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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）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 1,733 △11.3 △166 － △145 － △58 －

19年３月期 1,954 21.4 72 126.5 94 78.6 202 －

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 △11 15  － △2.6 △5.8 △9.6

19年３月期 38 65  － 8.8 3.5 3.7

(2）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 2,413 2,131 88.3 406 91

19年３月期 2,598 2,318 89.2 442 66

（参考）自己資本 20年３月期 2,131百万円 19年３月期 2,318百万円

(3）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 193 51 △52 1,158

19年３月期 － － － －

(注)　当期より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、平成19年３月期は記載しておりません。

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
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  10 00 10 00 52 24.7 2.3

20年３月期 －  7 50 7 50 39 － 1.8

21年３月期（予想） －  7 50 7 50 － 56.1 －

３．平成21年３月期の業績予想（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 759 △4.3 △75 － △64 － △67 － △12 79

通期 2,060 18.8 54 － 76 － 70 － 13 37

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、17ページ「重要な会計方針」の（会計方針の変更）をご覧ください。

(2）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 5,404,592株 19年３月期 5,404,592株

②　期末自己株式数 20年３月期 167,048株 19年３月期 166,998株

（注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

※　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ぺージ「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

（当期の経営成績）

  当事業年度の日本経済は、米国のサブプライム問題に端を発し年度末にかけて混乱し、また政治の混迷もあって、

先行きの不透明感が強くなり、3月末までの企業のビヘイビアは近年になく消極的となりました。当社の客先である

電機等のメーカーの設備投資意欲も急速に萎え、他方競争の激化と採算性から液晶テレビや携帯電話等々から撤退

する企業も続出しております。当社にとっても、これらの事象はマイナス要因であり、第3四半期までの売上、利益

の見込みが年明けから大きく後退いたしました。

  以下にて、売上区分別の業績についてコメント致します。

（品目別業績）

・通信

　汎用通信用ボードに関しては、大口顧客での需要減で、新製品であるNet-Engineのテスト導入モデルは増えて

おりますが、ハードウェアの出荷総数としては減少しており、売上高は145百万円（前年同期比32.4%減少）とな

りました。一方、ISDN通信用ボードに関しては、特定メーカーにおけるPOSターミナル向けの商談が一巡したこと

により、当期は大きく減少しております。売上高は132百万円（前年同期比61.0%減少）となりました。

　この結果、売上高は278百万円（前年同期比49.9%減少）となりました。

・インターネットプロトコル

　市場は活性化しつつあり、新規の引合いは増加しております。販売そのものは手応えが出てきたものの、既存

の量産品である携帯電話、情報端末でのロイヤルティ収入は一巡した模様です。この売上区分において当期は製

品開発の遅れが生じたために市場投入が出来ず、これにより当初期待の売上が減少したことは否めない状況でし

た。この製品はインターネット上でデジタル音声等を通信するもので、一般に SIP Session Initiation

Protocol と呼ばれている規格で、当社製品は第32期からの販売開始となります。ちなみにキャリアの新インフラ

(NGN：Next Generation Network:次世代ネットワーク)に関連したセット(IPTV：インターネット対応のテレビ

等)での採用事例が増えてくると思われ、IPv6化を短期スケジュール上においての商談が増えてきております。

　この結果、売上高は169百万円（前年同期比27.8%減少）となりました。

・リアルタイムOS

　リアルタイムOSは、年を追うごとに完全インフラ化が進み、製品或いはサービスとして独立した品目区分で報

告することは難しくなってきております。つきましては、ソフトウェアの一つとしての取扱いとして、他区分と

まとめて報告することに致します。なお、サービスとしてのコンサルティング・サービスは継続して参ります。

　この結果、売上高は8百万円（前年同期比54.3%減少）となりました。

・SI（カスタマイズ）

　当社製品(KASAGO/Saver60)の新規システムへの搭載に伴う組込みシステム向けSIは、増加しております。

　この結果、売上高は569百万円（前年同期比24.2%増加）となりました。

・システム・ソリューション（受託）

　受注、売上高も増加傾向にあり、特に従来の顧客よりの受注・売上高は、ほぼ計画通り推移しております。し

かしながら開発サービス業務開始後における客先からの仕様変更、或いは、製作過程におけるトラブルの発生な

どもあり、納入(売上計上)が出来ない案件があったため、今期の業績にとって大きなマイナス要因となりました。

この点については、今後内部統制含め、採算管理を徹底し、不採算JOB発生を防止する所存でございます。なお、

個別の案件については多少ではありますが、粗利率が改善され次期への期待が持てて参りました。

　この結果、売上高は689百万円（前年同期比9.8%増加）となりました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は、17億33百万円（前年同期比11.3%減少）となり、営業損失は1億66百万円

（前事業年度は営業利益72百万円）、経常損失は1億45百万円（前事業年度は経常利益94百万円）となりました。

当期純損失は58百万円(前事業年度は当期純利益202百万円)となりました。
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（研究開発）

