく、当社グループは中長期ビジョン「サイネックス

２.０」を策定しております。「サイネックス２.０」とは、ＩＴを活用した既存事業の高度化と事業の多角化により、

事業構造の改革をはかり、プロモーション支援型サービスやソリューション提案型サービスの提供をおこなうことによ

り、中小事業者の活性化支援を進めていくというものであります。

  プロモーション支援の面からは、既存事業の高度化を進め、紙媒体広告とウェブを利用した電子媒体広告を融合する、

いわゆるメディアミックス展開により、相互のスパイラル効果を引き出し、プリントメディアやＩＴメディアによるウェ

ブプロモーションを提供して中小事業者の情報発信力を高め、集客支援に努めてまいります。

  ソリューション提案の面からは、事業の多角化を進め、Ｂ２Ｂ型ＡＳＰ（注）や業務ＡＳＰなどウェブを活用したサー

ビスを提供するとともに、ファイナンシャルプラニングの提案により、中小事業者の事業サポートをおこない、業務支

援をはかってまいります。

  また、中長期ビジョン「サイネックス２.０」を実現すべく、エリア戦略として「ロングテール戦略」と「ブルーオー

シャン戦略」を策定しております。

  ウェブを利用した流通において、ロングテールと表現される部分の販売が増加したという現象が生じております。「ロ

ングテール戦略」とは、当社グループの顧客である中小事業者およびその地域をロングテールと見立てて、ウェブプロ

モーションやソリューションの手段を提供することにより、そのポテンシャルを引き上げようという戦略であります。

  一方、「ブルーオーシャン戦略」とは、商品力や販売力の強化により、販売対象をこれまでの電話帳の発行エリアで

ある中小市町村の中小事業者のみならず、大都市へも進出し、商圏と顧客層の拡大を目指そうという戦略であります。

（注）ＡＳＰ

Application Service Providerの略。ビジネス用のアプリケーションソフトをインターネットを通じて顧客にレンタルする事業者あるいは

サービスのこと。ユーザーはインターネットを通じてＡＳＰの保有するサーバーにインストールされたアプリケーションソフトを利用します。
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 【プリントメディア事業】

  50音別電話帳『テレパル５０』につきましては、メディアミックスによる利便性を高めるため、ウェブ商材との連携

を深め、広告にウェブ検索窓や二次元バーコードを付し、利用者が顧客のウェブサイトへ簡単にアクセスできる仕組み

を施し、ウェブ連動型地域情報誌へとリニューアルを進めてまいります。

  また、パブリック・プライベート・パートナーシップの理念に則り、地方自治体との官民協働事業として、行政情報

の提供を目的とした『市民便利帳』の発行を新たな事業の柱として拡大してまいります。『市民便利帳』は、行政と市

民、地域事業者を結ぶ地域一体型のコミュニケーションメディアとして発行し、行政情報のみならず歴史、文化や特産

品などの地域情報も織り込むことにより、市民生活の向上に貢献するという趣旨で発行するものです。官と民で協働し

て発行することにより、新たな発想が生まれるとともに、官と民という異文化を刺激し合うことにより、それらのシナ

ジー効果が発揮され、地域活性化につながる志の高い事業と確信しております。当社がこれまで『テレパル５０』で培っ

てきた、企画から配布までオールインワンで対応できるというノウハウを活かし、地域と協働して推進してまいりま

す。

  一方、ヤフー株式会社とは、業務提携によりＩＴ商材の取扱いが拡大しておりますが、ウェブと紙媒体のメディアミッ

クスの観点から実験・検証を進めてきた情報誌で一定の成果を得られたことを踏まえ、社会の関心の高い医療・健康分

野で、有益なコンテンツとウェブ連動の効果を高めた、新たな情報誌の発行を企画してまいります。

【ＩＴメディア事業】

  ＩＴコアビジネスと位置づけて運営する『ＣｉｔｙＤＯ！』につきましては、中小事業者のウェブへの導入として、

簡易なネット広告ながら高いＳＥＯ（注１）効果を施したサービスを提供しており、ウェブの世界において存在感を示

すには、これだけでも十分なものですが、さらにアップデートシステムや地図情報も付加したバージョンアップ商材の

積極的な販売をおこなうことにより、中小事業者のウェブ環境の整備を促進してまいります。

  ヤフー株式会社との提携商材につきましては、『Yahoo!ヘルスケア』、『Yahoo!電話帳』や『Yahoo!クーポン』など

のプロパティ系に加え、同社との関係強化により、地域バナー広告や検索キーワード広告などのより訴求力の高い新商

材の取扱いが可能となりました。これら同社のビジネスサポートサービスの販売を通じて中小事業者のウェブプロモー

ション支援を積極的におこなってまいります。

  また、よりウェブ活用に積極的な中小事業者向けに、ホームページ作成支援ＡＳＰ『インターネットビルダー』に加

え、各社との提携によるウェブプロモーションを容易に展開できるＣＭＳ（注２）を提案してまいります。

  さらに、医療機関向けに、予約システムなど医療系ＡＳＰを中心としたメディカルパッケージの提供も開始してまい

ります。

  連結子会社の株式会社サイネックス・ネットワークにおいては、中小事業者のソリューション支援の面から、業務用

食材や文具・事務用品の提供、出張旅行企画商品の販売をおこなってまいります。

（注１）ＳＥＯ

　Search Engine Optimizationの略。ある特定の検索エンジンを対象として検索結果でより上位に現れるようにウェブページを

書き換える技術。検索エンジン最適化、サーチエンジン最適化ともいわれています。

（注２）ＣＭＳ

　Contents Management Systemの略。テキストや画像、レイアウト情報などのデジタル・コンテンツを収集・登録して一元的に

管理して、ウェブサイトを構築したり編集する仕組み、またはそれらを行うソフトウェアの総称。

【その他事業】

  株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニングやその子会社株式会社ＦＰエージェントおよびフロンティ

ア・パートナーズ株式会社において、中小事業者のビジネス支援の面から金融関連コンサルティングをおこない、経営

者保険や退職金、企業年金などに対する保険の提案や、資産運用のアドバイス業務、総務や経理におけるバックオフィ

スサービスの提供などによって、中小事業者の活性化に貢献してまいります。 

  当社グループは、「中小事業者ＩＴ化のプラットフォームを目指す」ことをメインコンセプトとし、これからもさま

ざまなウェブプロモーションやソリューションを提供してまいります。

株式会社サイネックス（2376）平成 20 年３月期  決算短信

－ 11 －



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）
対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,362,439   1,580,465  218,025

２．受取手形及び売掛金 ※４  318,210   305,630  △12,579

３．たな卸資産   184,666   351,941  167,275

４．繰延税金資産   49,866   57,427  7,560

５．その他   98,360   116,317  17,956

貸倒引当金   △47,933   △44,544  3,388

流動資産合計   1,965,610 32.3  2,367,238 37.6 401,627

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物 ※２  584,421   554,260  △30,160

(2）機械装置及び運搬具   296,955   245,553  △51,401

(3）土地 ※２  798,925   770,184  △28,740

(4）その他   31,431   32,469  1,037

有形固定資産合計   1,711,733 28.1  1,602,467 25.5 △109,265

２．無形固定資産   203,808 3.3  176,057 2.8 △27,750

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   740,890   700,216  △40,673

(2）長期貸付金   7,912   16,700  8,787

(3）繰延税金資産   430,686   426,995  △3,690

(4）長期性預金   400,000   400,000  －

(5）敷金及び保証金   243,313   228,809  △14,503

(6）その他   390,821   377,298  △13,523

貸倒引当金   △7,912   △7,192  719

投資その他の資産合計   2,205,711 36.3  2,142,827 34.1 △62,883

固定資産合計   4,121,252 67.7  3,921,353 62.4 △199,899

資産合計   6,086,863 100.0  6,288,591 100.0 201,728
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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）
対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   197,387   299,233  101,835

２．短期借入金 ※２  350,000   350,000  －

３．未払法人税等   98,722   181,185  82,462

４．未払消費税等   －   19,497  19,497

５．賞与引当金   74,639   67,619  △7,020

６．前受金   685,255   632,367  △52,888

７．その他   238,181   212,329  △25,852

流動負債合計   1,644,188 27.0  1,762,222 28.0 118,033

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   1,113,800   1,038,404  △75,396

