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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 16,020 △16.6 1,361 9.2 930 △21.7 476 △47.1

19年３月期 19,197 △6.9 1,246 △19.6 1,187 △22.6 899 △17.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 83 38 79 80 10.1 8.4 8.5

19年３月期 174 01 172 51 25.9 10.9 6.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △20百万円 19年３月期 △14百万円

(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 11,640 4,839 41.6 823 34

19年３月期 10,599 4,554 43.0 768 48

（参考）自己資本 20年３月期 4,830百万円 19年３月期 4,554百万円

(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 174 △352 223 821

19年３月期 2,719 △1,845 △431 776

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 － － 22 00 22 00 130 12.6 3.6

20年３月期 － － 23 00 23 00 134 28.6 2.9

21年３月期（予想） － － 24 00 24 00 － 17.6 －

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 6,500 △10.0 250 △9.7 250 31.6 120 112.2 20 38

 通期 16,500 3.0 1,400 2.8 1,400 50.5 800 67.9 136 36
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４．その他

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

    

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

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

い。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 5,939,000株 19年３月期 5,926,500株

②　期末自己株式数 20年３月期 72,450株 19年３月期 －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、37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 15,601 △16.7 1,485 15.8 1,076 △13.3 496 △47.5

19年３月期 18,713 △6.2 1,282 △17.5 1,242 △19.8 945 △5.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 83 82 83 22

19年３月期 182 88 181 30

(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 11,550 4,835 41.9 822 67

19年３月期 10,502 4,538 43.2 765 78

（参考）自己資本 20年３月期 4,826百万円 19年３月期 4,538百万円

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 6,400 △9.0 250 △32.9 250 △12.4 120 △22.4 20 38

 通期 16,000 2.6 1,400 △5.7 1,400 30.0 800 61.0 134 70

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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

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

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

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

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に息の長い緩やかな景気拡大が続いておりましたが、

米国サブプライムローン問題に端を発する国際的な金融信用収縮や急激な円高、株価の低迷、原油や希少金属、食料

品など資源価格の急騰など様々な経済環境要因が、これまで積極的であった企業心理に変化の兆しをもたらしており

ます。

　当社グループの属する情報通信サービス業界におきましては、企業の業務効率改善と内部統制システムの整備を主

な動機に、ＩＴ設備に対する投資は積極的に行われました。

当社の主力であるＩＴセキュリティ事業分野では、個人情報保護法が一通り浸透して、ＩＴセキュリティ対策も社会

インフラとして定着した感があります。しかし、その後も情報漏洩の不祥事は多発しており、決してリスクが根絶さ

れたものとは言い難い状況です。同時に来年度に予定されている日本版ＳＯＸ法の本番実施を控え、一段と徹底した

抜けのない全域の対策が必要との認識に変わってきており、これまでとは違った取組みが始まっております。

 また一方、同業各社での選別、寡占化も進んだと観測されています。こうした状況において、当社はその期待に応

えるべく一層商品ラインを充実させ、機能アップをはかるとともに、ＳａａＳ（Software as a Service）形式による

ソフトウェアの提供を開始するなど、サービスの形態を多様化しました。

当社グループのもう一つの柱であるコンテンツ配信事業分野では、ブロードバンド環境の整備が進み、インターネッ

ト上で音声・動画を扱うことが当たり前となる中で、デジタルコンテンツの独自性、特殊性がますます重要になって

きています。こうした状況に対して、これまで培ったＶｏＤ(Video on Demand)システムの構築・運用ノウハウの横展

開を図るとともに、ポイントサービス・システムの開発にも着手、また携帯電話回線による動画中継システムの販売

など、デジタルコンテンツ配信サービスの新分野にも積極的に取り組みました。

 当社グループの業績につきましては、主に「その他ネットワーク機器」分野の販売が前年比で大きく減少したため、

売上高は前年比16.6%の減収となりましたが、自社開発製品を中心とする収益性の高いＩＴセキュリティ製品の販売が

好調であったため、営業利益が前年比9.2%の増益、営業利益率は8.5%（前年比2.0ポイントの改善）となりました。

　一方で、期末の急激な円高に伴い、当社の保有する運用目的の有価証券の時価評価による評価損が営業外費用420百

万円発生しました。

　また、前連結会計年度は税効果会計により法人税等の負担率が15.0％と低かったこともあり、当期純利益は前年比

で大幅に減少しました。

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高16,020,461千円（前年比16.6％減）、営業利益1,361,706千円（前年比

9.2%増）、経常利益930,036千円（前年比21.7％減）、当期純利益476,439千円（前年比47.1％減）となりました。

 当社グループは事業の種類別セグメントを開示しておりませんので、各売上区分での営業活動の状況を記載いたし

ます。

 ① ＩＴセキュリティ・ソリューション

　企業におけるＩＴセキュリティ強化のニーズは、個人情報保護、内部統制の強化という観点からますます高くなっ

ています。このような背景から、ＩＣカードによるデバイス・ユーザー認証の情報セキュリティ製品（製品名：

SmartOn）、ログ記録・分析のソフトウェア（製品名：InfoTrace）、それにスパム・メールを自動的に識別して排除

する製品（製品名：IronPort）の販売などが順調に推移しました。

　当連結会計年度の「ＩＴセキュリティ・ソリューション」の売上高は5,276,255千円（前年比32.2％増）となりま

した。

  ② コンテンツ配信ソリューション

　主力の業務である集合住宅向けのコンテンツ配信インフラの構築・運用の横展開、動画配信ＡＳＰサービスやポイ

ントサービス、携帯電話回線を使うリアルタイムの映像伝送など、一層の顧客数拡大、サービスメニューの多角化を

推進しました。しかしながら、前年度には特需とも言える大口顧客向けの大型システム構築案件があったため、当連

結会計年度の売上高は前年度と比較すると、大幅な減収となりました。

　当連結会計年度の「コンテンツ配信ソリューション」の売上高は、2,767,557千円（前年比36.5％減）となりまし

た。

 ③　ネットワーク構築及び組み込みシステム

　企業向けネットワーク構築案件は、コモディティ化と競合の多さから業界の競争はますます厳しくなっています。

こうした市場環境の中で、当社は採算性を見ながら案件の選別を行って取り組んでいます。その結果、企業向けネッ

トワーク構築と保守サービスの売上高は前年比で減少となりました。

　組み込みシステム関連では、医療機器、半導体製造機器、産業用検査機器に組み込まれる特殊基板の販売を主力

としておりますが、マーケット規模が小さいため販売面は伸び悩んでおります。そうした中で当社は次世代に目を

向けた高速データ処理エンジンや組み込み設計のライブラリ開発に注力しました。

　この結果、当連結会計年度の「ネットワーク構築及び組み込みシステム」の売上高は3,072,911千円（前年比

7.5％減）となりました。
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 ④　その他ネットワーク機器

　ＶＤＳＬ用モデムやセットトップボックスなどのコンテンツ配信事業者向けのネットワーク機器については、主

要顧客の初期設備投資が一服し、販売金額が前年比で減少しました。

また、サーバー、スイッチ等の企業向けネットワーク製品は、製品単価の下落や競合の増加により収益の確保が

年々難しくなってきているため、これらを戦略的に縮小して、当社の強みを発揮できる付加価値業務に重点を移す

べく、社内リソースの再配置を行っております。

　この結果、当連結会計年度の「その他ネットワーク機器」の売上高は4,903,737千円（前年比34.8％減）となり

ました。

　各売上区分における売上高をまとめると、次の通りであります。

  表中における「付加価値ビジネス合計」は、当社に蓄積されたノウハウを生かしたビジネスであり、今後も戦略

的に注力していきたい分野と位置付けております。

区分

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）  

売上高（千円）  
 構成比

(％)
  売上高（千円）

 構成比

(％)

 増減率

 (％)

  ＩＴセキュリティ・ソリューション 3,992,137 20.8 5,276,255 32.9 32.2

 
 コンテンツ配信ソリューション 4,357,159 22.7 2,767,557 17.3 △36.5

 
  ネットワーク構築及び組み込みシステム 3,323,120 17.3 3,072,911 19.2 △7.5

 付加価値ビジネス合計 11,672,416 60.8 11,116,724 69.4 △4.8

 その他ネットワーク機器 7,525,254 39.2 4,903,737 30.6 △34.8

  合計 19,197,671 100.0 16,020,461 100 △16.5

 

 (2) 次期の見通し

　売上高については今後も引き続きＩＴセキュリティソリューション製品の需要増加が見込まれ、16,500百万円（前期

比3.0％増）を見込んでいます。また、売上増加に伴い営業利益は1,400百万円（前期比2.8％増）を見込んでおります。

当期には期末の急激な円高により、多額の為替関連の評価損（複合金融商品評価損420,150千円、通貨オプション評価

損132,608千円）が営業外費用で発生しましたが、次期においては現時点で想定されないため、経常利益は1,400百万円

（前期比50.5％増）、当期純利益は800百万円（前期比67.9％増）を見込んでいます。

 