　研究開発費は1億24百万円（対売上高7.2%、前年同期比6百万円減少）となりました。結果的には完成が翌期にな

りましたがSIP開発などインターネット関連のTCP/IPv6のオプション群の研究開発を中心としてソフトウェアメー

カーとしての開発投資は必要に応じて、継続しております。

（次期の見通し）

　第31期においては市場が活発化してきているものの、業績に結びつかず残念な結果となっておりますが、期末受

注残の増加(通常期末2～3億円のところ、約5億円)や通信ボード関係の引合いが増加・好転してきております。

  TCP/IP(KASAGO)を核とする関連ミドルウェアやオプション類の開発は、継続的に進め一層の充実を図ることによ

り事業拡大を目指します。機能強化、オプション、関連ソフトウェアも充実してきており、マーケットに対する訴

求力も着実に強化されています。市場投入が遅れた製品も、需要はこれからの製品でもありますので、業績に寄与

します。次世代ネットワーク(NGN)関連による需要拡大にも期待をかけております。

　当社としては市場の動向等を慎重にみて、財務内容の健全性を保ちつつ、堅実、着実に業績を上げていく所存で

あります。その柱としては、まず社内的には開発の効率化があり、対外的にはマーケティングの確立と他社との業

務提携です。平成19年4月からスタートしております㈱シーイーシーとの業務提携のみならず、アライアンスを強化

すべく各社と折衝を行っております。

　人材への投資も重要なポイントで、販売の強化に資する社員の採用などによりビジネスモデルの転換を図ってま

いります。

　以上の結果次期の業績見通しは、次のとおりであります。

　　　　　　　　（単位：百万円）

 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

 単体業績（第2四半期累計期間） 759 △75 △64 △67

 単体業績（通　期） 2,060 54 76 70

　従いまして、この業績予想に全面的に依拠して投資判断を行なうことは、お控えになるようお願い致します。実

際の業績に影響を与えうる要因としては、主要市場の経済環境、製品需要並びに製品価格の変動、急激な技術革新、

為替相場の変動及び国内外の各種規制並びに会計基準・慣行等の変更が含まれます。なお当社の業績見通しにつき

ましては、下半期に納入・売上計上が集中するという季節的な特徴があります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

　当事業年度末の資産につきまして、流動資産は18億80百万円（前年同期比80百万円減少）となりました。

　これは主として売掛金が1億72百万円減少したことによるものです。固定資産は5億32百万円（前年同期比1億4百

万円減少）となりました。これは主として投資有価証券が80百万円減少したことによるものです。この結果、資産

合計は24億13百万円（前年同期比1億84百万円減少）となりました。

　負債につきまして、流動負債は1億97百万円（前年同期比11百万円減少）となりました。固定負債は84百万円（前

年同期比13百万円増加）となりました。これは主として役員退職慰労引当金が16百万円増加したことによるもので

す。この結果、負債合計は2億82百万円（前年同期比2百万円増加）となりました。

　純資産合計につきましては21億31百万円となり、前事業年度末の純資産合計と比べ、1億87百万円の減少となりま

した。これは主として利益剰余金が減少したことによるものです。

②キャッシュ・フロー等の状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失が70百万円、貸倒引当

金の減少75百万円、投資有価証券取得による支出1億円、配当金の支払52百万円があったものの、売上債権の減少2

億8百万円、その他資産の減少49百万円、投資有価証券売却による収入1億1百万円、破産更生債権等の回収による収

入75百万円等により1億92百万円増加し、当事業年度末の資金は、11億58百万円となりました。

　なお、当事業年度より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期比等について

は記載しておりません。

　また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
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 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は、1億93百万円となりました。

　これは主に、税引前当期純損失が70百万円、貸倒引当金の減少75百万円があったものの、売上債権の減少2億8百

万円、その他資産の減少49百万円等によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、投資活動の結果得られた資金は、51百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券の取得による支出1億円、無形固定資産の取得による支出21百万円があったものの、投

資有価証券売却による収入1億1百万円、破産更生債権等の回収による収入75百万円等によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、財務活動の結果使用した資金は、52百万円となりました。

　これは主に、配当金の支払額52百万円等によるものです。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内

部留保資金を確保しつつ、安定した配当を行ってまいります。

　当社はソフトウェア製品の製造業でもあることから、中長期的な経営体質の健全化が重要と考えております。す

なわち内部留保金について新製品の開発投資、或いは、シナジー効果を得られるアライアンスを進めるための資金

として、積極的な活用を考えてまいります。当期の配当金につきましては一株当たり7.50円といたします。

　また剰余金の配当等の決定機関を取締役会の決議により定めることが可能ではありますが、現段階では業績の安

定化、業容の拡大と安定的な成長を重要な経営目標としております。このため配当金につきましては、製造業とし

て投資と回収が時期的に数年のずれのあるビジネスモデルをとっていることから、次期以降につきましても会社存

続と株主への還元を旨とし、安定的な配当を継続してまいります。　

(4）事業等のリスク

　以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

おります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要である

と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社

は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、

本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要

があります。

(当社の事業内容について)

「通信」のリスク

　共同開発を行うなど当社は、業務提携やアライアンスを中心にして新技術の獲得を行っておりますが、この業務

提携やアライアンスが解消されるような事態になると新技術の獲得が困難になり、当社の業績に重要な影響を与え

る可能性があります。

「インターネットプロトコル」のリスク

　「KASAGO TCP/IP(IPv4)」は、多くの顧客に採用いただいており、これをベースに「KASAGO IPv6」を販売してお

ります。当社としてはIPv6の機能充実のためのバージョンアップ、オプションソフトの開発などを行っております

が、市場投入が遅れた場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

「SI（カスタマイズ）」のリスク

　外注会社と良好な関係を図ることにより、人材を確保し、SIの収益性確保と安定的な受注を図って参りますが、

良好な関係が保てない場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。
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（ファブレス政策）