２．役員退職慰労引当金   53,899   56,006  2,107

３．その他   －   1,914  1,914

固定負債合計   1,167,699 19.2  1,096,324 17.5 △71,375

負債合計   2,811,888 46.2  2,858,547 45.5 46,658

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   750,000 12.3  750,000 11.9 －

２．資本剰余金   552,095 9.1  552,095 8.8 －

３．利益剰余金   2,048,761 33.7  2,146,564 34.1 97,802

４．自己株式   △120,781 △2.0  △11,948 △0.2 108,832

株主資本合計   3,230,076 53.1  3,436,711 54.6 206,635

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  38,240 0.6  △6,666 △0.1 △44,907

評価・換算差額等合計   38,240 0.6  △6,666 △0.1 △44,907

Ⅲ　少数株主持分   6,657 0.1  － － △6,657

純資産合計   3,274,974 53.8  3,430,044 54.5 155,069

負債純資産合計   6,086,863 100.0  6,288,591 100.0 201,728
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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）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　売上高   6,339,209 100.0  6,448,583 100.0 109,373

Ⅱ　売上原価   1,885,336 29.7  2,045,668 31.7 160,332

売上総利益   4,453,873 70.3  4,402,914 68.3 △50,958

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,130,448 65.2  4,022,065 62.4 △108,382

営業利益   323,425 5.1  380,848 5.9 57,423

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  13,931   16,959    

２．受取配当金  1,200   1,626    

３．受取家賃  27,702   26,729    

４．補助金収入  －   9,647    

５．その他収益  9,544 52,377 0.8 14,124 69,087 1.1 16,710

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  5,050   6,824    

２．投資組合損失  1,435   1,788    

３．持分法による投資損失  18,545   6,205    

４．複合金融商品評価損  －   17,470    

５．その他費用  1,830 26,862 0.4 1,340 33,629 0.5 6,766

経常利益   348,940 5.5  416,307 6.5 67,366

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 6,291   －    

２．投資有価証券売却益  18,915   26,987    

３．土地収用補償益  62,137   －    

４．預託金返還益  －   17,000    

５．その他  － 87,344 1.3 165 44,152 0.7 △43,191
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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）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※３ 3,393   626    

２．投資有価証券売却損  21,042   210    

３．固定資産除却損 ※４ 41,519   379    

４．減損損失 ※５ 4,669   34,208    

５．投資有価証券評価損  24,329   31,746    

６．会員権評価損  2,300   －    

７．事務所統廃合整理損  11,640   －    

８．持分法による投資損失  －   15,248    

９．その他  938 109,832 1.7 － 82,420 1.3 △27,412

税金等調整前当期純利
益

  326,452 5.1  378,040 5.9 51,587

法人税、住民税及び事
業税

 111,994   196,853    

法人税等調整額  89,841 201,835 3.1 26,873 223,726 3.5 21,890

少数株主損失   7,261 0.1  5,377 0.1 △1,883

当期純利益   131,877 2.1  159,690 2.5 27,812
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 750,000 552,095 1,949,236 △95 3,251,236

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △32,352  △32,352

当期純利益   131,877  131,877

自己株式の取得    △120,686 △120,686

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) － － 99,525 △120,686 △21,160

平成19年３月31日　残高（千円） 750,000 552,095 2,048,761 △120,781 3,230,076

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 79,818 79,818 13,918 3,344,973

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △32,352

当期純利益    131,877

自己株式の取得    △120,686

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△41,577 △41,577 △7,261 △48,838

連結会計年度中の変動額合計(千円) △41,577 △41,577 △7,261 △69,999

平成19年３月31日　残高（千円） 38,240 38,240 6,657 3,274,974

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

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 750,000 552,095 2,048,761 △120,781 3,230,076

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △30,852  △30,852

当期純利益   159,690  159,690

自己株式の取得    △29,602 △29,602

自己株式の処分   △31,035 138,435 107,400

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) － － 97,802 108,832 206,635

平成20年３月31日　残高（千円） 750,000 552,095 2,146,564 △11,948 3,436,711

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 38,240 38,240 6,657 3,274,974

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当    △30,852

当期純利益    159,690

自己株式の取得    △29,602

自己株式の処分    107,400

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△44,907 △44,907 △6,657 △51,565

連結会計年度中の変動額合計(千円) △44,907 △44,907 △6,657 155,069

平成20年３月31日　残高（千円） △6,666 △6,666 － 3,430,044

 

株式会社サイネックス（2376）平成 20 年３月期  決算短信

－ 17 －



(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）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（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  326,452 378,040 51,587

減価償却費  175,472 175,197 △274

減損損失  4,669 34,208 29,539

貸倒引当金の減少額  △8,380 △4,108 4,271

退職給付引当金の減少額  △119,449 △75,396 44,053

役員退職慰労引当金の増加額  3,098 2,107 △991

賞与引当金の減少額  △45,287 △7,020 38,266

受取利息及び受取配当金  △15,131 △18,585 △3,454

支払利息  5,050 6,824 1,774

複合金融商品評価損  － 17,470 17,470

投資有価証券売却益  △18,915 △26,987 △8,071

投資有価証券売却損  21,042 210 △20,831

投資有価証券評価損  24,329 31,746 7,417

持分法による投資損失  18,545 21,454 2,908

固定資産売却益  △6,291 － 6,291

固定資産除却損  41,519 379 △41,139

土地収用補償益  △62,137 － 62,137

事務所統廃合整理損  11,640 － △11,640

預託金返還益  － △17,000 △17,000

売上債権の増減額（△：増加額）  △23,899 12,579 36,478

たな卸資産の増減額（△：増加額）  47,377 △167,275 △214,652

仕入債務の増加額  53,291 101,835 48,544

前受金の減少額  △224,391 △52,888 171,502

その他  △114,946 20,962 135,908

小計  93,660 433,754 340,094
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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）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

利息及び配当金の受取額  12,678 20,187 7,509

土地収用による収入  62,137 － △62,137

利息の支払額  △5,684 △6,768 △1,084

法人税等の還付額  922 402 △520

法人税等の支払額  △90,665 △119,498 △28,832

営業活動によるキャッシュ・フロー  73,047 328,076 255,029

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  △1,007,000 △663,000 344,000

定期預金の払戻による収入  1,100,000 660,000 △440,000

投資有価証券の取得による支出  △410,000 △109,533 300,466

投資有価証券の売却による収入  130,922 40,214 △90,708

関係会社株式の取得による支出  △40,000 △16,664 23,336

関係会社株式の売却による収入  － 2,159 2,159

有形固定資産の取得による支出  △95,328 △24,645 70,682

有形固定資産の売却による収入  31,675 892 △30,783

有形固定資産の撤去による支出  △10,403 － 10,403

無形固定資産の取得による支出  △69,515 △46,337 23,178

貸付けによる支出  － △14,707 △14,707

貸付金の回収による収入  853 865 12

保険積立金の拠出による支出  △44,163 △9,022 35,140

保険積立金の満期等による収入  11,732 － △11,732

預託金の返還による収入  － 21,600 21,600

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 － △1,618 △1,618

その他  △0 △370 △370

投資活動によるキャッシュ・フロー  △401,226 △160,167 241,059

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

自己株式の取得による支出  △120,686 △29,602 91,083

自己株式の処分による収入  － 107,400 107,400

配当金の支払額  △32,186 △30,680 1,505

財務活動によるキャッシュ・フロー  △152,872 47,116 199,988

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：減
少額）

 △481,050 215,025 696,076

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,240,490 759,439 △481,050

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 759,439 974,465 215,025
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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 　当社の子会社はすべて連結しております。

連結子会社は、㈱サイネックス・フット

ワーク、㈱サイネックス・イーシーネット

の２社であります。

連結子会社の数　　４社　

 連結子会社名

 ㈱サイネックス・ネットワーク

 ㈱サイネックス・ファイナンシャル・プ

ラニング

 フロンティア・パートナーズ㈱

 ㈱ＦＰエージェント

 

 ㈱サイネックス・ネットワークについて

は、平成20年３月１日付で㈱サイネック

ス・フットワークと㈱サイネックス・イー

シーネットが合併し社名変更しております。

 また、㈱サイネックス・ファイナンシャ

ル・プラニング、フロンティア・パート

ナーズ㈱、㈱ＦＰエージェントについては、

当連結会計年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事

項

 