(3) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計期間末の当社グループの総資産につきましては、前連結会計年度末比1,040,623千円増加、11,640,325千

円となりました。

　流動資産については、売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて1,244,934千円増加の、8,294,297千円とな

りました。

　固定資産については、有形固定資産の減価償却による減少、投資有価証券の評価減等により、前連結会計年度末に比

べて192,636千円減少の、3,323,648千円となりました。

　流動負債については、買掛金の増加、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて669,413千円増加の、

6,250,584千円となりました。

　固定負債については、退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度末に比べて86,339千円増加の、550,415千円

となりました。

　純資産の部につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比284,870千円増加の、4,839,324千円と

なりました。なお自己資本比率は41.6％、１株当たり純資産額は823円34銭（前連結会計年度末比54円86銭増）となり

ました。

 　②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、821,531千円となり、連結会計年度と比

較して45,453千円増加いたしました。
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　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主な要因は次のとおりであります。

 

  　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動から獲得した資金は174,589千円（前年同期は、2,719,112千円の獲得）となりました。　　

　収入の主な内訳としては、税金等調整前当期純利益773,941千円、仕入債務の増加623,583千円、複合金融商品評価

損420,150千円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の減少1,304,172千円、その他流動負債の減少額595,952千円、

法人税等の支払額239,464千円等であります。

　

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は352,119千円（前年同期は1,845,501千円の使用）となりました。

　収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入200,250千円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得

による支出288,359千円、長期前払費用の支払額116,890千円等であります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動で獲得した資金は223,096千円（前年同期は431,906千円の使用）となりました。 

　収入の内訳は、短期借入金の純増加430,000千円、株式の発行による収入12,500千円であり、支出の主な内訳は、

配当金の支払額129,543千円等であります。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

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（％） 13.7 21.5 43.0 41.6

時価ベースの株主資本比率（％） － － 75.5 57.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 12.0 － 0.6 11.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.6 － 42.1 4.9

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュフロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　（注）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．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。また当社は平成19年３月期 

            に上場したため、平成17年３月期及び18年３月期の時価ベースの株主資本比率については記載をしており

            ません。

　　 　 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。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すべての負債を対象としています。

　　　　４．平成18年３月期においては、営業キャッシュ・フローがマイナスになっておりますので、キャッシュ・

　　　　　　フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。

(4) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 　当社は、利益分配につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続して実施していくことを基本方針に、株主配当の充実を図り、１株当たり配当金を平成20年３月期は

２３円（前期比１円増／配当性向28.6％）とし、平成21年３月期は２４円（前期比１円増／配当性向17.6％）を予定

しております。

　なお、内部留保資金につきましては、より強固な経営基盤作りを目指し、新商品・新サービス創出のための開発投

資および、顧客サポート体制の強化、情報システムの整備・拡充を図るための原資に充てる予定です。

 

  (5) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因と、その他重要と考えられ

る事項を以下の通り記載いたします。なお、将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての事実は、当連結会計

年度末において当社グループが判断したものです。

　当社グループでは、これらのリスクの発生を十分認識した上で、発生を極力回避し、また発生した場合に的確な対

応を行うための努力を継続してまいります。
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① 財政状態及び経営成績の変動について

　当社グループの属するＩＴ業界は技術革新が激しいことから、取扱う商品・サービスの優位性及び市場環境が短期

間のうちに大きく変わり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループにつきましても、

平成16年３月期にも当期純損失を計上しておりますが、その主な原因は米国におけるＩＰ電話の優位性が薄れた結果、

米国に設立したＩＰ電話開発を手掛ける関係会社の業績悪化に伴い株式評価損を計上したことによるものです。

② 自社製品の開発リスクについて

　当社グループは市場のニーズを先取りした新製品や新技術の開発を行っております。近年は特にネットワークシス

テムの認証と情報セキュリティ、ブロードバンド化による通信と放送の融合に焦点を当てたコンテンツ配信系システ

ムのためのソフトウェア、ハードウェア製品の開発に注力しております。

　しかしながら今後の開発プロジェクトにおいて、開発期間中の市場環境の変化、あるいは類似・競合製品の出現に

よって、将来必ずしも開発コストを回収できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 ③ 他社製品の調達リスクについて

  当社グループは国内外の他社ベンダーの製品を販売代理店として取り扱っております。これらには当社グループの

戦略上重要な製品が多くあります。当社グループでは提携する製品ベンダーの業績や事業戦略などの情報収集を常に

心がけ、事業方針の変化をいち早く察知するように努めておりますが、将来において主要な製品ベンダーが事業戦略

の見直し又は吸収、合併、解散等の理由により製品の供給を停止した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 ④ システムの不具合について

　近年ユーザーニーズは多様化しておりますが、ＬＡＮからＷＡＮ、モバイルまで、情報網がシームレス化する中に

あって、当社グループは特に時代の流れをリードする高度なネットワークシステム構築に特化し、あるいは関連デバ

イスの開発に絞り込んで取り組んでいます。しかし、大規模システムの構築には常に初期不良などが想定され、また

使用するネットワーク機器/デバイスの新製品には不具合が発見されたりします。そうしたトラブル対応には、解決

のために多くの時間と労力及び費用が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤ 競合について

 　当社グループはキャリアクラスの大規模で且つ先端ネットワークシステム構築を行なえる総合力をもったネット

ワークインテグレータとして、あるいは、組織のセキュリティポリシーの作成から、そのポリシーをインプリメント

（実装）するネットワークシステムの構築メーカーとして、さらに、ブロードバンドのインターネットによる、「放

送」「電話」「ネット接続」のトリプルプレイサービスのためのネットワークインフラ構築と運用パートナーとして、

競合他社には無い強みを持っております。しかしながら、今後参入してくるネットワークベンダーや機器ベンダーと

の価格競争により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑥ 上位の顧客との間の取引について

　当社グループの当連結会計年度の販売先においては㈱レオパレス２１に対する売上高の割合が高くなっております。

当社グループでは、他企業との取引額を増やすことによって特定販売先への依存度を下げるように努めておりますが、

平成20年３月期以降においても特定の販売先に対する販売比率は相対的に高く、販売先の設備投資動向によっては当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、特定の上位顧客に対する販売金額が今後も維持するとは

限りません。

 ⑦ 為替変動リスクについて

　当社グループは、いくつかの商品を米国から外貨建てで購入しているため、為替相場の変動により円換算による仕

入価格に変動が生じ、利益率の低下を招く可能性があります。

　また、こうした為替変動リスクを一定量軽減するために通貨オプションを利用しておりますが、為替相場の動向に

より通貨オプション損益が計上され、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 ⑧ 投資有価証券について

　  当社グループの事業年度末における投資有価証券残高の推移及び評価損益の実績は下記の次の通りです。

 　　　　　イ．投資有価証券残高の推移（千円）

平成17年３月期末 平成18年３月期末 平成19年３月期末（注１) 平成20年３月期末

197,712 562,962 2,305,766 1,911,650

  　　　　　ロ．投資有価証券評価損益の推移（千円）

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（注２）

△27,499 △112,293 △127,024 △576,951

 　　　　　　（注）１．運用目的の債券購入1,500,000千円を含んでおります。

　　　　　　　　　 ２．平成20年３月期の評価損益には、複合金融商品評価損420,000千円を含んでおります。

　投資有価証券の取得方針に関しましては、当社グループの事業活動に密接に関係のある取引先を中心に出資す

ることにより事業の関係の強化を目指すもの、またリスクを評価した上で手持資金を効率的に運用することであ
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りますが、出資先の経営状態が悪化した場合や、市場において悪影響を与える事象が発生した場合には、将来的

に減損処理をする可能性があります。

 ⑨ストックオプション制度について

　当社は、当社及び当社子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、経営への参画意識を高め、業績向上に対す

る貢献意欲および士気を高めることを目的に、ストックオプション制度を有しております。

 　   平成20年３月31日現在の新株予約権（ストックオプション）の数は220,000株となっております。

　　　今後、新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社グループは、当社（株式会社ソリトンシステムズ）、連結子会社１社、非連結子会社２社（うち持分法適用１社）

及び関連会社５社（うち持分法適用３社）により構成されております。当社グループはＩＴセキュリティ製品の開発と

販売、ブロードバンド・コンテンツ配信のシステム構築と運用サービス、それにエンベデット（組み込み）システムの

開発と販売を行っております。事業分野としては、いずれもＢtoＢのＩＴ関連のインフラ的なコンピュータシステム事

業でありますので、セグメント別に分類しておりません。

　当社グループの売上区分別の営業種目及び当社と関係会社の位置付けは次の通りであります。

区分 主な営業種目 会社名

 ＩＴセキュリティソリューション

・情報漏洩対策、アクセス認証、ログオン制御、

スパムメール対策のソフトウェア・ハードウェ

ア製品の開発・販売

 当社

 索利通網絡系統（上海）有限公司

 Soliton Systems, Inc.