　当社は、自社でハードウェア設計を行いますが、製造工場を持たず、主に開発製造会社あるいは、新規外部開発製

造委託先を選択することにより、柔軟な設計、生産能力を持ち、過剰な部品在庫や生産設備を持つリスクを避けてお

ります。外部開発製造委託工場とは、業務委託契約を締結し、品質上の問題発生防止につとめております。また、開

発物は当社の資産であり、他の委託工場で継続生産ができる管理を行っております。 

　特定外注先への依存度(外注実績)

　当事業年度度の外注高は495百万円で、主要な外注先の外注金額の割合は以下の通りです。

 （単位：千円）

外注先名 外注品目又は外注工程名
外注金額

備考
第30期 比率(％)

ヤマキ電気㈱ 通信ボード 90,615 18.3

東芝パソコンシステム㈱ 特注ハードウェア 44,386 9.0

㈱ヒューストン 特注ハードウェア 43,014 8.7

㈱精研 通信ボード 38,700 7.8

㈱エムレックス 特注ハードウェア 27,862 5.6

その他　50社 － 250,721 50.6 －

合計 － 495,299 100.0 －

（注）上記外注金額には、消費税等は含んでおりません。

　上記外注先とは、経営上のヒヤリング・製品生産管理・品質管理等の連絡を緊密に取りながら取引を行っておりま

す。また、特定の会社に集中しないようリスク分散を心がけております。しかしながら、将来業務委託先の経営状態

により当社の製品出荷に影響を与える可能性があります。従って、開発製造会社の設計能力、生産能力、品質管理能

力により適切な時期に製品を出荷することが出来ず、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

（人材の確保）

　今後の新規事業の拡大にとって、マーケティングや開発業務に従事する社員は重要な役割を担っています。しかし

当業界が小さいこともあって、優秀な人材は限られているため、人材獲得競争は激しく確保できないリスクがありま

す。当社では常時有能な人材の獲得、社員のモチベーションアップのために、人事体系の見直しを行っております。

能力主義に基づく目標管理制度と給与体系をさらに充実させて参ります。人材の獲得が失敗した場合、或いは当社の

優秀な人材が流失した場合、中長期の経営戦略達成に支障が生じ、業績に重要な影響を与える可能性があります。

（投融資について）

　当社はこれまで同様、今後も既存の製品サービスをベースに幅広い事業展開を積極的に行う方針です。

　今後の投融資については現状の企業規模と比較して多額となる可能性もあり、当社の財務状況等経営全般にわたる

リスクが拡大する可能性もあります。しかしながら、投融資先の状況が当社の業績に与える影響を的確に予想するこ

とは不可能であり、投資額を回収できない可能性もあります。 

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書から（平成19年6月28日提出）における「事業統計図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため、開示を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　製品サービスの充実化を図り、組込みシステム分野におけるソフトウェアのすべてに対応できる企業として、顧

客に密着した製品・サービスの提供を進めております。すなわちOSからドライバー、ミドルウェア、さらにはアプ

リケーション開発に至るまで一貫したサービスを提供することに心がけております。

当社は、経営理念として「我々は情報技術をもって社会に貢献します。公正、創造、論理的思考を重んじて行動し

ます 」を掲げ、行動指針をSpeed(俊敏性) 、Sensibility(感受性) 、Flexibility(柔軟性) 、Accuracy(精密)、

Explore(探究心)として、顧客並びに社会の期待に応える企業であることを目指しております。

　組込みシステム向けのリアルタイムOS(RTOS)や通信ミドルウェアほかソフトウェアを製品化して提供し、さらに

顧客の要求に沿ったシステムインテグレーションやカスタマイズサービスが事業の中心であるため、ソフトウェア

開発の技術力が大変重要な要素です。このことは社員の能力、経験が会社のコンピタンスを決定することであり、

会社が将来にわたって顧客ならびに社会に貢献できるよう社員を指導育成すること及び絶えざる研究開発活動を推

進・継続することが、当社経営にとって極めて重要なことと考えております。

(2）目標とする経営指標

　OSからアプリケーションまでソフトウェア開発に関連する一貫したサービスを提供出来る会社としての収益の最

大化を図り、拡大を主眼に組織の再編成を行っております。しかしながら第31期において業績不振であったことも

あり、次期には、安定的かつ高利益体質とするため、部門別の予算管理の充実を内部統制システムの構築とともに

行ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　パソコン以外の家電製品などがインターネットに接続されるいわゆるユビキタス社会におけるさまざまな機器の