(1）持分法適用の関連会社数　　１社

持分法適用関連会社名

㈱コミュニケーションデザインシステ

ムズ

　㈱コミュニケーションデザインシステ

ムズについては、平成18年７月３日付で

株式の新規取得により関連会社となった

ため、当連結会計年度より持分法の適用

の範囲に含めております。

　該当事項はありません。

 

  （持分法適用の範囲の変更）

　㈱コミュニケーションデザインシステ

ムズについては、当連結会計年度におい

て株式を売却したことから当連結会計年

度末において持分法の適用の範囲から除

外しております。

 (2）持分法適用会社である㈱コミュニケー

ションデザインシステムズは決算日の変

更により平成18年７月１日から平成19年

３月31日までの９ヶ月決算となっており

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）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 

イ　有価証券

（イ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用して

おります。

イ　有価証券

（イ）満期保有目的の債券

同左

 

 

 

（ロ）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。

（ロ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

ロ　          ──────

 

時価のないもの

同左

 

 ロ　デリバティブ

　　　時価法

 

 

 

 

ハ　たな卸資産

（イ）製品、仕掛品、原材料

　総平均法による原価法を採用して

おります。

（ロ）      ──────

 

ハ　たな卸資産

（イ）製品、仕掛品、原材料

同左

 

 　（ロ）商品

 総平均法による原価法を採用して

おります。

 

 

（ハ）貯蔵品

　個別法による原価法を採用してお

ります。

（ハ）貯蔵品

同左

株式会社サイネックス（2376）平成 20 年３月期  決算短信

－ 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）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物………３年～58年

機械装置及び運搬具…３年～10年

イ　有形固定資産

　定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物………３年～58年

機械装置及び運搬具…３年～10年

  

 （会計方針の変更）

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より平成

19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

 なお、この変更に伴う損益への影響

額は軽微であります。

 （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

価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

 なお、この変更に伴う損益への影響

額は軽微であります。

 

 

ロ　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

ロ　無形固定資産

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）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等の特定の債権に

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。

イ　貸倒引当金

同左

 

 

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しておりま

す。

ロ　賞与引当金

同左

 

 

ハ　退職給付引当金

　当社は、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（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。

ハ　退職給付引当金

同左

 

 

ニ　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支払に

備えるため、規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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)重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップは、特例処理を採用し

ております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…投資有価証券

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

 

 

ハ　ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、金利変動リス

クをヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 

 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、事前

に特例処理の条件に合致していること

を確認しているため、事後の有効性の

評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．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

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は3,268,316

千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「長期性預金」は、資産の総額の

100分の５を超えることとなったため、区分掲記すること

に変更いたしました。

　なお、前連結会計年度末における「長期性預金」の金額

は300,000千円であります。

 ──────

　

　

（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「仕入割

引」（当連結会計年度は187千円）は、営業外収益の100分

の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示しております。

（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「貸倒引当

金戻入益」（当連結会計年度は165千円）は、特別利益の

100分の10以下となったため、特別利益の「その他」に含

めて表示しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 1,707,426千円  1,794,482千円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

建物 346,797千円

土地 347,783

計 694,580

建物 332,487千円

土地 347,783

計 680,271

　上記物件について、短期借入金250,000千円の担

保に供しております。

　上記物件について、短期借入金250,000千円の担

保に供しております。

　３．　　　　　　　────── 　３．偶発債務

　保証債務

　支払方法が分割決済である一般顧客のクレジット債

務に対し債務保証を行なっております。

 

保証先 金額（千円） 内容

 一般顧客 5,815  クレジット債務

  

※４．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については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が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。

※４．　　　　　　　──────

 

受取手形 120千円  
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．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。

従業員給与 1,840,207千円

賞与引当金繰入額 37,026

退職給付引当金繰入額 61,448

役員退職慰労引当金繰入額 3,098

貸倒引当金繰入額 5,425

従業員給与 1,760,329千円

賞与引当金繰入額 51,119

退職給付引当金繰入額 50,803

役員退職慰労引当金繰入額 3,104

貸倒引当金繰入額 5,296

※２．固定資産売却益は、機械装置及び運搬具6,291千円

であります。

※２．　　　　　　　──────

※３．固定資産売却損は、機械装置及び運搬具475千円、

土地2,918千円であります。

※３．固定資産売却損は、機械装置及び運搬具626千円、

であります。

※４．固定資産除却損は、建物40,060千円、機械装置及び

運搬具1,091千円、その他（工具器具備品）366千円で

あります。

※４．固定資産除却損は、機械装置及び運搬具347千円、

その他（工具器具備品）32千円であります。

  

※５．減損損失

　当社グループは、減損会計の適用にあたり事業用資

産については支店別に資産のグルーピングをしており

ます。

　当連結会計年度において減損の要否の判定をおこな

い、地価が著しく下落している遊休土地について帳簿

価額を回収可能価額にまで減額し、当該減少額を減損

損失（4,669千円）として特別損失に計上いたしまし

た。

　なお、回収可能価額は、路線価及び固定資産税評価

額を基に算出し評価しております。

※５．減損損失

　当社グループは、減損会計の適用にあたり事業用資

産については支店別に資産のグルーピングをおこなっ

ておりますが、遊休資産及び賃貸用資産については個

別物件単位でグルーピングをしております。

　当連結会計年度において減損の要否の判定をおこな

い、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る支店及び地価が著しく下落している遊休資産及び賃

貸用資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（34,208千円）として

特別損失に計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しておりますが、売却可能性が見込めな

いため、零としております。また遊休資産及び賃貸用

資産については路線価及び固定資産税評価額を基に算

出し評価しております。

地域 用途 種類
減損損失
（千円）

新潟県 遊休資産 土地 723

三重県 遊休資産 土地 3,946

地域 用途 種類
減損損失
（千円）

東京都 事務所

建物及び構築物 951

有形固定資産（その他） 373

投資その他の資産（その他） 1,058

リース資産 3,084

三重県 遊休資産 土地 1,416

三重県 賃貸用資産 土地 27,324
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（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 6,470,660 － － 6,470,660

合計 6,470,660 － － 6,470,660

自己株式     

普通株式（注） 130 300,000 － 300,130

合計 130 300,000 － 300,130

　（注）　普通株式の自己株式数の増加300,000株は、平成18年８月４日及び12月11日取締役会決議に基づく市場買付によ

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

　該当はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 32,352 ５ 平成18年３月31日 平成18年６月30日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 30,852 利益剰余金 ５ 平成19年３月31日 平成19年６月29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 6,470,660 － － 6,470,660

合計 6,470,660 － － 6,470,660

自己株式     

普通株式（注） 300,130 98,400 358,000 40,530

合計 300,130 98,400 358,000 40,530

　（注）１．普通株式の自己株式数の増加98,400株は、平成19年４月10日、８月20日及び平成20年1月24日取締役会決議に

基づく市場買付によるものであります。

２．普通株式の自己株数の減少358,000株は、平成19年11月16日取締役会決議に基づく自己株式処分によるもので

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

　該当はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 30,852 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

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

（決議予定）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 32,150 利益剰余金 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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

※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） （平成20年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,362,439

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△603,000

現金及び現金同等物 759,439

 （千円）

現金及び預金勘定 1,580,465

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△606,000

現金及び現金同等物 974,465
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失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）

機械装置及び
運搬具

450,705 308,122 142,583

その他
(工具器具備品)

152,119 105,589 46,529

合計 602,824 413,712 189,112

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額　　
(千円）

減損損失
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円) 

機械装置
及び運搬
具

376,521 267,578 918 108,024

その他
(工具器具
備品)

87,263 63,161 － 24,101

合計 463,785 330,740 918 132,126

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース期末残高相当額

１年内 111,106千円

１年超 81,994千円

合計 193,101千円

１年内 84,831千円

１年超 50,403千円

合計 135,234千円

 リース資産減損勘定の残高　 524千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 157,962千円

減価償却費相当額 154,027千円

支払利息相当額 3,176千円

支払リース料

リース資産減損勘定の取崩額

151,492千円

393千円

減価償却費相当額 148,841千円

支払利息相当額

減損損失

1,757千円

918千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２．転貸リース取引

(1) 未経過支払リース料

２．転貸リース取引

(1) 未経過支払リース料

１年内 8,802千円

１年超 14,942千円

合計 23,745千円

１年内 9,288千円

１年超 5,653千円

合計 14,942千円

(2) 未経過受取リース料 (2) 未経過受取リース料

１年内 8,802千円

１年超 14,942千円

合計 23,745千円

１年内 9,288千円

１年超 5,653千円

合計 14,942千円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  ──────
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1)国債・地方債等 － － －