 ㈱サードウェア

 コンテンツ配信ソリューション
・ＶｏＤシステムの構築・運用

・コンテンツ配信のアプリケーション開発・販売

当社

㈱バンハート

ネットワーク構築及び組み込みシ

ステム

・企業向けネットインテグレーション

・組み込みシステム関連商品の販売

 当社

 索利通網絡系統（上海）有限公司

 Soliton Systems, Inc.

 ㈱データコア

 ㈱スピーディア

 Y Explorations, Inc

 その他ネットワーク機器
・ブロードバンド機器、SetTop Box等の販売

・企業向けネットワーク機器の販売

 注）１．㈱人生映像マイストーリー現在営業活動を行っておりませんので、連結の範囲から除外しております。

　　 ２．㈱サードウェア及び㈱バンハートは重要性が乏しいため、持分法適用の範囲から除外しております。

 

当社グループの事業系統図は次の通りであります。（平成20年3月31日現在） 

 取引関係を示します 

資金貸付を示します 

 商品・サービス 

 商品・ 
サービス 

△ Soliton Systems, Inc. 

○ 索利通網絡系統(上海) 

有限公司 

国 内 ユ ー ザ 海 外 ユ ー ザ 

※ Y Explorations, Inc. 

 
 商品・サービス 

 商品・サービス 
当 社 

販売 販売 

○は、連結子会社 

△は、持分法適用子会社 

※は、持分法適用関連会社 

無印は、非連結子会社及び持分法非適用の関連会社 

販売 

出資先 

※ ㈱データコア 

※ ㈱スピーディア 

  ㈱サードウェア 

  ㈱バンハート 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社はわが国においてコンピュータネットワーク事業にいち早く取り組み、その技術をＩＴセキュリティ、ブロー

ドバンドヘと発展させてきました。同時に半導体でのＥＤＡ、System On Chip 設計などにも取り組み、アナログミッ

クスシグナル技術、ＦＰＧＡ用のＩＰ技術へとフォーカスを移し、要素技術を内部に堅持して常に先を行く製品とサー

ビスを提供してまいりました。これからも、エレクトロニクス及び通信技術の進歩に伴って質・量・スタイルがダイ

ナミックに変化していく人間の知的活動を見越し、スケールの大きい発想で国際色豊かなグローバル企業として活躍

していきたいと考えております。また、社会から信頼を得て持続的な成長を成し遂げるためには、法令遵守により透

明性の高い経営を目指し、鋭意努力してまいります。

 

(2)目標とする経営指標

  当社グループが事業展開している情報通信サービス分野、特に当社が主力としているＩＴセキュリティ関連市場や

コンテンツ配信サービス市場は、激しく内容を変化させながらも、依然として堅調な成長が見込まれるものと認識し

ています。当社は、今後もマーケット・ニーズを的確に捉えて、トータルなセキュリティ対策ソリューションや新た

なコンテンツ配信サービスなどを積極的に展開し、業績の向上に努めてまいります。

平成２１年３月期におきましては、連結売上高16,500百万円、連結経常利益1,400百万円の達成を目標に掲げ、事業に

まい進いたします。

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、常に時代の変化を捉えるとともに、先進技術を梃子に、より収益性が高く、かつ成長の期待でき

る分野へと経営資源をシフトさせてきました。こうした取り組みは、今後も当社とビジョンを共有できるパートナー

との連携を図りながら、タイミングよく実施していくことが重要であると認識しております。

　当社グループとしては、従来型のネットワーク構築や機器販売を中心とするSIerから、ＩＴソリューション・コン

テンツ配信サービスの更なる進化や、新たなサービスを主力事業とするサービス・プロバイダーへの転進を図ること

によって、更なる高収益及び高成長企業を目指すことを、中期的な経営戦略と位置づけております。

 

(4)会社の対処すべき課題

  ＩＴネットワーク、ブロードバンドによるコンテンツ配信のいずれの分野においても、ユーザーニーズと市場環境

はダイナミックに変化しております。こうした変化にタイムリーに対処し、スピーディに動くことが重要と考えてお

ります。

　今、当社の重点課題は、以下の２つと認識しております。

① 開発ベンダーとしての総合力の強化

タイムリーな商品企画、計画通りの商品リリース、そして戦略的な販売活動---これらベンダーとしての組織、　

　体制及び総合力の強化に努めます。

② 新規サービスビジネスの開拓

蓄積した経験と技術力を発展させて、新たなコンテンツを扱うサービスビジネスを鋭意立ち上げることに取り組み

ます。

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

 当社の主要な機関及び内部統制システムは以下のとおりであり、コーポレート・ガバナンスの確保を図っておりま

す。 

 ① 当社の取締役会は取締役７名で構成されております。重要事項は全て毎月の取締役会で討議・決定されております

が、更に必要に応じ随時取締役会を開催できる体制になっております。また、業務執行最高責任者である代表　取

締役社長に対して適切な助言を行うことを目的に、取締役及び各部門責任者から構成される経営会議を原則毎週１

回開催しており、業務執行事項についての方向性や方針の確認を行っております。 

 ② 当社は取締役の職務の執行を監査するため、常勤監査役１名、および社外監査役２名の計３名で構成される監査役

会を設置しております。監査役は全員が取締役会に参加して、経営上の意思決定に意見を述べる体制となっており

ます。常勤監査役は、経営会議等の重要会議に出席し、業務内容の聴取や重要な決裁書類の閲覧などを通じて当社

の業務執行状況を常に監査できる体制となっております。また、本社各部門と子会社、営業拠点などへの往査は、

専門的な目を持った社外監査役も参加し、監査の効果を高めております。

 ③ 当社では内部監査室（内部監査士（QIA)認定者１名）を設け、業務の問題点指摘及び改善に努めております。内部

監査室長は年間監査計画に基づき往査または書面により監査を実施し、当該監査終了後に監査報告書を作成、代表

取締役社長に提出し、その承認をもって被監査部門に通知します。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、

相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うように努めております。
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④ その他、全社的なコンプライアンス推進及びリスク管理を目的として、代表取締役社長ほか取締役、常勤監査役等

で構成される「コンプライアンス委員会」を設置し、原則月１回開催しております。コンプライアンス委員会は、

コンプライアンス規程に基づき法令等遵守及びリスク対策のための諸事項について検討し、対応策を立案、その実

施を推進、指導しております。

具体的な活動内容としては、取締役会からの委任に基づき、(a)当社グループの対内的、対外的なあらゆる活動に

おけるコンプライアンス状況を定期的に確認し、コンプライアンスに反する状況が確認された場合はこれを是正し、

再発を防止するための方針を決定すること、(b) 当社グループにおける対内的・対外的なあらゆる活動におけるリ

スクの洗い出しと評価を定期的に行い、各リスクの発生を回避するための方針を決定すること、(c)コンプライア

ンス及びリスク管理についての社内教育の方針を決定すること、の３つであります。

「情報セキュリティ委員会」はコンプライアンス委員会の分科会と位置付けております。情報セキュリティ委員会

は代表取締役社長他取締役及び各部内責任者から構成され、情報セキュリティ基本方針に基づいて、当社が保有す

るすべての情報資産の管理と保護、及び当社にかかわる社内外での情報の取り扱いにまつわる事件・事故の防止と

事後の適切な対応策の実施を目的として、原則月２回開催しております。

役職員一人一人は、今後より一層強く求められる企業としての社会的責任に応えていくため、法令の遵守と社会的

良識に即した行動を常に心がけていきます。

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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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）

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   776,078   821,531  

２．受取手形及び売掛金   3,721,665   5,029,401  

３．たな卸資産   1,970,840   1,967,189  

４．繰延税金資産   255,465   195,311  

５．その他   344,236   331,705  

貸倒引当金   △18,921   △50,840  

流動資産合計   7,049,363 66.5  8,294,297 71.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物  495,890   497,094   

減価償却累計額  363,636 132,254  385,924 111,169  

(2)車両運搬具  25,202   19,556   

減価償却累計額  15,782 9,420  13,331 6,225  

(3)工具器具備品  1,151,131   1,142,851   

減価償却累計額  862,683 288,447  889,644 253,206  

(4)土地   22,326   22,326  

(5)建設仮勘定   ―   5,550  

有形固定資産合計   452,448 4.3  398,477 3.4

２．無形固定資産   71,288 0.7  59,380 0.5

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券 ※1  2,305,766   1,911,650  

(2)長期貸付金   27,031   ―  

(3)差入保証金   581,003   580,360  

(4)繰延税金資産

(5)その他

 

 

 

 