開発が当社のターゲットとするマーケットであります。顧客である各電機メーカー等における量産化は、進んでい

ませんがNGN(次世代ネットワーク)を中核に新製品開発が顕在化しており、営業の一層の強化を行って客先の信頼を

勝ち取ってまいりたいと思います。

　すなわち業界或いはマーケットにおいてはユビキタス社会への準備は進められており、液晶テレビの一般化、テ

レビの地上波デジタル化、さらには光ファイバーの普及などに伴い、確実に次世代ネットワークシステムは近づい

ております。その基本通信ソフトが組込みシステム向けのTCP/IPであり、IPv6とそのオプションがコアのプロトコ

ル(規格)として必須のソフトウェアということになります。当社は、このIPv6をいち早く製品化し、継続して開発

投資を行っております。

　一方で、インターネット接続ではない通信ソフトウェアに関しても、需要の高い分野に対しては、ハード化した

製品開発を進めるなど新しい展開を行いつつあります。

（営業部門）

　当社は独立系であり、大手電機メーカーを始め多くの業界をマーケットとしております。これゆえにマーケティ

ングと技術開発を有機的に結びつけた営業推進を強化し、戦略顧客の特定、市場性のある新製品の投入を心がけ

ております。加えてソフトウェア開発受託サービスに関しても、積極的な営業活動を進め、RTOS、通信などの得

意分野については、顧客へのアピールを強めております。

（開発部門）

　技術的、市場的にアドバンテージを持っているRTOSと通信ソフトウェア等の製品をコアとし、新たな製品開発

と顧客の要求に従って、それらを利用したシステムの構築(システムインテグレーションまたはカスタマイズ)を

行っております。組込みシステムにおける技術の高度化のスピードは極めて速く、当社としても次世代、次々世

代の製品に組込む、製品／サービスの提供が重要となっております。このため新技術の習得、技術者の育成等々

に注力しております。

①通信関連ソフトウェア

  ITマーケットに要求される次世代無線通信ソフトウェアに関しては、大手家電メーカーと共同開発を行い、ま

た業務提携、アライアンスも積極的に進め、新技術の獲得にも力を入れております。有力な既存顧客である半導

体製造装置メーカー向けには、SEMI(米国の規格)に準拠したSoftCOMGEMを開発いたしましたが、今後は、300mm

ウェハーや液晶製造装置向けなどを対象に広げてきております。
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②インターネット関連ソフトウェア

  インターネットの接続のための次世代TCP/IPv6をTreck社(旧 ELMIC SYSTEMS USA,INC.)と共同開発してきてい

ますが、コア部分にプラスしてオプション製品のラインナップが充実してきたということがいえます。当社の組

込みシステム向けTCP/IPv6は、サーバーやパソコン用とは違って、携帯電話を始め各種情報家電やさらには白物

家電といわれる機器を対象にしていることから、それらの機器間或いは、移動体での通信が主であることから、

セキュリティが重要視されます。ここでは機能の説明は省きますが、PPPoE、モバイルIPv6、FTP、SNMP、UPnPと

いったセキュリティを中心とした機能を盛り込むことによって、顧客であるセットメーカーに開発の容易性が提

供できる体制を整えてきております。オプション開発に当たっては、国内外のパートナーと協力してさらに幅広

い製品の提供を目指します。

　また、ITRONの次世代版であるT-Engineへの搭載、或いは、VoIP製品(H.323,SIP)などあらゆるマーケットの要

求に応えられる製品ラインアップを進めてまいります。

③リアルタイムOS（RTOS）関連

　RTOSそのものは価格の下落もあり、単一製品を販売することによるメリットは薄れてきております。オープン

ソース系のITRON、組込みLinux、或いは、Windows、その他メーカー系RTOS、そして当社開発のELXなどあらゆる

RTOSに精通している当社は顧客の製品企画にもっとも適合したシステムを作り上げる技術ノウハウを保持してお

り、さまざまな用途に応じたコンサルテーション、システムインテグレーションを提供しております。特に今期

は、次期につながるハードウェアビジネスの活発化を軸となるRTOSの技術をベースにオーディオ系製品を始めと

する新製品開発に注力しております。

④システムインテグレーション関連

　組込みシステムにおけるシステム全体のパフォーマンス向上のために、当社グループの得意とする要素技術と

製品を統合するコンサルティング業務やシステム開発業務のサービスを提供しています。特に組込みシステムに

おいてはハードウェアやCPUとの親和性など物理的な環境におけるソフトウェアの動作性がポイントであり、技

術者の経験が重要です。長い会社の歴史のなかで培われてきたノウハウの蓄積もサービスの質を大きく左右しま

すので、その意味からも技術者の教育・育成に注力しております。新規のサービス活動としてはIPカメラやス

イッチ商品への開発参画、DVDレコーダや地上波ディジタルTV、ブルーレイディスクへの開発参画、IP交話装置

への参入などがあります。

　他方、受託サービスに関しても顧客の要求に柔軟に対応すべく、社内教育体制の整備をはじめ、積極的な技術

の高度化を進めております。

上記の要素技術、製品、経験豊富な技術陣、パートナーをフルに活用した製品開発、マーケット拡大を目指し

ます。

（営業部門、開発部門の管理体制）

　コーポレート・ガバナンスの観点から管理体制を強化し、内部統制システムの確立を進めており、売上、粗利、

納期、製造原価、品質管理、サポートサービスなど細部にわたって、より具体的な報告・指示・管理体制を構築

しております。

(4）会社の対処すべき課題

①　アライアンスの強化

②　信頼度の高い外注先の安定的確保 

③　社員教育

④　リスクマネジメント

⑤　より一層のシステム化

⑥　マーケティングの強化　

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項ありません。
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４．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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 223,147 351,915

２．受取手形 ※１ 143,644 107,943

３．売掛金  657,184 484,230

４．有価証券 743,360 807,031

５．商品 － 16

６．製品 29,964 31,332

７．原材料 6,541 11,998

８．仕掛品 70,869 35,535

９．前渡金 3,950 －

10．前払費用 12,727 10,538

11．繰延税金資産 15,989 34,001

12．未収入金  52,557 4,489

13．その他  1,350 1,610

　　　貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 1,961,188 75.5 1,880,543 77.9 △80,645