(2)社債 200,000 203,940 3,940

(3)その他 － － －

小計 200,000 203,940 3,940

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1)国債・地方債等 － － －

(2)社債 300,000 287,390 △12,610

(3)その他 － － －

小計 300,000 287,390 △12,610

合計 500,000 491,330 △8,670

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 25,690 92,959 67,268

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 25,690 92,959 67,268

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 69,865 42,687 △27,178

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 69,865 42,687 △27,178

合計 95,556 135,646 40,090

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について24,329千円減損処理をおこなっております。

　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50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

33,049 18,915 21,042

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 112,602

５．満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
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）

１．債券     

(1)国債・地方債等 － － － －

(2)社債 － 200,000 － 300,000

(3)その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 － 200,000 － 300,000
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当連結会計年度（平成20年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 　　該当事項はありません。

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 11,763 31,505 19,741

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 － － －

②社債 200,000 201,220 1,220

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 211,763 232,725 20,961

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 153,399 147,617 △5,782

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 － － －

②社債 300,000 256,120 △43,880

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 453,399 403,737 △49,662

合計 665,163 636,462 △28,700

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について31,746千円減損処理をおこなっております。

　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50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 15,597 24,828  210

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 63,753
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５．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

 
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）

１．債券     

(1)国債・地方債等 － － － －

(2)社債 200,000 － － 300,000

(3)その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 200,000 － － 300,000

 ６．当連結会計年度中の保有目的の変更

 満期保有目的の債券500,000千円について、当連結会計年度の下期より保有目的をその他有価証券に変更し

ております。これは、サブプライム問題等による昨今の金融市場の変化に柔軟に対応し、効率的な資金運用

を行うために資金運用方針を変更したものであります。

 この結果、連結貸借対照表において投資有価証券の計上額が42,660千円減少し、繰延税金資産（固定資産）

が10,236千円増加し、その他有価証券評価差額金が14,953千円減少しております。
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連

の金利スワップ取引であります。

（1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連

の金利スワップ取引及びデリバティブを組み込んだ複

合金融商品であります。

（2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

（2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引のうち金利スワップ取引に

ついては、将来の金利変動によるリスク回避を目的と

しております。

複合金融商品については、リスクの高い投機的な取

引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　当社が利用している金利スワップ取引は、取引銀行

が発行する永久劣後債についての市場金利変動のリス

ク回避を図るものであります。

 

 

ヘッジ会計の方法

金利スワップは、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…投資有価証券

ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、金利変動リスクをヘッジして

おります。

ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、事前に特例処理の条

件に合致していることを確認しているため、事後の有

効性の評価を省略しております。

（3）取引の利用目的

当社が利用している金利スワップ取引は、取引銀行

が発行する永久劣後債についての市場金利変動のリス

ク回避を図るものであります。

また、余剰資金運用の目的で複合金融商品を利用し

ております。 

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

ヘッジ方針

同左

 

ヘッジ有効性評価の方法 

同左

（4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動リスクを有し

ております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断してお

ります。

（4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は、市場金利の変動リスクを有し

ております。

複合金融商品は、為替相場の変動によるリスクを有

しております。

 なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断してお

ります。

（5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、取締

役会において承認決議された事項に基づいて総務部が

行っております。

（5）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

区分 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）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

 複合金融商品 － － － － 100,000 100,000 82,530 △17,470

合計  － － － － 100,000 100,000 82,530 △17,470

前連結会計年度  当連結会計年度

　（注）１．         ──────

 

 ２． 　　　　──────

 

 

 

 ３． 　　　　──────

 

 ４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

引は除いております。

 　（注）１．時価の算定方法

 取引先金融機関等から提示された価格等に基

づき算定しております。

 ２．組込デリバティブについて、時価の測定を合

理的に区分して測定できないため、当該複合金

融商品全体を時価評価し、評価差額を損益に計

上しております。

 ３．契約額等については、当該複合金融商品の購

入金額を表示しております。

 ４．　　　　　　同左
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、定年退職における退職金の20％相当額について適格退職年金制度を採用し、それ以外の退職金に

ついては退職一時金制度を採用しております。なお、連結子会社においては退職給付制度はありません。

２．退職給付債務及びその内訳

 
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） △1,205,008 △1,113,937

(2）年金資産（千円） 188,646 171,323

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △1,016,362 △942,613

(4）未認識数理計算上の差異（千円） △97,438 △95,791

(5）連結貸借対照表計上額純額（千円）

(3)＋(4)
△1,113,800 △1,038,404

(6）退職給付引当金（千円） △1,113,800 △1,038,404

３．退職給付費用の内訳

 
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） 77,074 64,592

(1）勤務費用（千円） 87,336 77,242

(2）利息費用（千円） 25,496 24,100

(3）期待運用収益（減算）（千円） 3,625 3,772

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） △32,132 △32,976

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（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 2.0 2.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(4）数理計算上の差異の処理年数 ５年（定額法）   ５年（定額法）
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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の主な原因別の内訳

  
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）

  （千円） （千円）

繰延税金資産     

未払事業税  7,130  13,874

賞与引当金超過額  30,332  27,479

投資有価証券評価損  28,039  32,062

退職給付引当金超過額  452,626  421,986

役員退職慰労引当金超過額  21,903  22,759

会員権評価損  26,967  20,058

貸倒引当金超過額  9,761  14,001

貸倒損失  8,824  4,796

減損損失  13,559  26,684

繰越欠損金  23,618  31,725

その他有価証券評価差額金  －  4,563

その他  5,999  6,699

繰延税金資産小計  628,762  626,693

評価性引当額  △108,597  △131,356

繰延税金資産合計  520,165  495,337

繰延税金負債     

特別償却準備金  △13,433  △10,914

その他有価証券評価差額金  △26,178  －

繰延税金負債合計  △39,612  △10,914

繰延税金資産の純額  480,552  484,422

　（注）　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

  
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）

  （千円） （千円）

流動資産……………繰延税金資産  49,866  57,427

固定資産……………繰延税金資産  470,298  426,995

固定負債……………繰延税金負債  39,612  －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

  
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  40.6

（調整）     

住民税均等割  13.6  11.6

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.5  0.4

収用特別控除等永久に益金に算入されない項目  △2.0  △0.1

評価性引当額  7.1  6.1

持分法による投資損失  2.3  2.3

その他  △0.3  △1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率  61.8  59.2
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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50音別電話帳「テレパル50」発行による広告収入を中心とするメディア事業を営んでおり、当

該事業以外に事業の種類がないため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）

 メディア事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ

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、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。

 （追加情報）

 事業区分の方法については、従来、50音別電話帳「テレパル50」発行による広告収入を中心とする「メディ

ア事業」の単一事業でありましたが、当連結会計年度より、子会社設立による保険販売事業を開始したため、

「その他の事業」を事業区分として追加しております。

 上記の事業区分の変更は下期に子会社の保険販売事業が本格稼働したことに伴うものであるため、当連結会

計年度の下期よりおこなっております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

１日　至　平成20年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店が

ないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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

１日　至　平成20年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
村田信之 － －

当社相談

役

（被所有）

直接　1.8
－ －

相談料の支払

（注）２
6,000 － －

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を自己

の計算にお

いて所有し

ている会社

㈱富士総

研

（注）３

大阪市天

王寺区
3,260

保険代理

店業

（被所有）

直接 25.7

兼任

１人

損害保

険代理

業

損害保険料の

支払

（注）４

7,394 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

　２．村田信之との相談料取引については、内規に基づき決定しております。

　３．上記株式会社富士総研は、平成19年３月22日付にて有限会社商工興産より商号変更しております。

　４．株式会社富士総研との損害保険料取引については、一般の市場実勢価格を参考にして決定しております。

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）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
村田信之 － －

当社相談

役

（被所有）

直接　0.5
－ －

相談料の支払

（注）２
6,000 － －

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を自己

の計算にお

いて所有し

ている会社

㈱富士総

研

 

