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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 4,203 － 228 － 238 － 122 －

19年３月期 － － － － － － － －

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 31 84 － － 7.1 10.1 5.4

19年３月期 － － － － － － －

（注）平成20年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、対前期増減率及び平成19年３月期は記載しておりません。

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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 2,363 1,718 72.7 446 96

19年３月期 － － － － －

（注）平成20年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成19年３月期は記載しておりません。

（参考）自己資本 20年３月期 1,718百万円 19年３月期 －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 121 △362 △163 748

19年３月期 － － － －

（注）平成20年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、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
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  －  －  12 00 12 00 46 － －

20年３月期 －  －  －  12 00 12 00 46 37.7 2.7

21年３月期（予想） －  －  －  12 00 12 00 － － －

（注）平成20年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成19年３月期の配当性向及び純資産配当率は省略しております。

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）

　　当社は、当連結会計年度より連結子会社と合併しましたので、来期より連結財務諸表を作成しません。従って、業績

　予想につきましては２ページ「平成21年３月期の個別業績予想」をご覧ください。
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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

新規 １社 （社名　㈱スウゼプロダクト） 除外 －社  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 4,649,665株 19年３月期 4,649,665株

②　期末自己株式数 20年３月期 805,065株 19年３月期 777,065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、22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 3,869 13.4 208 △18.7 221 △14.6 125 △32.8

19年３月期 3,413 24.1 256 146.3 259 140.2 186 －

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 32 64 － －

19年３月期 47 73 － －

(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 2,265 1,721 76.0 447 75

19年３月期 2,288 1,664 72.7 429 76

（参考）自己資本 20年３月期 1,721百万円 19年３月期 1,664百万円

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中間期増減率）

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

2,100 11.8 57 △42.2 57 △47.6 40 △35.8 10 40

通期 4,535 17.2 205 △1.8 205 △7.5 125 △0.6 32 51

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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につきましては、３ページ「１．経営成績（1）経営

成績に関する分析」をご覧下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な輸出や大手製造業を中心とした堅調な生産活動に伴う設備投資等に

支えられ、期前半の景気は緩やかな拡大基調を維持しましたが、米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライ

ムローン）問題に端を発する米国の景気後退が確実視されるとともに、原油をはじめとする原材料価格の高騰、円高

基調の為替動向や株安などの要因も重なり、次第に先行き不透明感を強めながら推移いたしました。

　情報サービス産業におきましては、全般的に好調な企業収益と底堅い設備投資に伴い、情報化投資が堅調に推移し、

業界全体の売上高の増加基調が継続しました。このような環境のもと、当社グループは、グループ内外の開発力強化

を積極的に行うとともに、プロジェクト管理の徹底を図り、特に通信分野及び証券業向けを中心とする金融分野の需

要増大に対応することができました。

　また、平成19年8月31日に全株式を取得して子会社化した株式会社スウゼプロダクトの業績を平成19年10月1日から

連結の対象といたしましたので、前年度の個別業績に比べて売上高を大幅に伸長させることができました。しかしな

がら、労務費の増加や外注単価の上昇及び採用関連費用の増加等により原価率が上昇するとともに、一般管理費も子

会社取得に伴う買収関連費用及びのれん償却費の計上等により大幅に増加しましたので、営業利益及び経常利益は減

少いたしました。また、当期純利益は、前年度に計上した法人税等調整額による押し上げ効果がなくなりましたので

大幅に減少いたしました。

その結果、当連結会計年度の売上高は42億３百万円、営業利益は２億28百万円、経常利益は２億38百万円、当期純利

益は１億22百万円となりました。

 

ソリューション分野別の概況は以下のとおりであります。

 