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 89,041 89,041

減価償却累計額 41,360 47,681 44,572 44,469

(2）構築物 1,367 1,367

減価償却累計額 908 459 1,002 364

(3）車両及び運搬具 6,203 6,203

減価償却累計額 5,046 1,156 5,415 787

(4）工具器具備品 92,453 85,333

減価償却累計額 82,682 9,770 77,447 7,885

(5）土地  39,014  39,014

有形固定資産合計 98,083 3.8 92,522 3.8 △5,561

２．無形固定資産

(1）のれん 50,182 33,455

(2）ソフトウェア 45,777 42,088

(3）電話加入権 4,899 4,899

(4）ソフトウェア仮勘定 1,124 1,389

無形固定資産合計 101,985 3.9 81,833 3.4 △20,152

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 395,388 314,755

(2）関係会社株式 3,500 3,500

(3）従業員長期貸付金 1,526 864

(4) 破産更生債権等 76,972 1,344

(5）敷金・保証金 32,232 35,043

(6）会員権 8,150 8,150

 　　　貸倒引当金 △80,907 △5,279

投資その他の資産合計 436,862 16.8 358,378 14.9 △78,484

固定資産合計 636,931 24.5 532,733 22.1 △104,197

資産合計 2,598,120 100.0 2,413,277 100.0 △184,843
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金  86,602 72,032

２．未払金 23,535 17,143

３．未払費用 6,361 30,900

４．未払法人税等 10,224 9,531

５．未払消費税等 18,223 8,302

６．前受金 9,617 －

７．預り金 15,103 5,047

８．前受収益 7,459 5,885

９．賞与引当金 31,180 34,850

10．製品保証等引当金 － 13,441

流動負債合計 208,308 8.0 197,136 8.2 △11,171

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 190 190

２．退職給付引当金 34,785 32,214

３．役員退職慰労引当金 36,365 52,552

固定負債合計 71,341 2.8 84,956 3.5 13,615

負債合計 279,649 10.8 282,093 11.7 2,443

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,202,036 46.2  1,202,036 49.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  300,000   300,000    

(2）その他資本剰余金  731,862   731,862    

資本剰余金合計   1,031,862 39.7  1,031,862 42.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   509    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  202,679   91,409    

利益剰余金合計   202,679 7.8  91,918 3.8 △110,760

４．自己株式   △99,185 △3.8  △99,206 △4.1 △20

株主資本合計   2,337,391 89.9  2,226,611 92.3 △110,780

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   △18,920 △0.7  △95,427 △4.0 △76,506

評価・換算差額等合計   △18,920 △0.7  △95,427 △4.0 △76,506

純資産合計   2,318,471 89.2  2,131,183 88.3 △187,287

負債純資産合計   2,598,120 100.0  2,413,277 100.0 △184,843
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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）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）

Ⅰ　売上高

１．製品売上高 1,894,862 1,714,224

２．商品売上高 59,176 1,954,039 100.0 19,484 1,733,709 100.0 △220,330

Ⅱ　売上原価

１．製品売上原価

(1）製品期首たな卸高 53,851 29,964

(2）当期製品製造原価 1,021,709 1,023,537

(3）ソフトウェア償却費 36,607 23,771

合計 1,112,167 1,077,274

(4）他勘定振替高 3,342 5,320

(5）製品期末たな卸高 29,964 31,332

製品売上原価　 1,078,859 1,040,621

２．商品売上原価

(1）商品期首たな卸高 0 －

(2）当期商品仕入高 39,875 16,069

合計 39,875 16,069

(3）商品期末たな卸高 － 16

商品売上原価 39,875 1,118,735 57.3 16,052 1,056,674 60.9 △62,061

売上総利益 835,304 42.7 677,034 39.1 △158,269

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 15,193 16,121

２．販売促進費 75,953 98,211

３．役員報酬 90,578 90,278

４．給与手当 175,469 207,220

５．福利厚生費 31,090 30,407

６．賞与 6,799 7,214

７．賞与引当金繰入額 5,991 7,274

８．退職給付引当金繰入額 755 －

９．役員退職慰労引当金繰入額 16,035 16,187

10．旅費交通費 25,772 26,052

11．賃借料 32,285 32,203

12．減価償却費 21,438 21,228

13．研究開発費 ※１ 131,613 124,967

14．報酬料金 27,746 32,783

15．研修活動費 78,683 96,935

16．その他 27,034 762,442 39.0 36,566 843,651 48.7 81,209

営業利益又は営業損失(△) 72,862 3.7 △166,617 △9.6 △239,479
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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）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 585 603

２．有価証券利息 18,714 19,895

３．受取配当金  172 170

４．業務受託料  3,440 －

５．その他 1,616 24,528 1.2 3,323 23,992 1.4 △535

Ⅴ　営業外費用

１．社債利息 656 －

２．投資組合投資損失 1,622 2,884

３．為替差損 － 368

４．その他 456 2,735 0.1 0 3,253 0.2 518

経常利益又は経常損失(△) 94,654 4.8 △145,878 △8.4 △240,533

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 142,847 75,628

２．役員退職慰労引当金戻入益 8,039 －

３．訴訟和解金 1,200 －

４．受取保険金 － 719

５．投資有価証券売却益 － 152,087 7.8 650 76,998 4.5 △75,088

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 3,181 397

２．投資有価証券評価損 8,728 742

３．たな卸資産廃棄損 17,678 29,588 1.5 － 1,139 0.1 △28,448

税引前当期純利益又は

税引前当期純損失（△）
217,153 11.1 △70,019 △4.0 △287,173

法人税、住民税及び事業税 5,762 6,377

法人税等調整額 8,712 14,474 0.7 △18,012 △11,635 △0.6 △26,110

当期純利益又は当期純損失(△) 202,679 10.4 △58,384 △3.4 △261,063
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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）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