大阪市天

王寺区
3,260

保険代理

店業

（被所有）

直接 24.7

兼任

１人

損害保

険代理

業

損害保険料の

支払

（注）３

1,210 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

　２．村田信之との相談料取引については、内規に基づき決定しております。

　３．株式会社富士総研との損害保険料取引については、一般の市場実勢価格を参考にして決定しております。

 (2）親会社・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

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主

（法人）
ヤフー㈱

東京都港

区
7,366

インター

ネット上

の広告事

業

（被所有）

直接　10.1
－

 同社

が提供

する

サービ

スの販

売代理

店

代理店手数料

の支払
388,805 買掛金 156,968

販売手数料の

受取
109,909

 売掛金 11,412

 その他流動
資産

54,296

 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

 ２．ヤフー株式会社との取引については、同社との契約に基づき決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 529円67銭

１株当たり当期純利益金額 20円70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。

１株当たり純資産額 533円43銭

１株当たり当期純利益金額 25円60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。

　（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） 131,877 159,690

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） 131,877 159,690

期中平均株式数（株） 6,369,564 6,238,075
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（新会社の設立）

　当社は、全国の中小事業者にファイナンシャルプラニン

グを提案するため、下記のとおり当社全額出資による金融

サービス事業会社を設立いたしました。

 （第三者割当による新株予約権の発行）

  当社は、会社法第236条及び第239条の規定に基づき、平

成20年５月15日開催の取締役会決議により、平成20年６月

27日開催予定の当社定時株主総会において承認決議がなさ

れることを条件として第１回新株予約権の発行を決議いた

しました。なお、本新株予約権の発行は、平成19年11月16

日付にて当社とヤフー株式会社との間で締結した資本提携

契約に基づくものであります。

１．商号 株式会社サイネック

ス・ファイナンシャ

ル・プラニング

２．設立年月日 平成19年４月３日

３．本店所在地 東京都中央区京橋１丁

目９番10号

４．代表者 代表取締役会長

　村田　吉優

 代表取締役社長

　黒木　　勉

５．資本金の額 2,500万円

６．大株主構成及び所有割合 株式会社サイネックス

　100％

７．発行済株式の総数 1,000株

８．決算期 ３月31日

９．主な事業内容 ①法人向タックスプラ

ニング・財務戦略及

び個人向ライフプラ

ンのアドバイス業務

②総務や経理における

バックオフィスサー

ビスの提供

③広告業及び広告代理

業

(1)新株予約権の名称及び数

  株式会社サイネックス第１回新株予約権

  8,121個（１個につき100株）

(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、

新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は100株、

新株予約権の目的となる株式の総数は812,100株とす

る。

  ただし、下記(3)により、新株予約権１個当たりの目

的となる株式の数が調整される場合には、新株予約権

の目的となる株式の総数は、調整後株式数に新株予約

権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

(3)新株予約権の目的となる株式の数の調整

①当社が下記(7)の規定に従って行使価額（下記(6)に

定義される）の調整を行う場合には、新株予約権１個

当たりの目的となる株式の数は、次の算式により調整

されるものとする。    

               調整前株式数×１株当たり調整前行使価額

調整後株式数＝────────────────────

                      １株当たり調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額

は、それぞれ下記(7)に基づき調整される前の行使価額

及び当該調整後の行使価額とする。

②前号の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で

行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

の株式については、会社法第283条に定める方法により

これを取り扱う。

③調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下

記(7)②または④による行使価額の調整に関し、各号に

定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

④新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うとき

は、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事

由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日そ

の他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株

予約権者に通知する。ただし、下記(7)②(ホ)に定める

場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うこ

とができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。
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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）

(4)発行価額

０円（新株予約権と引換えにする金銭の払込みを要し

ない。）

(5)割当日

平成20年６月27日(金)

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は

行使価額（以下に定義する。）に新株予約権１個当た

りの目的となる株式の数を乗じた額とする。

②新株予約権の行使により当社が、当社普通株式を新

たに発行し、またはこれに代えて当社の有する当社普

通株式を移転（以下、当社普通株式の発行または移転

を「交付」という。）する場合における株式１株当た

りの金銭の額（以下「行使価額」という。）は、当初、

300円もしくは、平成20年３月28日（当日を含む。）か

ら平成20年６月27日（当日を含む）までの株式会社大

阪証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に

0.9を乗じて算出される額（１円未満の端数は切捨て）

のいずれか低い方とする。

(7)行使価額の調整

①当社は、新株予約権の割当後、下記②に掲げる各事

由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変

更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以

下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。

                                新発行・　 １株当たりの

                                処分株式数×発行・処分価額

                   既発行株式数＋────────────

                                     １株当たりの時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×────────────

                          既発行株式数＋新発行・処分株式数

②行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整

を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

(イ)下記③(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を交付する場合（無償割当てによる場

合を含む。）（ただし、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株

式または取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取

得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分

割、株式交換または合併により当社普通株式を交付す

る場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間

を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

その効力発生日とする。）の翌日以降、またはかかる

発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。
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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）

(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合。

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以

降これを適用する。

(ハ)下記③(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式または下記③(ロ)に定める時価を下回る払込金額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行また

は付与する場合。

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる

取得請求権または新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算

出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当

日）以降または（無償割当ての場合は）効力発生日以

降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日

の翌日以降これを適用する。

(ニ)当社の発行した取得条項付株式または取得条項付

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに下記③(ロ)に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式を交付する場合。

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用す

る。

(ホ)上記(イ)ないし(ハ)の場合において、基準日が設

定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい

るときには、上記(イ)ないし(ハ)に関わらず、調整後

の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを

適用する。この場合において、当該基準日の翌日から

当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をし

た新株予約権に対しては、次の算出方法により、当社

普通株式を交付する。ただし、株券は、新株予約権の

効力発生後可及的すみやかに交付する。また、単元未

満株式については、定款の定めに従い株券を発行しな

い。

       （調整前行使価額－　　（調整前行使価額により当該

                          ×

         調整後行使価額）　　　期間内に交付された株式数）

株式数 ＝ ────────────────────────

                    調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、現金による調整は行わない。
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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）

③(イ)行使価額調整式の計算については、円未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

(ロ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使

価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引

日（終値のない日数を除く。）の株式会社大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気

配表示を含む。）の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を切り捨てる。

(ハ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整

後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保

有する当社普通株式数を控除した数とする。

④上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、

次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協議の

うえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行

う。

(イ)株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、

株式交換、株式移転または合併のために行使価額の調

整を必要とするとき。

(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性

が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とす

るとき。

(ハ)行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。

⑤上記①ないし④により行使価額の調整を行うときは、

当社は、その旨ならびにその事由、調整前行使価額、

調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、

各事項の確定後直ちに書面により新株予約権原簿に記

載された各新株予約権者に通知する。ただし、上記②

(ホ)に定める場合その他適用の日の前日までに前記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降すみ

やかにこれを行う。

(8)新株予約権を行使することができる期間

平成20年６月27日から平成25年６月26日までとする。 

(9)割当先及び割当新株予約権数数

第三者割当てによるものとし、ヤフー株式会社に新株

予約権の総数を割当てる。

(10)その他の新株予約権の行使の条件

１個の新株予約権の一部につき行使することはできな

いものとする。
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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）

(11)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要するものとする。

(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の

定めに従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じ

た額とする。

(13)新株予約権証券の発行等

新株予約権の新株予約権証券を発行しないものとする。

（自己株式の取得）

　当社は、平成19年４月10日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得すること

を決議いたしました。

１．取得する株式の種類 当社普通株式

２．取得する株式の総数 20万株（上限）

 （発行済株式総数に対

する割合3.09％）

３．株式の取得価額の総額 160百万円（上限）

４．自己株式買受の日程 平成19年４月11日から

平成19年６月28日まで

５．取得の方法 市場からの取得
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,218,310   1,420,667  202,357

２．受取手形 ※５  1,098   539  △559

３．売掛金 ※１  301,095   278,253  △22,841

４．商品   －   119,600  119,600

５．製品   93,688   123,721  30,032

６．原材料   10,018   20,896  10,878

７．仕掛品   80,112   86,900  6,788

８．貯蔵品   836   805  △31

９．前払費用 ※１  50,751   47,069  △3,682

10．繰延税金資産   49,866   57,427  7,560

11．その他 ※１  41,308   60,032  18,723

貸倒引当金   △47,933   △42,804  5,128

流動資産合計   1,799,155 29.5  2,173,110 34.5 373,955

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産 ※２        

１．建物 ※３  570,352   542,264  △28,087

２．構築物   14,103   12,012  △2,091

３．機械及び装置   296,723   245,382  △51,340

４．車輌運搬具   232   170  △61

５．工具器具備品   31,078   30,865  △213

６．土地 ※３  798,925   770,184  △28,740

有形固定資産合計   1,711,415 28.1  1,600,879 25.4 △110,535
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   184,314   158,020  △26,293