62,269

360,953

 

 

 

 

196,308

486,136

 

 

貸倒引当金   △344,477   △308,666  

投資その他の資産合計   2,992,547 28.2  2,865,790 24.6

固定資産合計   3,516,284 33.2  3,323,648 28.5

Ⅲ　繰延資産        

 １．株式交付費   34,053   22,377  

 繰延資産合計   34,053 0.3  22,377 0.2

資産合計   10,599,702 100.0  11,640,325 100.0
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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）

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．支払手形及び買掛金   1,584,024   2,209,017  

２．短期借入金   1,620,000   2,050,000  

３．未払金

４．未払法人税等

５．前受収益

 

 

 

 

 

 

569,544

211,334

605,718

 

 

 

 

 

 

258,933

337,398

819,829

 

 

 

６．賞与引当金   316,795   316,060  

７．役員賞与引当金   ―   5,000  

８. その他   673,754   254,345  

流動負債合計   5,581,171 52.6  6,250,584 53.7

        

Ⅱ　固定負債        

１．退職給付引当金   449,671   466,393  

２．その他   14,405   84,022  

固定負債合計   464,076 4.4  550,415 4.7

負債合計   6,045,247 57.0  6,801,000 58.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,320,250 12.5  1,326,500 11.4

２．資本剰余金   1,241,377 11.7  1,247,627 10.7

３．利益剰余金   1,950,161 18.4  2,296,218 19.7

４．自己株式   ―   △89,859 △0.7

株主資本合計   4,511,789 42.6  4,780,485 41.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  2,648 0.0  3,820  

２．繰延ヘッジ損益   △3,749 △0.0  △6,194  

３．為替換算調整勘定   43,765 0.4  52,092  

評価・換算差額等合計   42,665 0.4  49,718 0.4

Ⅲ　新株予約権   ―   9,120 0.1

純資産合計   4,554,454 43.0  4,839,324 41.6

負債純資産合計   10,599,702 100.0  11,640,325 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   19,197,671 100.0  16,020,461 100.0

Ⅱ　売上原価   14,281,989 74.4  11,265,456 70.3

売上総利益   4,915,681 25.6  4,755,004 29.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  3,668,865 19.1  3,393,298 21.2

営業利益   1,246,816 6.5  1,361,706 8.5

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  6,216   154,759   

２．受取配当金  334   ―   

３．法人税等還付加算金  5,835   ―   

４．通貨オプション評価益  21,084   ―   

５．為替差益  9,887   ―   

６．その他  5,834 49,194 0.3 42,572 197,332 1.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  64,619   35,801   

２．持分法による投資損失  14,958   20,764   

３．固定資産除却損  20,190   ―   

４．通貨オプション評価損  ―   132,608   

５．複合金融商品評価損  ―   420,150   

６．その他  8,678 108,447 0.6 19,676 629,001 3.9

経常利益   1,187,563 6.2  930,036 5.8

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  ―   3,301   

２．投資有価証券売却益  6,899 6,899 0.0 ― 3,301 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  127,024   156,801   

２．その他  8,843 135,868 0.7 2,595 159,397 1.0

税金等調整前当期純利
益

  1,058,594 5.5  773,941 4.8

法人税、住民税及び事
業税

 195,433   367,892   

法人税等調整額  △36,630 158,803 0.8 △70,390 297,502 1.8

当期純利益   899,790 4.7  476,439 3.0

        

㈱ソリトンシステムズ(3040) 平成 20 年３月期決算短信

－ 13 －



(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 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 627,800 548,927 1,177,848 2,354,576

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 692,450 692,450  1,384,900

剰余金の配当（注）   △107,478 △107,478

役員賞与（注）   △20,000 △20,000

当期純利益   899,790 899,790

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）

692,450 692,450 772,312 2,157,212

平成19年３月31日　残高（千円） 1,320,250 1,241,377 1,950,161 4,511,789

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 14,422 ― 31,421 45,843 2,400,420

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     1,384,900

剰余金の配当(注)     △107,478

役員賞与(注)     △20,000

当期純利益     899,790

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△11,773 △3,749 12,344 △3,178 △3,178

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△11,773 △3,749 12,344 △3,178 2,154,033

平成19年３月31日　残高（千円） 2,648 △3,749 43,765 42,665 4,554,454

 （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） 1,320,250 1,241,377 1,950,161 ― 4,511,789

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 6,250 6,250   12,500

剰余金の配当（注）   △130,383  △130,383

当期純利益   476,439  476,439

自己株式の取得    △89,859 △89,859

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）

6,250 6,250 346,056 △89,859 268,696

平成20年３月31日　残高（千円） 1,326,500 1,247,627 2,296,218 △89,859 4,780,485

 

 

評価・換算差額等

新株予約権  純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 2,648 △3,749 43,765 42,665 ― 4,554,454

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      12,500

剰余金の配当(注)      △130,383

当期純利益      476,439

自己株式の取得      △89,859

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△1,172 △2,445 8,326 7,053 9,120 16,174

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,172 △2,445 8,326 7,053 9,120 284,870

平成20年３月31日　残高（千円） 3,820 △6,194 52,092 49,718 9,120 4,839,324
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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）

区分
注記
番号

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  1,058,594 773,941

減価償却費  146,137 165,351

長期前払費用の償却額  3,226 18,441

賞与引当金の増加額（△減少額）  311,795 △735

役員賞与引当金の増加額（△減少額）  ― 5,000

退職給付引当金の増加額（△減少額）  △570 16,722

貸倒引当金の増加額（△減少額）  8,562 △3,892

受取利息及び受取配当金  △6,550 △154,759

支払利息  64,619 35,801

為替差損益  △3,994 14,331

持分法による投資損失  14,958 20,764

投資有価証券売却益  △6,899 ―

投資有価証券評価損  127,024 156,801

複合金融商品評価損  ― 420,150

通貨オプション評価損（△評価益）  △21,084 132,608

金利キャップ評価損  1,254 46

有形固定資産除却損  20,190 5,507

売上債権の減少額（△増加額）  586,063 △1,304,172

たな卸資産の減少額  2,103,080 6,224

その他流動資産の減少額（△増加額）  15,469 △50,194

破産更生債権等の減少額  6,522 6,011

仕入債務の増加額（△減少額）  △1,560,173 623,583

その他流動負債の減少額  △305,017 △595,952

役員賞与支払額  △20,000 ―

その他  30,274 △2,318

小計  2,573,482 289,262

利息及び配当金の受取額  4,429 152,747

利息の支払額  △60,658 △27,956

法人税等の支払額(△)又は還付額  201,859 △239,464

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,719,112 174,589
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △170,947 △74,970

無形固定資産の取得による支出  △18,703 △55,565

投資有価証券の売却による収入  6,899 200,250

投資有価証券の取得による支出  △1,581,438 △288,359

関連会社株式の取得による支出  ― △74,500

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売
却による支出

※２ △8,343 ―

短期貸付金の純増減額  △43,360 ―

長期貸付金の回収による収入  3,753 ―

差入保証金の減少（△増加）  △24,982 772

長期前払費用の支払額  ― △116,890

その他  △8,378 57,143

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,845,501 △352,119

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △910,000 430,000

長期借入金の返済による支出  △259,302 ―

社債の償還による支出  △505,000 ―

株式の発行による収入  1,349,873 12,500

配当金の支払額  △107,478 △129,543

その他  ― △89,859

財務活動によるキャッシュ・フロー  △431,906 223,096

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  2,391 △112

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額）

 444,097 45,453

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  331,981 776,078

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 776,078 821,531
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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　１社

　主要な連結子会社の名称

・索利通網絡系統（上海）有限公司

なお、前連結会計年度において連結子会

社でありましたアステック㈱は平成18年4

月１日付けで、当社が吸収合併したため消

滅しました。

　また、マイクロアーク㈱は当連結会計年

度中に全株を売却したため、損益のみ連結

しております。

(1) 連結子会社の数　１社

　主要な連結子会社の名称

・索利通網絡系統（上海）有限公司

 

 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

　　主要な非連結子会社

　・㈱人生映像マイストーリー

・Soliton Systems, Inc.

　（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　　主要な非連結子会社

　 　　　　　 同左

 

 （連結の範囲から除いた理由）

　　　　　　　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．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社及び関連会

社数　４社

主要な会社名

・Soliton Systems, Inc.

・㈱データコア

・㈱スピーディア

・Y Explorations, Inc.

前連結会計期間において関連会社であり

ました立羽システム㈱については、保有全

株式を売却したため持分法適用の範囲から

除外しております。

(1）持分法適用の非連結子会社及び関連会

社数　４社

主要な会社名

・Soliton Systems, Inc.

・㈱データコア

・㈱スピーディア

・Y Explorations, Inc.