■ＥＲＰソリューション

　ＥＲＰソリューション分野は、前年度に比べて増収となりましたが、売上総利益は減益となりました。これは将来

の成長のために技術者の中途採用を積極的に推進したことによる採用関連コストの増加や既存社員の稼動を抑えて専

門教育を昨年度以上に実施したことに因るものであります。

　当分野は、将来の成長を目指して、３つのＥＲＰパッケージ導入開発をビジネスの柱としながら業務系スクラッチ

開発での売上高を伸張させ、企業向け業務システム開発のプロフェッショナル集団になることを目的に平成20年４月

より部門の名称をエンタープライズソリューション部に変更致しました。

■金融ソリューション

　金融ソリューション分野は、新規顧客の開拓に注力し、複数の新規取引先を獲得することができましたので、前年

度に比べて増収増益を達成することができました。一方では、社員技術者の不足による受注機会の逸失が見られたと

ともに、一部の開発案件においては品質の不良により採算性に問題のある案件もありましたので、売上高の増加に比

べて売上総利益の増加は少額にとどまりました。

　当分野では、来期に向けて規模の拡大を目指し、さらなる新規顧客の開拓と既存顧客との取引拡大を目指すととも

に請負化を推進するための体制を整備してまいります。

■基盤ソリューション

　基盤ソリューション分野は、重点顧客向けの営業展開と注力分野（組込制御、インフラ構築）にリソースを集中し

たことにより、前年度に比べて増収増益を達成することができました。また、平成19年8月31日に全株式を取得して子

会社化した株式会社スウゼプロダクトの開発分野が、主に当ソリューションの開発分野に該当しますので、同社の売

上高と売上総利益を加えますと前年度に比べて大幅な増収増益となりました。

　当分野では、来期に向けて重点顧客への注力による取引の拡大を図るとともに新規顧客との取引を開始するため、

技術者の採用とパートナー会社との協力関係の強化により開発要員の確保に努めてまいります。 

■通信ソリューション

　通信ソリューション分野は、既存開発案件による規模拡大と新規案件の獲得を推し進めるために開発技術者を積極

的に確保するとともに収益性の改善に取り組んだことにより、前年度に比べて売上高及び売上総利益ともに大幅に伸

ばすことができました。

　当分野の市場は拡大傾向にあるものの、顧客における受託案件はやや横這い傾向にありますので、引き続き開発体

制の強化・安定のために開発技術者の確保と教育を推し進めることで、受注機会を逸失させないよう収益の拡大を図っ

ていく所存です。
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（次期の見通し）

　次期のわが国経済は、米国経済の後退や原油・原材料価格の高止まり、円高基調の為替動向に加えて個人消費の停

滞が見込まれるなど不透明な要因が数多くあり、足下では企業収益の伸びが低下し始めていることから景気は当面の

間、減速することが予想されます。

　このような環境下において、当社では、事業会社における情報化投資への動向を注視しつつ、現状においては比較

的堅調な顧客からの開発案件の引き合いに応えるべく、平成20年4月1日に吸収合併した子会社の技術者も含めた社内

外の開発要員を積極的に活用して受注に結び付けるとともに、多様化する顧客からのニーズに対しては、技術力の向

上を図りつつ、マネジメント力の一層の強化に努める所存であります。

　以上により、通期の業績予想につきましては、売上高45億35百万円、営業利益２億５百万円、経常利益２億５百万

円、当期純利益1億25百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

 　①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は23億63百万円となり、前事業年度末に比較し74百万円増加いたしました。流動資産は

15億83百万円となり、前事業年度と比較し２億16百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少（４億

４百万円）によるものです。固定資産は７億80百万円となり、前事業年度と比較し２億91百万円の増加となりました。

主な要因は、のれんの増加（２億29百万円）によるものです。 

　当連結会計年度末における負債は６億45百万円となり、前事業年度末と比較し、20百万円増加いたしました。主な

要因は、未払費用の増加56百万円によるものです。

　当連結会計年度末における純資産17億18百万円となり、前事業年度末と比較し54百万円増加いたしました。 主な要

因は、繰越利益剰余金76百万円によるものです。

 　②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前事業年度末より４億４百万円減少し、

７億48百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動の結果、得られた資金は１億21百万円（前年同期は７百万円の収入）となりました。

　　これは主に、税金等調整前当期純利益２億36百万円であったものの、法人税等の支出等があったことによるも

　のであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動の結果、使用した資金は３億62百万円（前年同期は12百万円の支出）となりました。

　　これは主に、関係会社株式取得による支出等であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果、使用した資金は１億63百万円（前年同期は１億62百万円）となりました。

　　これは主に、借入金の返済額１億円、配当金の支払額等であります。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