２．その他   14,317   14,317  －

無形固定資産合計   198,631 3.3  172,338 2.7 △26,293

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   719,435   700,216  △19,219

２．関係会社株式   209,000   222,164  13,164

３．出資金   8,130   8,130  －

４．長期貸付金   7,912   16,700  8,787

５．長期前払費用   96,307   77,305  △19,002

６．繰延税金資産   430,686   426,995  △3,690

７．長期性預金   400,000   400,000  －

８．保険積立金   259,824   268,988  9,164

９．敷金及び保証金   241,213   227,209  △14,003

10．その他   24,488   19,888  △4,600

貸倒引当金   △7,912   △7,192  719

投資その他の資産合計   2,389,085 39.1  2,360,405 37.4 △28,679

固定資産合計   4,299,132 70.5  4,133,623 65.5 △165,508

資産合計   6,098,287 100.0  6,306,734 100.0 208,446
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  183,632   283,652  100,020

２．短期借入金 ※３  350,000   350,000  －

３．未払金 ※１  128,333   111,627  △16,705

４．未払費用   86,706   77,651  △9,054

５．未払法人税等   92,380   180,230  87,849

６．未払消費税等   －   18,622  18,622

７．前受金   683,770   631,296  △52,473

８．預り金   19,746   16,567  △3,179

９．賞与引当金   74,331   67,026  △7,304

10．その他   683   1,942  1,259

流動負債合計   1,619,584 26.6  1,738,618 27.6 119,033

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   1,113,800   1,038,404  △75,396

２．役員退職慰労引当金   53,899   56,006  2,107

３．その他   －   1,914  1,914

固定負債合計   1,167,699 19.1  1,096,324 17.4 △71,375

負債合計   2,787,284 45.7  2,834,942 45.0 47,658
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   750,000 12.3  750,000 11.9 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  552,095   552,095    

資本剰余金合計   552,095 9.1  552,095 8.7 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  20,890   20,890    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  19,623   15,943    

別途積立金  1,762,720   1,862,720    

繰越利益剰余金  288,213   288,756    

利益剰余金合計   2,091,448 34.3  2,188,311 34.7 96,862

４．自己株式   △120,781 △2.0  △11,948 △0.2 108,832

株主資本合計   3,272,762 53.7  3,478,457 55.1 205,695

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  38,240   △6,666   

評価・換算差額等合計   38,240 0.6  △6,666 △0.1 △44,907

純資産合計   3,311,003 54.3  3,471,791 55.0 160,787

負債純資産合計   6,098,287 100.0  6,306,734 100.0 208,446
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．製品売上高  5,373,019   4,760,560    

２．インターネット広告関
連売上高

 843,891 6,216,910 100.0 1,395,833 6,156,394 100.0 △60,515

Ⅱ　売上原価         

１．製品売上原価         

（1）製品期首たな卸高  143,933   93,688    

（2）当期製品製造原価  1,387,370   1,288,889    

合計  1,531,303   1,382,578    

（4）製品期末たな卸高  93,688   123,721    

（5）他勘定振替高 ※１ 24,139 1,413,474  20,963 1,237,893  △175,581

２．インターネット広告関
連売上原価

  420,518   693,488  272,970

売上原価合計   1,833,993 29.5  1,931,382 31.4 △97,388

売上総利益   4,382,916 70.5  4,225,011 68.6 △157,904

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、2  4,063,409 65.4  3,815,789 62.0 △247,619

営業利益   319,507 5.1  409,222 6.6 89,714
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  3,195   6,187    

２．有価証券利息  10,645   10,468    

３．受取配当金  1,200   1,626    

４．受取家賃 ※７ 29,512   28,980    

５．その他収益 ※７ 13,660 58,214 0.9 15,163 62,426 1.0 4,212

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  5,050   6,815    

２．投資組合損失  1,435   1,788    

３．複合金融商品評価損  －   17,470    

４．その他費用  1,448 7,934 0.1 1,210 27,283 0.4 19,349

経常利益   369,787 5.9  444,365 7.2 74,577

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 6,291   －    

２．投資有価証券売却益  18,915   24,828    

３．土地収用補償益  62,137   －    

４．預託金返還益  －   17,000    

５．その他  － 87,344 1.4 644 42,472 0.7 △44,871

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※４ 3,393   626    

２．固定資産除却損 ※５ 41,519   379    

３．減損損失 ※６ 4,669   34,208    

４．投資有価証券売却損  21,042   210    

５．投資有価証券評価損  24,329   31,746    

６．関係会社株式評価損  －   38,319    

７．会員権評価損  2,300   －    

８．事務所統廃合整理損  11,640   －    

９．その他  938 109,832 1.7 － 105,491 1.7 △4,340

税引前当期純利益   347,299 5.6  381,346 6.2 34,046
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

法人税、住民税及び事
業税

 103,583   195,722    

法人税等調整額  89,841 193,425 3.1 26,873 222,595 3.6 29,170

当期純利益   153,874 2.5  158,750 2.6 4,876

         

製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　材料費  325,536 23.4 320,387 24.7 △5,148

Ⅱ　労務費  511,637 36.7 452,905 35.0 △58,731

Ⅲ　外注加工費  238,771 17.1 226,842 17.5 △11,928

Ⅳ　経費 ※１ 317,559 22.8 296,117 22.8 △21,442

当期総製造費用  1,393,504 100.0 1,296,253 100.0 △97,250

期首仕掛品たな卸高  74,066  80,112  6,045

合計  1,467,571  1,376,365  △91,205

期末仕掛品たな卸高  80,112  86,900  6,788

他勘定振替高 ※２ 88  575  486

当期製品製造原価  1,387,370  1,288,889  △98,480
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（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）

原価計算の方法

　原価計算の方法は、製品別の工程別総合原価計算であ

り、実際原価と標準原価との原価差額の処理は、月次及

び期末において製品、仕掛品及び売上原価等に配賦して

おります。

原価計算の方法

同左

※１．主な内訳は、次のとおりであります。 ※１．主な内訳は、次のとおりであります。

減価償却費 83,859千円

荷造運送費 38,110千円

減価償却費 82,102千円

荷造運送費 37,268千円

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

消耗品費 88千円 消耗品費 575千円

インターネット広告関連売上原価明細書

  
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）

対前期比増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　商品仕入高  － － 138,000 17.0 138,000

Ⅱ　労務費  85,295 20.3 87,905 10.8 2,609

Ⅲ　外注費  318,537 75.7 566,857 69.7 248,320

Ⅳ　経費  16,685 4.0 20,326 2.5 3,640

　　　小計  420,518 100.0 813,088 100.0 392,570

　　　期末商品たな卸高  －  119,600  119,600

インターネット広告
関連売上原価

 420,518  693,488  272,970
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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） 750,000 552,095 552,095 20,890 23,864 1,612,720 312,450 1,969,926 △95 3,271,926

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の積立     4,288  △4,288 －  －

特別償却準備金の取崩（注）     △4,933  4,933 －  －

特別償却準備金の取崩(当期分)     △3,595  3,595 －  －

別途積立金の積立　（注）      150,000 △150,000 －  －

剰余金の配当　（注）       △32,352 △32,352  △32,352

当期純利益       153,874 153,874  153,874

自己株式の取得         △120,686 △120,686

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） － － － － △4,241 150,000 △24,236 121,521 △120,686 835

平成19年３月31日　残高（千円） 750,000 552,095 552,095 20,890 19,623 1,762,720 288,213 2,091,448 △120,781 3,272,762

 
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） 79,818 79,818 3,351,744

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の積立   －

特別償却準備金の取崩（注）   －

特別償却準備金の取崩(当期分)   －

別途積立金の積立　（注）   －

剰余金の配当　（注）   △32,352

当期純利益   153,874

自己株式の取得   △120,686

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△41,577 △41,577 △41,577

事業年度中の変動額合計（千円） △41,577 △41,577 △40,741

平成19年３月31日　残高（千円） 38,240 38,240 3,311,003

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
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） 750,000 552,095 552,095 20,890 19,623 1,762,720 288,213 2,091,448 △120,781 3,272,762

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩     △3,679  3,679 －  －

別途積立金の積立      100,000 △100,000 －  －

剰余金の配当       △30,852 △30,852  △30,852

当期純利益       158,750 158,750  158,750

自己株式の取得         △29,602 △29,602

自己株式の処分       △31,035 △31,035 138,435 107,400

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） － － － － △3,679 100,000 542 96,862 108,832 205,695