 

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社

（㈱人生映像マイストーリー）は、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社（㈱人生映像マイストーリー、

㈱バンハート及び㈱サ－ドウエア）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除外

しております。　　　　 

 (3) 持分法適用会社の、㈱データコア、㈱

スピーディア及びY Explorations,

Inc.の決算日はそれぞれ、５月31日、７

月31日、６月30日でありますが、それぞ

れ11月30日、１月31日及び12月31日現在

で仮決算を行った財務諸表を使用してお

ります。

(3)           同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の、索利通網絡系統（上海）

有限公司の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ. 有価証券

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。

イ. 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　同左

 時価のないもの

　　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

 ロ. デリバティブ

　　時価法

ロ. デリバティブ

同左

 ハ. たな卸資産

（イ）商品

　　総平均法による原価法を採用しており

ます。

ハ. たな卸資産

（イ）商品

同左

 （ロ）仕掛品

　　個別法による原価法を採用しておりま

す。

（ロ）仕掛品

同左

 （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
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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

イ. 有形固定資産

　　当社及び連結子会社は定率法を採用し

ております。

　　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

イ. 有形固定資産

 当社及び連結子会社は定率法を採用して

おります。

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

 

 

 

　　建物及び構築物　　　　３～15年

　　車両運搬具　　　　　　２～６年

　　工具器具備品　　　　　３～８年

 　建物及び構築物　　　　３～15年

 　車両運搬具　　　　　　２～６年

 　工具器具備品　　　　　３～８年

 (会計方針の変更）

　法人税法改正に伴い、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。

　これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ5,132千

円減少しております。

(追加情報)

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の5％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の5％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ6,072千

円減少しております。

 ロ. 無形固定資産

当社及び連結子会社は定額法を採用し

ております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間(５

年)による定額法を採用しております。

ロ. 無形固定資産

同左

(3) 繰延資産の処理方法 株式交付費

　定額法(３年)により月割償却しておりま

す。 

株式交付費

　　　　　　　　 同左

(4) 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
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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）

 ロ.賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。

　賞与引当金は当連結会計年度より決算

早期化のため引当計上し区分掲記いたし

ました。　

　なお、前連結会計年度まで当該費用は

「未払賞与」として流動負債の「未払費

用」に含めて表示しており、前連結会計

年度末の「未払賞与」は、352,528千円

であります。

ロ.賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。

　

  ハ.役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支払見込額に基づき

計上しております。

　　

  ハ.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。

 

 ニ.退職給付引当金

　              同左

 

(5) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物等為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。なお、

在外子会社等の資産、負債、収益及び費用

は、連結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

同左

(6) 重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(7) 重要なヘッジ会計の方法 イ. ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を

行っております。ただし、特例処理の

要件を満たす金利スワップについては

特例処理によっております。

イ. ヘッジ会計の方法

 　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を行っ

ております。

 ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)通貨オプション、金利ス

ワップ

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段)通貨オプション、為替予約

 　（ヘッジ対象）外貨建債務、変動金利

借入金

（ヘッジ対象）外貨建予定取引及び外貨建

債務

 ハ. ヘッジ方針

　　通貨オプション取引は外貨建取引の為

替リスクを回避する目的で実施しており、

取引額は現有する外貨建債務及び仕入予

想に基づいて決定しております。金利ス

ワップ取引は現存する変動金利債務に対

し、金利上昇リスクを回避する目的で実

施しております。

ハ. ヘッジ方針

　　通貨オプション及び為替予約取引は外

貨建取引の為替リスクを回避する目的で

実施しており、取引額は現有する外貨建

債務及び仕入予想に基づいて決定してお

ります。

 ニ. ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップ取引について、金利の変

動の累計を比較分析する方法によってお

ります。なお、特例処理の要件を満たし

ているものについては、決算日における

有効性の評価を省略しております。

  なお、ヘッジ有効性評価の結果、ヘッ

ジ会計の適用条件を充足しなくなったも

のについては、ヘッジ会計の適用を中止

しております。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法

　　通貨オプション及び為替予約取引につ

いては、ヘッジ方針に基づき同一通貨で

同一時期の為替予約を締結しているため、

その後の為替相場の変動による相関関係

が確保されておりますので、その判定を

もって有効性の判定に代えております。

(8) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

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．連結調整勘定の償却に関

する事項

―――――― ――――――

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

―――――― ――――――

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許資金、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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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4,558,203千

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、連結財務諸表等規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

 

――――――

 

 （役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しており

ます。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

――――――

 

 （企業結合に係る会計基準）

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針10号　平成18年12月22日）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありません。

――――――
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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）

 （貸借対照表）

　前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」は、負債及び純資産の合計

額の100分の5を超えたため区分掲記いたしました。前連結

会計年度の「未払金」の金額は525,934千円であります。 

 （貸借対照表）

―――――― 

　前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「前受収益」は、負債及び純資産の合

計額の100分の5を超えたため区分掲記いたしました。前連

結会計年度の「前受収益」の金額は489,832千円でありま

す。 

―――――― 　

 (損益計算書)

　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。前

連結会計年度の「固定資産除却損」の金額は6,545千円であ

ります。

 (損益計算書)

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「為替

差益」（当連結会計年度10,994千円）は、営業外収益の総

額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。

  前連結会計年度において区分掲記しておりました「固定資

産除却損」（当連結会計年度5,507千円）は、営業外費用の

総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

投資有価証券（株式） 27,976千円 投資有価証券（株式）    123,347千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の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。

給与手当 1,471,734千円

賞与 354,342

地代家賃 430,649

退職給付引当金繰入額 4,890

貸倒引当金繰入額 8,562

  

給与手当  1,394,323千円

賞与 321,704

地代家賃 405,115

退職給付引当金繰入額 13,472

役員賞与引当金繰入額 5,000

  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

152,249千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

    189,196千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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(注) 5,118,000 808,500 ― 5,926,500

合計 5,118,000 808,500 ― 5,926,500

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

 (注)普通株式の発行済株式の株式数の増加808,500株は、募集株式の発行による増加800,000株、ストックオプション行使

による増加8,500株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（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 107,478 21 平成18年３月31日 平成18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） 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 130,383  利益剰余金 22 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（注）１ 5,926,500 12,500 ― 5,939,000

合計 5,926,500 12,500 ― 5,939,000

　自己株式（注）２     

普通株式 ― 72,450 ― 72,450

合計 ― 72,450 ― 72,450

 (注) １．普通株式の発行済株式の株式数の増加12,500株は、ストックオプション行使による増加であります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の72,450株は、取締役会の決議による自己株式の取得による増加72,200株、

     単元未満株式の買取による増加250株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 9,120

合計 － － － － － 9,120

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21日

定時株主総会
普通株式 130,383 22 平成19年３月31日 平成19年６月22日

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

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月15日

取締役会
普通株式 134,930  利益剰余金 23 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※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)  （千円)  

現金及び預金勘定 776,078 

現金及び現金同等物 776,078 

現金及び預金勘定        821,531 

現金及び現金同等物        821,531 

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

　　産及び負債の主な内訳　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　(千円)　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　現金及び預金　　　　　　　　　　8,343

　　　　　固定資産　　　　　　　　　　　　1,023

　　　　　流動負債　　　　　　　　　　　　　524

※２．             _______________   　　　　
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．借主側

(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．借主側

(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）

車両運搬具 3,287 3,013 273

工具器具備品 23,522 14,224 9,297

ソフトウェア 1,574 1,221 352

合計 28,383 18,459 9,924

 
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）

車両運搬具 － － －

工具器具備品 13,010 8,618 4,392

ソフトウェア 469 364 104

合計 13,479 8,982 4,496

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 43,617千円

１年超 88,519千円

合計 132,137千円

１年内       38,608千円

１年超       52,865千円

合計       91,473千円

(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―ス料 9,965千円

減価償却費相当額 9,220千円

支払利息相当額 564千円

支払リ―ス料      5,896千円

減価償却費相当額     5,335千円

支払利息相当額    308千円

(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．貸主側

未経過リース料期末残高相当額

２．貸主側

未経過リース料期末残高相当額

１年内 38,035千円

１年超 83,821千円

合計 121,856千円

１年内       35,603千円

１年超       51,171千円

合計       86,774千円

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。

　なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の条

件で第三者にリースしておりますので、ほぼ同額の

残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当

額に含まれております。

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。

（減損損失について）

　　　　　　　　　　　　同左
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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 6,871 11,337 4,465 32,590 49,600 17,009

(2)債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

小計 6,871 11,337 4,465 32,590 49,600 17,009

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 1,002 341 △660 7,026 3,758 △3,268

(2)債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 1,500,000 1,500,000 ― 1,500,000 1,079,850 △420,150