Ⅰ　材料費 7,816 0.6 5,585 0.4

Ⅱ　労務費 620,356 45.6 667,553 50.3

Ⅲ　経費 ※１ 732,729 53.8 653,730 49.3

当期総製造費用 1,360,902 100.0 1,326,869 100.0

期首仕掛品たな卸高 45,255 70,869

　合　　計 1,406,158 1,397,738

期末仕掛品たな卸高 70,869 35,535

他勘定振替高 ※２ 313,579 338,665

当期製品製造原価 1,021,709 1,023,537

　（脚注）

前事業年度 当事業年度

※１　経費の内容は次のとおりであります。 ※１　経費の内容は次のとおりであります。

外注加工費 612,198千円

旅費交通費 35,159千円

消耗品費 10,686千円

減価償却費 4,578千円

その他 70,105千円

計 732,729千円

外注加工費 495,299千円

旅費交通費 37,100千円

消耗品費 33,893千円

減価償却費 3,864千円

製品保証等引当金繰入額 13,441千円

その他 70,131千円

計 653,730千円

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

ソフトウェア 30,012千円

ソフトウェア仮勘定 △2,616千円

販売促進費 75,886千円

研究開発費 131,613千円

研修活動費 78,683千円

計 313,579千円

ソフトウェア 18,606千円

ソフトウェア仮勘定 264千円

販売促進費 97,890千円

研究開発費 124,967千円

研修活動費 96,935千円

計 338,665千円

３　原価計算の方法

　当社の原価計算の方法は、量産品については総合原価計算を、

特注品については個別原価計算を採用しております。

　なお、総合原価計算に際しては製品、仕掛品について予定原価

を使用しており、期末に原価差額を調整しております。

３　原価計算の方法

同左
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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
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

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） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補　(注)   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

当期純利益     202,679 202,679  202,679

自己株式の取得       △83,375 △83,375

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） － － △76,144 △76,144 238,604 238,604 △83,375 79,084

平成19年3月31日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

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） 16,231 16,231 2,274,538

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219

損失の填補　(注)   －

当期純利益   202,679

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△35,151 △35,151 △35,151

事業年度中の変動額合計　(千円） △35,151 △35,151 43,932

平成19年3月31日　残高　(千円） △18,920 △18,920 2,318,471

 　(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
その他

資本剰余金
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）

1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 － 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △52,375 △52,375  △52,375

利益準備金の積立     509 △509 －  －

当期純損失      △58,384 △58,384  △58,384

自己株式の取得        △20 △20

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）

－ － － － 509 △111,269 △110,760 △20 △110,780

平成20年3月31日残高
             　(千円）

1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 509 91,409 91,918 △99,206 2,226,611

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）

△18,920 △18,920 2,318,471

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △52,375

利益準備金の積立   －

当期純損失   △58,384

自己株式の取得   △20

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純
額)

△76,506 △76,506 △76,506

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　（千円）

△76,506 △76,506 △187,287

平成20年3月31日残高
　               (千円）

△95,427 △95,427 2,131,183
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(4）キャッシュ・フロー計算書

 
 
 
 

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）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   

税引前当期純損失  △70,019

減価償却費  32,137

のれん償却額  16,727

貸倒引当金の減少額  △75,628

賞与引当金の増加額  3,670

製品保証等引当金の増加額  13,441

退職給付引当金の減少額  △2,571

役員退職慰労引当金の増加額  16,187

受取利息及び受取配当金  △20,668

投資組合投資損失  2,884

為替差損  612

受取保険金  △719

固定資産除却損  397

投資有価証券評価損  742

投資有価証券売却益  △650

売上債権の減少額  208,656

たな卸資産の減少額  28,493

仕入債務の減少額  △14,569

その他資産の減少額  49,859

その他負債の減少額  △4,274

未払消費税等の減少額  △9,921

小計  174,786

利息及び配当金の受取額  20,846

保険金受取額  719

法人税等の支払額  △2,745

営業活動によるキャッシュ・フロー  193,605

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  △1,882

無形固定資産の取得による支出  △21,189

投資有価証券取得による支出  △100,700

投資有価証券売却による収入  101,850

長期貸付金の回収による収入  941

破産更生債権等の回収による収入  75,628

その他  △2,811

投資活動によるキャッシュ・フロー  51,837

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  △20

配当金の支払額  △52,370

財務活動によるキャッシュ・フロー  △52,391

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △612

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  192,439

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  966,508

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,158,947

(注)　当事業年度より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しております。

エルミック･ウェスコム株式会社㈱　(4770)　平成 20 年 3 月期　決算短信（非連結）

－ 16 －



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）関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）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）

(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

  なお、投資事業組合への出資(証券取引

法第2条第2項により有価証券とみなされる

もの)については、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への出資(金融商品

取引法第2条第2項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価

方法

商品

移動平均法による原価法

商品

同左

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

法人税法に定める定率法

（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）

(1）有形固定資産

法人税法に定める定率法

（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）

　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　これに伴う損益の影響は軽微であります。

　（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。

　これに伴う損益の影響は軽微であります。

(2）無形固定資産

　法人税法に定める定額法。なお、市場販売目

的のソフトウェアについては、見込販売数量に

基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分

額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方

法、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）に基づく定

額法。

(2）無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れに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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、将来支給