平成20年３月31日　残高（千円） 750,000 552,095 552,095 20,890 15,943 1,862,720 288,756 2,188,311 △11,948 3,478,457

 
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） 38,240 38,240 3,311,003

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △30,852

当期純利益   158,750

自己株式の取得   △29,602

自己株式の処分   107,400

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△44,907 △44,907 △44,907

事業年度中の変動額合計（千円） △44,907 △44,907 160,787

平成20年３月31日　残高（千円） △6,666 △6,666 3,471,791
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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）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。

(1）満期保有目的の債券

同左

 

 

(2）子会社株式及び関係会社株式

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

(2）子会社株式及び関係会社株式

同左

 

 

 

(3）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。

(3）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左 

 ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1） 　　　　──────

 

 (1）デリバティブ

　　　時価法

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品、仕掛品、原材料

　総平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）製品、仕掛品、原材料

同左

 

 

(2）　　　　 ──────

 

(2）商品

 　　　総平均法による原価法を採用してお

ります。

 

 

(3）貯蔵品

　個別法による原価法を採用しており

ます。

 

(3）貯蔵品

　　　　　　　　同左

 

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物…………………３年～58年

機械及び装置………３年～10年

 

(1）有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 　　　建物…………………３年～58年

 　　　機械及び装置………３年～10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。

 なお、この変更に伴う損益への影響額

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）

   (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、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

 なお、この変更に伴う損益への影響額

は軽微であります。

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

 　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

同左

５．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等の特定の債権に

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

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のうち当期

の負担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

そ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（５年）に

よる定額法による按分額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。

(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払に備えるた

め、規程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

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

７．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップは、特例処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…投資有価証券

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

 

 

(3）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、金利変動リス

クをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、事前

に特例処理の条件に合致していること

を確認しているため、事後の有効性の

評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針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3,311,003

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。

 ──────

　

　

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「仕入割引」

（当事業年度は187千円）は営業外収益の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示してお

ります。

（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「貸倒引当金戻

入益」（当事業年度は165千円）は特別利益の100分の10以

下となったため、特別利益の「その他」に含めて表示して

おります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであり

ます。

※１．関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであり

ます。

売掛金 1,608千円

前払費用 52

その他（流動資産） 641

買掛金 20,635

未払金 764

売掛金 3,641千円

前払費用 52

その他（流動資産） 267

買掛金 29,799

未払金 924

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

 1,706,632千円  1,792,967千円

※３．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

（イ）担保に供している資産

※３．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

（イ）担保に供している資産

建物 346,797千円

土地 347,783

計 694,580

建物 332,487千円

土地 347,783

計 680,271

（ロ）上記に対応する債務 （ロ）上記に対応する債務

短期借入金 250,000千円

計 250,000

短期借入金 250,000千円

計 250,000

  

  

４．偶発債務 ４．偶発債務

保証債務 保証債務

　関係会社について、未経過リース料に対し債務保

証を行っております。

　関係会社の未経過リース料及び支払方法が分割決

済である一般顧客のクレジット債務に対して債務保

証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱サイネック
ス・フットワー
ク

23,745 リース債務

㈱サイネック
ス・イーシー
ネット

13,828 リース債務

保証先 金額（千円） 内容

㈱サイネック
ス・ネットワー
ク

23,728 リース債務

 一般顧客 5,815  クレジット債務
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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）

※５．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。

※５．　　　　　　　　──────

 

受取手形 120千円  

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 24,139千円

(見本費・販売促進費等）  

販売費及び一般管理費 20,963千円

(見本費・販売促進費等）  

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は15％であり、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は85％であります。

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は14％であり、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は86％であります。

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

配本費 284,563千円

従業員給与 1,823,807

賞与引当金繰入額 36,971

退職給付引当金繰入額 61,448

役員退職慰労引当金繰入額 3,098

法定福利費 274,527

旅費交通費 194,334

地代家賃 281,266

減価償却費 65,801

貸倒引当金繰入額 5,425

配本費 288,774千円

従業員給与 1,717,344

賞与引当金繰入額 50,526

退職給付引当金繰入額 50,803

役員退職慰労引当金繰入額 3,104

法定福利費 256,469

旅費交通費 196,734

地代家賃 267,942

減価償却費 65,495

貸倒引当金繰入額 3,556

※３．固定資産売却益は、機械及び装置6,291千円であり

ます。

※３．　　　　　　　　──────

　　　　　　　 　　　　　

※４．固定資産売却損は、機械及び装置475千円、土地

2,918千円であります。

 

※４．固定資産売却損は、機械及び装置626千円でありま

す。

※５．固定資産除却損は、建物40,060千円、機械及び装置

466千円、車輌運搬器具625千円、工具器具備品366千

円であります。

※５．固定資産除却損は、機械及び装置347千円、工具器

具備品32千円であります。
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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）

※６．減損損失

　当社は減損会計の適用にあたり事業用資産について

は支店別に資産のグルーピングをおこなっております

が、遊休資産については個別物件単位でグルーピング

をしております。

　当事業年度において減損の要否の判定をおこない、

地価が著しく下落している遊休土地について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（4,669千円）として特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は、路線価及び固定資産税評価

額を基に算出しております。

※６．減損損失

　当社は、減損会計の適用にあたり事業用資産につい

ては支店別に資産のグルーピングをおこなっておりま

すが、遊休資産及び賃貸用資産については個別物件単

位でグルーピングをしております。

　当事業年度において減損の要否の判定をおこない、

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである支

店及び地価が著しく下落している遊休資産及び賃貸用

資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（34,208千円）として特別

損失に計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しておりますが、売却可能性が見込めな

いため、零としております。また遊休資産及び賃貸用

資産については路線価及び固定資産税評価額を基に算

出し評価しております。

地域 用途 種類
減損損失
（千円）

新潟県 遊休資産 土地 723

三重県 遊休資産 土地 3,946

地域 用途 種類
減損損失
（千円）

東京都  事務所

建物 951 

工具器具備品  373 

長期前払費用  1,058 

リース資産   3,084 

三重県 遊休資産 土地 1,416 

三重県 賃貸用資産 土地 27,324 

※７．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※７．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取家賃 1,810千円

その他収益 4,200

受取家賃 2,250千円

その他収益 5,100
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（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（注） 130 300,000 － 300,130

合計 130 300,000 － 300,130

　（注）　自己株式数の増加300,000株は、平成18年８月４日及び12月11日取締役会決議に基づく市場買付によるものであ

ります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（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（注） 300,130 98,400 358,000 40,530

合計 300,130 98,400 358,000 40,530

　（注）１．自己株式数の増加98,400株は、平成19年４月10日、８月20日及び平成20年１月24日取締役会決議に基づく市

場買付によるものであります。

 ２．自己株数の減少358,000株は、平成19年11月16日取締役会決議に基づく自己株式処分によるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

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、減損損失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）

機械及び装置 44,352 25,004 19,347

車輌運搬具 340,763 238,821 101,942

工具器具備品 128,119 95,189 32,929

合計 513,234 359,015 154,219

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
(千円)

期末残高相
当額
（千円）

機械及
び装置

44,352 33,617 － 10,734

車輌運
搬具

266,579 181,421 918 84,239

工具器
具備品

63,263 47,961 － 15,301

合計 374,195 263,001 918 110,275

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 97,493千円

１年超 58,034千円

合計 155,527千円

１年内 70,870千円

１年超 40,635千円

　合計 111,506千円

　 リース資産減損勘定の残高　　　　　　 524千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 143,102千円

減価償却費相当額 140,985千円

支払利息相当額 1,395千円

支払リース料

リース資産減損勘定の取崩額

137,588千円

393千円

減価償却費相当額 135,798千円

支払利息相当額

減損損失

794千円

918千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

 

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。

 

 ────── 

（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。
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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の主な原因別の内訳