(3)その他 ― ― ―    

小計 1,501,002 1,500,341 △660 1,507,026 1,083,608 △423,418

合計 1,507,873 1,511,679 3,805 1,539,617 1,133,208 △406,409

２．時価の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 766,110 655,094

(注)　前連結会計年度において、有価証券について127,024千円（その他有価証券で時価のある株式660千円、時価のない

株式126,364千円）、当連結会計年度において、有価証券について156,801千円（その他有価証券で時価のある株式

186千円、時価のない株式156,615千円）減損処理を行っております。
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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

  利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では通貨オ

プション、金利取引では金利スワップ取引であります。ま

た、余資運用のため複合金融商品を利用しております。

(1) 取引の内容

  利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では通貨オ

プション及び為替予約、金利取引では金利スワップ取引で

あります。また、余資運用のため複合金融商品を利用して

おります。

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

　また、複合金融商品については、特性を評価し、安全性

が高いと判断された複合金融商品のみを利用しております。

(2) 取引に対する取組方針

同左　

(3) 取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債務の為

替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、

また金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利

率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しておりま

す。また、余資運用目的で複合金融商品を利用しておりま

す。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

おります。

(3) 取引の利用目的

同左　

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を行っております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについて

は特例処理によっております。

　①ヘッジ会計の方法  

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…通貨オプション、金利スワップ

　ヘッジ対象…外貨建債務、変動金利借入金

　②ヘッジ手段とヘッジ対象

 　 ヘッジ手段…通貨オプション、為替予約

　  ヘッジ対象…外貨建予定取引及び外貨建債務

③ヘッジ方針

　通貨オプション取引は外貨建取引の為替リスクを回避

する目的で実施しており、取引額は現有する外貨建債務

及び仕入予想に基づいて決定しております。金利スワッ

プ取引は現存する変動金利債務に対し、金利上昇リスク

を回避する目的で実施しております。

　③ヘッジ方針

 通貨オプション取引及び為替予約取引は外貨建取引の為

替リスクを回避する目的で実施しており、取引額は現有す

る外貨建債務及び仕入予想に基づいて決定しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引について、金利の変動の累計を比較

分析する方法によっております。なお、特例処理の要件

を満たしているものについては、決算日における有効性

の評価を省略しております。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

 通貨オプション及び為替予約については、ヘッジ方針に

基づき同一通貨で同一時期の為替予約を締結しているため、

その後の為替相場の変動による相関関係が確保されており

ますので、その判定をもって有効性の判定に代えておりま

す

(4) 取引に係るリスクの内容

　通貨オプション取引は為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有して

おります。また、複合金融商品取引には、為替相場の変動

によるリスク及び金利変動のリスクを有しております。　

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定してい

るため信用リスクはほとんど無いと認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

　通貨オプション取引及び為替予約取引は為替相場の変動

によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によ

るリスクを有しております。また、複合金融商品取引には、

為替相場の変動によるリスク及び金利変動のリスクを有し

ております。  なお、取引相手先は高格付を有する金融機

関に限定しているため信用リスクはほとんど無いと認識し

ております。
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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）

(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、社内ルール

に従い経営管理部長又は総務部長が社長又は社長の指名す

る者の承認を得て行っております。

(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、社内ルール

に従い事前に稟議決済を受けた上で経営管理部が実行及び

管理を行っております。

(6) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約金額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ

取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

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

通貨オプション取引         

売建　米ドル 226,656 226,656 △4,248 △4,248 1,334,530 817,550 △147,805 △198,624

買建　米ドル 113,328 113,328 1,367 1,367 637,208 408,775 12,315 △23,456

為替予約取引 0 0 0 0 50,095 0 △4,130 △4,130

合計  339,984 339,984 △2,881 △2,881 2,021,834 1,226,325 △139,620 △226,211

前連結会計年度  当連結会計年度

（注）１．時価の算定方法

　取引先金融機関から提示された価格等に基づき

算定しております。

 （注）１．時価の算定方法

同左

２．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。

 ２．　　　　　　  同左
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(2) 金利関連

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

金利スワップ取引         

変動受取・固定

支払
1,500,000 1,500,000 2,899 2,899 1,500,000 0 △1,927 △1,927

金利キャップ取引         

買建 500,000 ― 46 △14,853 0 0 0 0

合計  2,000,000 1,500,000 2,945 △11,954 1,500,000 0 △1,927 △1,927

前連結会計年度  当連結会計年度

（注）１．時価の算定方法

　取引先金融機関から提示された価格等に基づき

算定しております。

 （注）１．時価の算定方法

同左

２．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。

 ２．　　　　　　  同左

３．上記金利スワップ取引は、ヘッジ有効性評価の

結果ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったた

め、ヘッジ会計の適用を中止しております。 

 ３．        ______________

          (3) 複合金融商品関連

 　  組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注

記事項（有価証券関係）１.その他有価証券で時価のあるもの」の（2）債券 ③その他  に記載しております。

 当該複合金融商品の詳細については、以下の表のとおりです。

発行体 ドイツ復興金融公庫 

発行額 1,500,000千円

約定期間

自　平成19年３月29日

至　平成49年３月30日

　　（30年間）

利率 

１年目：10.0％　確定

２年目以降：変動利率で、下記の内いずれか低い利率

①米ドル連動：（利払日10営業日前の米ドル為替レート－107.70円）×1.00％

②豪ドル連動：（利払日10営業日前の豪ドル為替レート－83.75円）×1.00％

※但し、利率は０％を下回らない 

利払日 
年２回

毎年３月、９月の各30日 

早期償還条項 半年毎の各金利利払いの累計額が10.1％以上になった場合、額面価格の100％で早期償還 

償還金額

（満期時点） 

満期となる平成49年３月30日までに上記の早期償還条項に該当せず、保有しつづけた場合は、下記の

うち、少ない金額を適用

①米ドル連動：円元本100％×（償還日10営業日前の米ドル為替レート／100円）

②豪ドル連動：円元本100％×（償還日10営業日前の豪ドル為替レート／80円）　 

（退職給付関係）

　 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、開示を省略いたします。

（ストック・オプション等関係）

 　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、開示を省略いたします。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日)

当連結会計年度
（平成20年３月31日)

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 繰延税金資産  千円

 子会社株式評価損否認額 2,213

 投資有価証券評価損否認額 221,169

 商品評価損否認 41,388

 退職給付引当金損金算入限度超

過額

182,971

 貯蔵品評価損否認 104,345

 貸倒引当金損金算入限度超過額 147,288

 未払賞与 128,903

 前渡金償却否認額 51,002

 原材料評価損否認 39,057

 未払事業税 19,362

 未払法定福利費 16,218

 未払給与手当 2,641

その他 24,731

 評価性引当額 △660,917

 計 320,376

 繰延税金負債（流動）  

 繰延ヘッジ損益 △824

 計 △824

 繰延税金負債（固定）  

  その他有価証券評価差額金 △1,817

 計 △1,817

 繰延税金資産の純額 317,735

  

 繰延税金資産  千円

 子会社株式評価損否認額 2,213

 投資有価証券評価損否認額 184,159

 商品評価損否認 44,446

 退職給付引当金否認額 189,775

 貯蔵品評価損否認 48,085

 貸倒引当金否認額 145,944

 賞与引当金否認額 130,639

 前渡金償却否認額 25,929

 原材料評価損否認 39,039

 未払事業税 30,236

 未払法定福利費 15,623

 一括償却資産 16,973

 複合金融商品評価損否認額 170,959

その他 14,017

　小計 1,058,043

  評価性引当額 △666,423

  繰延税金資産合計 391,620

 （企業結合等関係）

　　該当事項はありません。
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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）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）

　当連結グループは、同一セグメントに属するコンピュータシステム事業の商品販売及びサービスを行っており、

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。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

平成20年３月31日）

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

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

ｃ．海外売上高

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

平成20年３月31日）

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

（関連当事者との取引）

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）

　関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 768.48円

１株当たり当期純利益金額 174.01円

１株当たり純資産額       823.34円

１株当たり当期純利益金額      80.38 円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   　172.51円

金額　 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   　79.80円

金額　 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 899,790 476,439

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

　（うち利益処分による役員賞与金） (　　― ) (　　― ) 

　普通株式に係る当期純利益（千円） 899,790 476,439

　期中平均株式数（株） 5,170,649 5,927,264

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） ― ―

　普通株式増加数（株） 44,967 42,419

   （うち新株予約権） (44,967) (42,419)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

新株予約権（新株予約権の数

1,735個）。

新株予約権（新株予約権の数

1,585個) 。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

㈱ソリトンシステムズ(3040) 平成 20 年３月期決算短信

－ 37 －



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）

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   745,556   804,882  

２．受取手形   37,324   57,044  

３．売掛金   3,544,812   4,889,862  

４．商品   1,787,295   1,705,982  

５．仕掛品   58,893   178,794  

６．貯蔵品   34,559   23,246  

７. 前渡金   368   2,395  

８．前払費用   197,709   259,821  

９．関係会社短期貸付金   135,185   75,047  

10. 繰延税金資産   255,465   195,311  

11．その他   25,476   16,369  

貸倒引当金   △17,500   △50,009  

流動資産合計   6,805,148 64.8  8,158,749 70.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物  495,890   497,094   