見込額の当期負担分を計上しております。

(2）賞与引当金

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）

(3)　　      ―――  (3）製品保証等引当金

　製品等の無償補修費用の支出に備えるため、過

去の実績に基づく将来発生見込額を計上しており

ます。

（追加情報）

  製品保証等費用は、従来、修理作業等の発生

時に計上しておりましたが、当事業年度より売

上高に対する過去の実績率に基づいて製品保証

等引当金として計上することとしました。これ

は、当該費用に重要性が増してきたこと及び当

事業年度において過去の実績を基礎に将来発生

見込額の見積が可能になったことから財務内容

の健全化を図るために行ったものであります。

この結果、従来の方法によった場合と比べ、売

上総利益が13,441千円減少し、営業損失、経常

損失、税引前当期純損失が、それぞれ同額増加

しております。

(4）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および年金資産の見込

額に基づき計上しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、将来支給予

定額を計上しております。

（追加情報）

　当社は、確定給付型の制度として適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けておりました

が、平成19年4月1日をもって適格退職年金制度

を廃止し、退職一時金制度を凍結いたしました。

これに伴い、新たに確定拠出型の中小企業退職

金共済制度に加入し、従来から採用している総

合設立型の厚生年金基金及び特定退職金共済制

度の加入対象者等を拡大しております。

　なお、当該制度移行に伴う損益への影響は軽

微であります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため役員退

職慰労金規程に基づく要支給額を計上しており

ます。

(5）役員退職慰労引当金

同左

５．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

─── 　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなります。

６．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
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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、2,318,471千円であ

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）

（貸借対照表）

　前期において無形固定資産の「営業権」として掲記されていたも

のは、当期より「のれん」と表示しております。　　

　　　　　　　　　　　　　―――

（損益計算書）

　前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示してい

た「研修活動費」は、販売費及び一般管理費の合計額の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しました。

　なお、前期における「研修活動費」は、31,651千円であります。

　　

（損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました「業務受託料」（当期810千円）

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」に含めて表示することにしました。

　前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示していた「為替差

損」は、営業外費用の100分の10を超えることとなったため区分掲記

することにしました。

　なお、前期における「為替差損」は99千円であります。　

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（平成19年３月31日）

当事業年度

（平成20年３月31日）

※１. 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、当事業年度の末日は金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　　　43,278千円

※１. 　　　　　　　　　―――

（損益計算書関係）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

※１　研究開発費の総額 131,613千円 ※１　研究開発費の総額 124,967千円

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

　　　工具器具備品 109千円

　　　ソフトウェア 3,071千円

　　　工具器具備品 397千円
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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）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

　　　　　　　(千株)

当事業年度増加株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度減少株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度末株式数

　　　　　　（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

　　　　　　　(千株)

当事業年度増加株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度減少株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度末株式数

　　　　　　（千株)

普通株式(注) 41 125 － 166

合計 41 125 － 166

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加125千株は、取締役会決議による取得による増加であります。

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 40,219  　　　　　7.5 平成18年3月31日 平成18年6月29日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり、決議しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額

　　　（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年5月18日

取締役会
普通株式 52,375  利益剰余金 10.0 平成19年3月31日 平成19年6月14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．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

　　　　　　　(千株)

当事業年度増加株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度減少株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度末株式数

　　　　　　（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

　　　　　　　(千株)

当事業年度増加株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度減少株式数

　　　　　　　　(千株)

当事業年度末株式数

　　　　　　（千株)

普通株式(注) 166 0 － 167

合計 166 0 － 167

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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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5月18日

取締役会
普通株式 52,375 10.0    平成19年3月31日   平成19年6月14日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

　　　（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

　　　　　　（円）
基準日 効力発生日

平成20年5月16日

取締役会
普通株式 39,281  利益剰余金 7.5 平成20年3月31日 平成20年6月11日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度

 （自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当事業年度 

 （自　平成18年４月１日

 至　平成19年３月31日） 

             　　　　　　　　――― ※１．現金及び現金同等物の当期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

（平成20年３月31日）

現金及び預金勘定 351,915千円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資（有価証券）
807,031千円

現金及び現金同等物 1,158,947千円

(注)　当事業年度より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しております。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

　　前事業年度（平成19年3月31日現在）

　従来、子会社である㈱エアフォルクを連結の対象としておりましたが、平成18年10月に所有株式の一部を売却したことにより、子会社に

該当しなくなりました。これに伴い、当連結会計年度においては連結貸借対照表を作成しておりません。よって、当事業年度の有価証券関

係の注記については、個別ベースで開示しております。

　１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

　　　　　(千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 8,060 12,460 4,400

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 30,094 30,158 64

小計 38,154 42,618 4,464

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 203,723 △20,884

③　その他 － － －

(3）その他 51,500 49,000 △2,500

小計 276,108 252,723 △23,384

合計 314,262 295,341 △18,920

　２．時価のない主な有価証券の内容  

 貸借対照表計上額（千円)

(1) 関連会社株式 3,500

(2) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 693,244

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,116

　　投資事業組合出資金 93,650

　　非上場株式 6,396

合　　　　　　　　計 846,907

　３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類 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）株式 － － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － 9,122 194,600 －

③　その他 － － － －

(3）その他 － 49,000 － －

合計 － 58,122 194,600 －
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　　当事業年度（平成20年3月31日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