  
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）

  （千円） （千円）

繰延税金資産     

未払事業税  7,130  13,874

賞与引当金超過額  30,206  27,238

投資有価証券評価損  28,039  47,634

退職給付引当金超過額  452,626  421,986

役員退職慰労引当金超過額  21,903  22,759

会員権評価損  26,967  20,058

貸倒引当金超過額  9,761  13,434

減損損失

 その他有価証券評価差額金

 13,559

－

 26,684

4,563

その他  14,807  11,466

繰延税金資産小計  605,002  609,702

評価性引当額  △84,837  △114,365

繰延税金資産合計  520,165  495,337

繰延税金負債     

特別償却準備金  △13,433  △10,914

その他有価証券評価差額金  △26,178  －

繰延税金負債合計  △39,612  △10,914

繰延税金資産の純額  480,552  484,422

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

  
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  40.6

（調整）     

住民税均等割  12.6  11.2

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.5  0.4

収用特別控除等永久に益金に算入されない項

目
 △1.9  △0.1

評価性引当額  4.0  7.8

その他  △0.1  △1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  55.7  58.4
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 536円58銭

１株当たり当期純利益金額 24円16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。

１株当たり純資産額 539円93銭

１株当たり当期純利益金額 25円45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。

　（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） 153,874 158,750

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） 153,874 158,750

期中平均株式数（株） 6,369,564 6,238,075
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（重要な後発事象）

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）

（新会社の設立）

　当社は、全国の中小事業者にファイナンシャルプラニン

グを提案するため、下記のとおり当社全額出資による金融

サービス事業会社を設立いたしました。

 （第三者割当による新株予約権の発行）

  当社は、会社法第236条及び第239条の規定に基づき、平

成20年５月15日開催の取締役会決議により、平成20年６月

27日開催予定の当社定時株主総会において承認決議がなさ

れることを条件として第１回新株予約権の発行を決議いた

しました。なお、本新株予約権の発行は、平成19年11月16

日付にて当社とヤフー株式会社との間で締結した資本提携

契約に基づくものであります。

１．商号 株式会社サイネック

ス・ファイナンシャ

ル・プラニング

２．設立年月日 平成19年４月３日

３．本店所在地 東京都中央区京橋１丁

目９番10号

４．代表者 代表取締役会長

　村田　吉優

 代表取締役社長

　黒木　　勉

５．資本金の額 2,500万円

６．大株主構成及び所有割合 株式会社サイネックス

　100％

７．発行済株式の総数 1,000株

８．決算期 ３月31日

９．主な事業内容 ①法人向タックスプラ

ニング・財務戦略及

び個人向ライフプラ

ンのアドバイス業務

②総務や経理における

バックオフィスサー

ビスの提供

③広告業及び広告代理

業

(1)新株予約権の名称及び数

  株式会社サイネックス第１回新株予約権

  8,121個（１個につき100株）

(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、

新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は100株、

新株予約権の目的となる株式の総数は812,100株とす

る。

  ただし、下記(3)により、新株予約権１個当たりの目

的となる株式の数が調整される場合には、新株予約権

の目的となる株式の総数は、調整後株式数に新株予約

権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

(3)新株予約権の目的となる株式の数の調整

①当社が下記(7)の規定に従って行使価額（下記(6)に

定義される）の調整を行う場合には、新株予約権１個

当たりの目的となる株式の数は、次の算式により調整

されるものとする。    

               調整前株式数×１株当たり調整前行使価額

調整後株式数＝────────────────────

                      １株当たり調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額

は、それぞれ下記(7)に基づき調整される前の行使価額

及び当該調整後の行使価額とする。

②前号の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で

行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

の株式については、会社法第283条に定める方法により

これを取り扱う。

③調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下

記(7)②または④による行使価額の調整に関し、各号に

定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

④新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うとき

は、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事

由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日そ

の他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株

予約権者に通知する。ただし、下記(7)②(ホ)に定める

場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うこ

とができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。
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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）

(4)発行価額

０円（新株予約権と引換えにする金銭の払込みを要し

ない。）

(5)割当日

平成20年６月27日(金)

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は

行使価額（以下に定義する。）に新株予約権１個当た

りの目的となる株式の数を乗じた額とする。

②新株予約権の行使により当社が、当社普通株式を新

たに発行し、またはこれに代えて当社の有する当社普

通株式を移転（以下、当社普通株式の発行または移転

を「交付」という。）する場合における株式１株当た

りの金銭の額（以下「行使価額」という。）は、当初、

300円もしくは、平成20年３月28日（当日を含む。）か

ら平成20年６月27日（当日を含む）までの株式会社大

阪証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に

0.9を乗じて算出される額（１円未満の端数は切捨て）

のいずれか低い方とする。

(7)行使価額の調整

①当社は、新株予約権の割当後、下記②に掲げる各事

由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変

更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以

下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。

                                新発行・　 １株当たりの

                                処分株式数×発行・処分価額

                   既発行株式数＋────────────

                                     １株当たりの時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×────────────

                          既発行株式数＋新発行・処分株式数

②行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整

を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

(イ)下記③(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を交付する場合（無償割当てによる場

合を含む。）（ただし、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株

式または取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取

得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分

割、株式交換または合併により当社普通株式を交付す

る場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間

を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

その効力発生日とする。）の翌日以降、またはかかる

発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。
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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）

(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合。

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以

降これを適用する。

(ハ)下記③(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式または下記③(ロ)に定める時価を下回る払込金額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行また

は付与する場合。

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる

取得請求権または新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算

出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当

日）以降または（無償割当ての場合は）効力発生日以

降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日

の翌日以降これを適用する。

(ニ)当社の発行した取得条項付株式または取得条項付

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに下記③(ロ)に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式を交付する場合。

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用す

る。

(ホ)上記(イ)ないし(ハ)の場合において、基準日が設

定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい

るときには、上記(イ)ないし(ハ)に関わらず、調整後

の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを

適用する。この場合において、当該基準日の翌日から

当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をし

た新株予約権に対しては、次の算出方法により、当社

普通株式を交付する。ただし、株券は、新株予約権の

効力発生後可及的すみやかに交付する。また、単元未

満株式については、定款の定めに従い株券を発行しな

い。

       （調整前行使価額－　　（調整前行使価額により当該

                          ×

         調整後行使価額）　　　期間内に交付された株式数）

株式数 ＝ ────────────────────────

                    調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、現金による調整は行わない。

株式会社サイネックス（2376）平成 20 年３月期  決算短信

－ 68 －



前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

③(イ)行使価額調整式の計算については、円未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

(ロ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使

価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引

日（終値のない日数を除く。）の株式会社大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気

配表示を含む。）の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を切り捨てる。

(ハ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整

後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保

有する当社普通株式数を控除した数とする。

④上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、

次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協議の

うえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行

う。

(イ)株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、

株式交換、株式移転または合併のために行使価額の調

整を必要とするとき。

(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性

が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とす

るとき。

(ハ)行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。

⑤上記①ないし④により行使価額の調整を行うときは、

当社は、その旨ならびにその事由、調整前行使価額、

調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、

各事項の確定後直ちに書面により新株予約権原簿に記

載された各新株予約権者に通知する。ただし、上記②

(ホ)に定める場合その他適用の日の前日までに前記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降すみ

やかにこれを行う。

(8)新株予約権を行使することができる期間

平成20年６月27日から平成25年６月26日までとする。 

(9)割当先及び割当新株予約権数数

第三者割当てによるものとし、ヤフー株式会社に新株

予約権の総数を割当てる。

(10)その他の新株予約権の行使の条件

１個の新株予約権の一部につき行使することはできな

いものとする。
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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）

(11)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要するものとする。

(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の

定めに従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じ

た額とする。

(13)新株予約権証券の発行等

新株予約権の新株予約権証券を発行しないものとする。

（自己株式の取得）

　当社は、平成19年４月10日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得すること

を決議いたしました。

１．取得する株式の種類 当社普通株式

２．取得する株式の総数 20万株（上限）

 （発行済株式総数に対

する割合3.09％）

３．株式の取得価額の総額 160百万円（上限）

４．自己株式買受の日程 平成19年４月11日から

平成19年６月28日まで

５．取得の方法 市場からの取得

株式会社サイネックス（2376）平成 20 年３月期  決算短信

－ 70 －



６．その他
(1）役員の異動

①代表者の異動

  該当事項はありません。

②その他の役員の異動（平成20年６月27日予定) 

  イ．新任取締役候補

      取締役    下  岡       登（現  執行役員関西支社長兼関西営業部長）      

      取締役    黒  木       勉（現  株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニング代表取締役社長）

 

  ロ．新任監査役候補

      監査役    藤  野   幸  士

     （注）藤野幸士氏は、会社法第２条第16項に定める社外監査役であります。

(2）その他

該当事項はありません。 
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