減価償却累計額  363,636 132,254  385,924 111,169  

(2) 車両運搬具  25,202   19,556   

減価償却累計額  15,782 9,420  13,331 6,225  

(3) 工具器具備品  1,064,439   1,047,659   

減価償却累計額  819,242 245,197  833,083 214,576  

(4) 土地   22,326   22,326  

(5) 建設仮勘定   ―   5,550  

有形固定資産合計   409,198 3.9  359,847 3.1

２．無形固定資産        

(1) 電話加入権   14,673   14,673  

(2) ソフトウェア   51,546   56,525  

(3) その他   ―   25,680  

無形固定資産合計   66,220 0.6  96,878 0.8

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   2,277,789   1,788,302  

(2) 関係会社株式   229,692   175,243  

(3）出資金   10   10  

(4）長期前払費用   ―   177,460  

(5) 関係会社長期貸付金   27,031   ―  

(6) 破産更生債権等   314,677   308,666  

(7) 繰延税金資産   62,269   196,308  

(8) 差入保証金   574,946   574,913  

(9) その他   46,265   ―  

貸倒引当金   △344,477   △308,666  

投資その他の資産合計   3,188,205 30.4  2,912,239 25.2

固定資産合計   3,663,624 34.9  3,368,965 29.2

Ⅲ．繰延資産        

１．株式交付費   34,053   22,377  

繰延資産合計   34,053 0.3  22,377 0.2

資産合計   10,502,826 100.0  11,550,093 100.0
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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）

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   1,531,841   2,131,561  

２．短期借入金   1,620,000   2,050,000  

３．未払金   564,898   252,529  

４．未払費用   105,437   97,934  

５．未払法人税等   210,708   336,140  

６．前受金   325,129   77,307  

７．預り金   30,153   ―  

８.前受収益   605,718   819,829  

９.賞与引当金   316,795   316,060  

10.役員賞与引当金   ―   5,000  

11．その他   189,636   77,953  

流動負債合計   5,500,318 52.4  6,164,316 53.4

Ⅱ　固定負債        

１．退職給付引当金   449,671   466,393  

２．その他   14,405   84,022  

固定負債合計   464,076 4.4  550,415 4.7

負債合計   5,964,395 56.8  6,714,731 58.1

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,320,250 12.6  1,326,500 11.5

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,241,377   1,247,627   

資本剰余金合計   1,241,377 11.8  1,247,627 10.8

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  95,850   95,850   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  1,882,054   2,248,496   

利益剰余金合計   1,977,904 18.8  2,344,346 20.3

４．自己株式   ―   △89,859 △0.8

　株主資本合計   4,539,531 43.2  4,828,614 41.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   2,648 0.0  3,820 0.0

２．繰延ヘッジ損益   △3,749 △0.0  △6,194 △0.0

評価・換算差額等合計   △1,100 △0.0  △2,374 0.0

Ⅲ　新株予約権   ― ―  9,120 0.1

純資産合計   4,538,430 43.2  4,835,360 41.9

負債純資産合計   10,502,826 100.0  11,550,093 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

　１．システム売上高  10,627,617   9,521,755   

　２．サービス売上高  8,085,488 18,713,106 100.0 6,079,246 15,601,002 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．システム売上原価  8,511,924   7,216,947   

２．サービス売上原価  5,499,096 14,011,020 74.9 3,665,976 10,882,924 69.8

売上総利益   4,702,086 25.1  4,718,078 30.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  3,419,338 18.2  3,232,843 20.7

営業利益   1,282,747 6.9  1,485,235 9.5

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※１ 7,718   156,370   

２．通貨オプション評価益  21,084   ―   

３．為替差益  9,650   ―   

４．その他  12,780 51,233 0.3 42,740 199,110 1.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  59,727   35,801   

２．社債利息  2,738   ―   

３．複合金融商品評価損  ―   420,150   

４．為替オプション評価損  ―   132,608   

５．固定資産除却損  20,190   ―   

６．その他  9,051 91,709 0.5 19,007 607,568 3.9

経常利益   1,242,272 6.7  1,076,776 6.9

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  ―   3,301   

２．関係会社株式売却益  999   ―   

３．投資有価証券売却益  5,899 6,899 0.0 ― 3,301 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．関係会社株式売却損  419   ―   

２．投資有価証券評価損  127,024   156,801   

３．関係会社株式評価損  17,955 145,399 0.8 128,948 285,750 1.8

税引前当期純利益   1,103,772 5.9  794,328 5.1

法人税、住民税及び事
業税

 194,778   367,892   

法人税等調整額  △36,630 158,148 0.8 △70,390 297,502 1.9

当期純利益   945,624 5.1  496,825 3.2
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売上原価明細書

(1) システム売上原価明細書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

　　　期首商品たな卸高  2,960,669  1,787,295  

　　　当期商品仕入高  6,166,098  5,802,845  

Ⅰ　外注費  299,295 29.5 765,041 51.4

Ⅱ　労務費  312,251 30.7 566,197 38.1

Ⅲ　経費 ※１ 403,700 39.8 155,606 10.5

当期発生原価  1,015,246 100.0 1,486,846 100.0

期首仕掛品たな卸高  256,583  38,592  

 合計  1,271,829  1,525,438  

　　　期末仕掛品たな卸高  38,592  154,305  

他勘定振替高 ※２ 60,784  38,344  

　　　期末商品たな卸高  1,787,295  1,705,982  

　　　当期システム売上原価  8,511,924  7,216,947  

      

  

原価計算の方法

個別原価計算を採用しておりま

す。

　原価計算の方法

同左

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

地代家賃（千円） 87,264 72,873

減価償却費（千円） 23,705 20,546

事務消耗品費 21,137 15,836

 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

事務消耗品費（千円） 13,278 7,367

工具器具備品（千円） 26,411 22,754

ソフトウェア（千円） 1,151 945

貯蔵品（千円） 19,942 7,277

 

㈱ソリトンシステムズ(3040) 平成 20 年３月期決算短信

－ 41 －



(2)サービス売上原価明細書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　外注費  3,855,514 80.6 2,557,323 70.0

Ⅱ　労務費  716,578 15.0 838,153 23.0

Ⅲ　経費 ※１ 210,099 4.4 256,098 7.0

当期発生原価  4,782,193 100.0 3,651,575 100.0

期首仕掛品たな卸高  714,204  20,300  

他勘定受入高 ※２ 22,999  18,590  

　　　　合計  5,519,396  3,690,466  

　　　期末仕掛品たな卸高  20,300  24,489  

　　　当期サービス売上原価  5,499,096  3,665,976  

      

  

原価計算の方法

個別原価計算を採用しておりま

す。

　原価計算の方法

同左

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

地代家賃（千円） 136,994 155,737

減価償却費（千円） 10,871 25,045

※２．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

貯蔵品（千円） 22,999 18,590
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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

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 繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

627,800 548,927 548,927 95,850 1,063,908 1,159,758 2,336,485

事業年度中の変動額        

新株の発行 692,450 692,450 692,450    1,384,900

剰余金の配当(注)     △107,478 △107,478 △107,478

役員賞与(注)     △20,000 △20,000 △20,000

当期純利益     945,624 945,624 945,624

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）

692,450 692,450 692,450 ― 818,146 818,146 2,203,046

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,320,250 1,241,377 1,241,377 95,850 1,882,054 1,977,904 4,539,531

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

14,422 ― 14,422 2,350,907

事業年度中の変動額     

新株の発行    1,384,900

剰余金の配当(注)    △107,478

役員賞与(注)    △20,000

当期純利益    945,624

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△11,773 △3,749 △15,522 △15,522

事業年度中の変動額合計
（千円）

△11,773 △3,749 △15,522 2,187,523

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,648 △3,749 △1,100 4,538,430

 （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

自己資本
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 繰越利益剰

余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,320,250 1,241,377 1,241,377 95,850 1,882,054 1,977,904 ― 4,539,531

事業年度中の変動額         

新株の発行 6,250 6,250 6,250     12,500

剰余金の配当(注)     △130,383 △130,383  △130,383

当期純利益     496,825 496,825  496,825

自己株式の取得       △89,859 △89,859

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）

6,250 6,250 6,250 ― 366,442 366,442 △89,859 289,082

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,326,500 1,247,627 1,247,627 95,850 2,248,496 2,344,346 △89,859 4,828,614

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,648 △3,749 △1,100 ― 4,538,430

事業年度中の変動額      

新株の発行     12,500

剰余金の配当(注)     △130,383

当期純利益     496,825

自己株式の取得     △89,859

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△8,843 7,569 △1,273 9,120 7,847