　　　　　(千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 8,060 8,600 540

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 30,094 30,358 264

小計 38,154 38,958 804

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 142,756 △81,851

③　その他 － － －

(3）その他 51,500 37,120 △14,380

小計 276,108 179,876 △96,231

合計 314,262 218,835 △95,427

　２．時価のない主な有価証券の内容  

 貸借対照表計上額（千円)

(1) 関連会社株式 3,500

(2) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 756,728

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,303

　　投資事業組合出資金 90,765

　　非上場株式 5,154

合　　　　　　　　計 906,452

　３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類 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）株式 － － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － 75,733 67,023 －

③　その他 － － － －

(3）その他 － 37,120 － －

合計 － 112,853 67,023 －

　４.当事業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）

101,850 650 －
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（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引関係の注記につきましては、前期は連結ベースで開示しておりましたが、当期においては連結財務諸表を作成しており

ませんので、個別ベースで開示しております。

当事業年度（自 平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び総合設立方式の厚生年金基金制度を採用しております。また、確定拠出型の制度と

して特定退職金共済制度を設ける他、平成19年4月に適格退職年金制度を廃止するとともに、退職一時金制度を凍結し、中小企業退職金共

済制度に加入しております。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

①　制度全体の積立状況に関する事項（平成19年3月31日現在）

年金資産の額 22,039 百万円

年金財政計算上の給付債務の額 18,662 百万円

差引額 3,376 百万円

②　制度全体に占める当社の給与総額割合（平成20年3月31日現在）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.94%

③　補足説明　　（平成19年3月31日現在）

上記①の差引額の主な要因は、別途積立金3,727百万円、年金財政計算上の過去勤務債務残高334百万円であります。

なお、本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。

２．退職給付債務に関する事項

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）退職給付債務（千円） △65,431 △32,214

(2）年金資産（千円） 30,645 －

(3）退職給付引当金（千円） △34,785 △32,214

　（注）１.　退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２.　平成19年4月における適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への移行に伴う影響額は軽微であります。

３．退職給付費用に関する事項

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）勤務費用（千円） 6,096 －

(2）厚生年金基金への掛金拠出額（千円） 8,408 25,327

(2）特定退職金共済制度への掛金拠出額（千円） 9,468 13,670

(4）中小企業退職金共済制度への掛金拠出額（千円） － 8,150

計（千円） 23,972 47,147

　（注）勤務費用は簡便法による退職給付費用であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）

　退職給付債務については、直近の年金財政計算上の責任準備金及び

期末自己都合要支給額を、年金資産については、期末日における年金

資産の公正な評価額を使用しております。

　退職給付債務については、平成19年４月に退職一時金制度を凍結し

たため、平成19年3月末時点の自己都合要支給額を使用しておりま

す。 

（追加情報）

 当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号　平成19年5月15日)を適用しております。
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（ストック・オプション等関係）

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）

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 32,889

退職給付引当金 14,123

役員退職慰労引当金 14,764

減価償却費損金算入限度超過額 6,837

固定資産評価損 18,087

投資有価証券 10,573

ゴルフ会員権 9,195

賞与引当金 12,659

税務上の繰越欠損金 352,651

その他 4,140

繰延税金資産小計 475,922

評価性引当額 △459,933

繰延税金資産合計 15,989

（単位：千円）

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,183

退職給付引当金 13,079

役員退職慰労引当金 21,336

製品保証等引当金 5,457

減価償却費損金算入限度超過額 4,243

固定資産評価損 17,665

投資有価証券 12,045

ゴルフ会員権 9,195

賞与引当金 14,149

税務上の繰越欠損金 382,330

その他 14,935

繰延税金資産小計 496,622

評価性引当額 △462,620

繰延税金資産合計 34,001

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

（単位：％）

 法定実効税率 40.6

 （調整）  

 接待交際費等永久に損金算入されない項目 0.6

 受取配当金等永久に益金算入されない項目 △0.0

 住民税均等割等 2.7

 評価性引当金等 △40.4

 のれん償却 3.1

 その他 0.1

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.7

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

 　　税引前当期純損失のため記載しておりません。

（持分法損益等）

　持分法損益等の注記につきましては、当期においては連結財務諸表を作成しておりませんので、当期より開示しております。

当事業年度　（自　平成19年4月1日  至　平成20年3月31日）

　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（関連当事者との取引）

　関連当事者との取引の注記につきましては、前期は連結ベースで開示しておりましたが、当期においては連結財務諸表を作成しておりま

せんので、個別ベースで開示しております。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

     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 442.66円

１株当たり当期純利益金額 38.65円

１株当たり純資産額 406.91円

１株当たり当期純損失金額 11.15円

　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。

　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、１株

当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　（注）１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
  前事業年度末

（平成19年３月31日）

  当事業年度末

（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額            　　　  　              (千円) 2,318,471 2,131,183

純資産の部の合計額から控除する金額　   　             (千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額　　     　　            （千円) 2,318,471 2,131,183

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 (千株) 5,237 5,237

　　　　２.１株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失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）

当期純利益又は当期純損失(△)　        　             （千円） 202,679 △58,384

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又は当期純損失(△)            (千円) 202,679 △58,384

期中平均株式数                      　               （千株) 5,244 5,237

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

５．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

  該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

  ・退任取締役

 　 専務取締役システムプロダクツ統括担当　渡邊　正文

③　退任日

 　 平成20年3月31日　
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