事業年度中の変動額合計
（千円）

△8,843 7,569 △1,273 9,120 296,929

平成20年３月31日　残高
（千円）

△6,194 3,820 △2,374 9,120 4,835,360
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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

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

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

商品

同左

 仕掛品

　　個別法による原価法を採用しておりま

す。

仕掛品

同左

 貯蔵品

　　個別法による原価法を採用しておりま

す。

貯蔵品

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）

４.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

 　　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　　　　　　　　３～15年

　　車両運搬具　　　　　２～６年

　　工具器具備品　　　　３～８年

 建物　　　　　　　　３～15年

 車両運搬具　　　　　２～６年

 工具器具備品　　　　３～８年

 (会計方針の変更）

　法人税法改正に伴い、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。

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ5,132千円減少

しております。

(追加情報)

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の5％に到達した事業年度の

翌事業年度により、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ6,072千円減少し

ております。

  (2) 無形固定資産

     自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間（５

年）による定額法を採用しております。

 

 (2）無形固定資産

同左

５.繰延資産の処理方法  株式交付費

  定額法(3年)により月割償却しておりま

す。 

 

 株式交付費 

同左 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

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．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

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支

給見込額のうち当事業年度に負担すべき額

を計上しております。

　賞与引当金は当事業年度より決算早期化

のため引当計上し区分掲記いたしました。

　

　なお、前事業年度まで当該費用は「未払

賞与」として流動負債の「未払費用」に含

めて表示しており、前事業年度末の「未払

賞与」は、352,528千円であります。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支

給見込額のうち当事業年度に負担すべき額

を計上しております。

　

  (3）役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に備えて、当事業

年度における支払見込額に基づき計上して

おります。

 (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見込額に

基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

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事業

年度から費用処理することとしておりま

す。

(4）退職給付引当金

同左

 

８．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）

９．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を

行っております。ただし、特例処理の要

件を満たす金利スワップについては特例

処理によっております。

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を行っ

ております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

　　　通貨オプション、金利スワップ

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

　　 通貨オプション、為替予約

 　②　ヘッジ対象

　　　外貨建債務、変動金利借入金

　②　ヘッジ対象

    外貨建予定取引及び外貨建債務

 (3) ヘッジ方針

　　通貨オプション取引は外貨建取引の為

替リスクを回避する目的で実施しており、

取引額は現有する外貨建債務及び仕入予

想に基づいて決定しております。

　　金利スワップ取引は現存する変動金利

債務に対し、金利上昇リスクを回避する

目的で実施しております。

(3) ヘッジ方針

 通貨オプション及び為替予約取引は外貨

建取引の為替リスクを回避する目的で実施

しており、取引額は現有する外貨建債務及

び仕入予想に基づいて決定しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引について、金利の変

動の累計を比較分析する方法によってお

ります。なお、特例処理の要件を満たし

ているものについては、決算日における

有効性の評価を省略しております。また、

ヘッジ有効性評価の結果、ヘッジ会計の

適用条件を充足しなくなったものについ

ては、ヘッジ会計の適用を中止しており

ます。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　通貨オプション及び為替予約取引につい

ては、ヘッジ方針に基づき同一通貨で同一

時期の為替予約を締結しているため、その

後の為替相場の変動による相関関係が確保

されておりますので、その判定をもって有

効性の判定に代えております。

10．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4,542,180

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

業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありません。

―――――――――

 

 （企業結合に係る会計基準）

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針10号　平成18年12月22日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

―――――――――
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました「関係会社短期貸付金」は、資産合計額の

100分の1を超えたため区分掲記いたしました。前事業年度

の「関係会社短期貸付金」の金額は76,799千円でありま

す。 

（貸借対照表）

　　　　　　　 ―――――――――

 前事業年度において区分掲記しておりました「通貨オプ

ション負債」（当事業年度2,881千円）は、負債及び純資

産の合計額の100分の1以下となったため、固定負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

 ―――――――――

 (損益計算書)

　前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「固定資産除却損」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。前事

業年度の「固定資産除却損」の金額は5,689千円でありま

す。

 (損益計算書)

　前事業年度において区分掲記しておりました「為替差

益」（当事業年度10,363千円）は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に

含めて表示しております。

  前事業年度において区分掲記しておりました「固定資産

除却損」（当事業年度5,507千円）は、営業外費用の総額

の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」

に含めて表示しております。
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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）

該当事項はありません。  該当事項はありません。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　　　関係会社からの受取利息　　　　　　7,532千円

※１．　　　　　　　　　―

　　

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は60％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は40％でありま

す。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は56％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は44％でありま

す。

　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当 1,374,374千円 給与手当       1,309,341千円

賞与 　355,854 賞与引当金繰入額      　　315,798

地代家賃 390,729 地代家賃      368,168

減価償却費 100,069　　　　 法定福利費 182,700

退職給付引当金繰入額 　4,890 広告宣伝費    　103,734

貸倒引当金繰入額 　7,140 減価償却費 102,616

  退職給付引当金繰入額   13,472

  役員賞与引当金繰入額  5,000

※３．研究開発費の総額

　　一般管理費に含まれる研究開発費

152,249千円

※３．研究開発費の総額

　　一般管理費に含まれる研究開発費

    189,196千円
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（株主資本等変動計算書関係）

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 ― 72,450 ― 72,450

合計 ― 72,450 ― 72,450

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加72,450株のうち、250株は単元未満株式の買取による増加、72,200株は取締役会

決議により市場よりの買い入れによる増加であります。
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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

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．借主側

(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．借主側

(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）

車両運搬具 3,287 3,013 273

 工具器具備品 23,522 14,224 9,297

ソフトウェア 1,574 1,221 352

合計 28,383 18,459 9,924

 
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）

車両運搬具 ― ― ―

 工具器具備品 13,010 8,618 4,392

ソフトウェア 469 364 104

合計 13,479 8,982 4,496

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 43,617千円

１年超 88,519千円

合計 132,137千円

１年内       38,608千円

１年超       52,865千円

合計        91,473千円

(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 9,965千円

減価償却費相当額 9,220千円

支払利息相当額 564千円

支払リース料     5,896千円

減価償却費相当額      5,335千円

支払利息相当額    308千円

(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．貸主側

未経過リース料期末残高相当額

２．貸主側

未経過リース料期末残高相当額

１年内 38,035千円

１年超 83,821千円

合計 121,856千円

１年内       35,603千円

１年超       51,171千円

合計        86,774千円

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。

　　　　　なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の条

件で第三者にリースしておりますので、ほぼ同額の

残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当

額に含まれております。

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。

（減損損失について）

　　　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。

（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)

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 繰延税金資産  千円

 子会社株式評価損否認額 111,132

 投資有価証券評価損否認額 221,169

 商品評価損否認 41,388

退職給付引当金損金算入限度超

過額

182,971

 貯蔵品評価損否認 104,345

貸倒引当金損金算入限度超過額 147,288

 未払賞与 128,903

 前渡金償却否認額 51,002

 原材料評価損否認 39,057

 未払事業税 19,362

 未払法定福利費 16,218

 未払給与手当 2,641

  

その他 24,731

 評価性引当額 △769,836

 計 320,376

 繰延税金負債  

 繰延ヘッジ損益 △824

 その他有価証券評価差額金 △1,817

 計 △2,641

 繰延税金資産の純額 317,735

 繰延税金資産  千円

 子会社株式評価損否認額 55,630

 投資有価証券評価損否認額 184,159

 商品評価損否認 44,446

退職給付引当金否認額 189,775

 貯蔵品評価損否認 48,085

貸倒引当金否認額 145,944

 賞与引当金否認額 130,639

 前渡金償却否認額 25,929

 原材料評価損否認 39,039

 未払事業税 30,236

 未払法定福利費 15,623

 一括償却資産 16,973

 複合金融商品評価損否認額 170,959

その他 14,017

 小計 1,111,460

 評価性引当額 △718,620

 繰延税金資産合計 392,840

  

  

 （企業結合等関係）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 765.78 円

１株当たり当期純利益金額 182.88 円

１株当たり純資産額  822.67円

１株当たり当期純利益金額 83.82 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額　 181.30円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益額　 83.22円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 945,624 496,825

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） （　　― ） （　　― ） 

　普通株式に係る当期純利益（千円） 945,624 496,825

　期中平均株式数（株） 5,170,649 5,927,264

   

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 　当期純利益調整額（千円） ― ―

　 普通株式増加数（株） 44,967 42,419

　　（うち新株予約権） (44,967) (42,419)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　新株予約権（新株予約権の数

1,735個）。

　新株予約権（新株予約権の数

1,585個）。

（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
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

      該当事項はありません。　

  ・退任予定取締役

　　　取締役　岡田 俊博（現　ブロードバンド営業本部 ビジネス推進部長）

 (3) 就任予定日

　　 平成20年６月24日
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