ヘッダ1 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
（当連結会計年度）

平成20年３月期

 自己資本比率（％） 82.3 67.0 72.7 72.7

 時価ベースの自己資本

比率（％）
88.5 94.0 106.3 75.6

 債務償還年数（年） 1.5 1.2 14.1 －

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍）
25.5 88.7 6.7 210.2

　（注）1. 各指標の内容

　　　　　株主資本比率　　　　　　　　　　：株主資本／総資産

　　　　　時価ベースの株主資本比率　　　　：株式時価総額／総資産

　　　　　債務償還年数　　　　　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　　　 2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
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 　　　 3. 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

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

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

        4．当社は当期より、連結会計初年度であります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項の一つと認識しており、今後の事業展開に備えるための内部

留保や財務体質の強化を勘案しつつ、安定配当を継続的に行うことを基本方針としております。また、当連結会計年

度の期末配当金につきましては、上記の方針を踏まえ、１株当たり12円を予定しております。内部留保金につきまし

ては、人材育成や競争力強化等の原資に充当し、今後の事業基盤の安定と業績の向上に活用してまいります。

(4）事業等のリスク

ⅰ）顧客先の動向について

　当社が属するソフトウェアの開発業界においては、将来の事業環境の変化に対応するため、合併や資本・業務提携

等が活発化する傾向にあります。当社の顧客先において合併や資本・業務提携等が実施された場合で、発注先に対す

る方針や施策が変更された場合には当社の収益に影響を受けるリスクがあります。　　　　　　　　　　 

ⅱ）プロジェクト案件の採算について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　当社は、請負型のプロジェクト受注にも注力してまいりますが、これらのプロジェクト案件において、受注時の積

算誤りや品質管理及び工程管理に問題が生じた場合には、開発要員の追加投入等により開発コストが増大して原価率

が上昇し収益を圧迫するリスクがあります。

ⅲ）顧客情報の機密保持について

　当社の行う業務は、その性格上、顧客の機密情報に触れることが多いため、当社の注意義務違反により機密情報が

漏洩し、顧客に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任が生じます。機密の保持については、当社社員並び

に当社の外注先及び外注先の社員を厳格に指導しております。当社の社員については、入社時に誓約書を提出させる

とともに社員に対する教育を実施しています。また、外注先に対しては、口座開設時に秘密保持契約書を取り交わす

とともに、社員に対して秘密保持義務の内容を周知徹底の上、遵守させるよう指導しています。

ⅳ）中途社員の採用について

　当社は、平成17年度より新卒採用を再開していますが、現状では即戦力となる技術者の中途採用が中心となってい

ます。当社の顧客からの要請に応えるためにも、当面はこの方針で進めてまいりますが、今後、同業他社においても

即戦力となる技術者の中途採用活動を活発化させることが予想されますので、当社が必要とするスキルを有する技術

者の採用が困難となった場合には、当社の業務遂行に際し影響を受ける可能性があります。

ⅴ）外注先の確保について

　当社は、顧客に提供するサービスとして、顧客の要求する技術力を提供していますが、当社の社内技術者だけでは

対応しきれない場合があります。当期における総製造費用に占める外注費の割合は55.5％であり、前期比2.8ポイント

減少しています。顧客からの要求に応えるためには外注先の技術者の確保が前提となりますが、同業他社においても

発注先の技術者を確保する動きが活発化しており、当社が必要とするスキルを持った技術者を調達できなかった場合

には、当社の受注活動に影響を与える可能性があります。また、今後、需給関係がタイトになることが予想されます

ので、発注単価が想定以上に上昇した場合には、収益に影響を与えるリスクがあります。
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２．企業集団の状況
　当社は、平成19年８月31日に株式会社スウゼプロダクト（以下、スウゼ社という。）の全株式を取得して子会社と

しています。スウゼ社は、基盤ソリューション、通信ソリューション分野を中心とした技術者を保有しており、当社

が受注した開発案件の一部についてスウゼ社に対し業務を委託しております。

 　　(株式取得による会社の買収)

　　　平成19年８月23日開催の取締役会において、株式会社スウゼプロダクトの全株式を取得して100％子会社とするこ

　　とを決議し、平成19年８月31日に同社株式を取得いたしました。

　　　１.取得の目的

　 　　　当社グループとしてソフトウェア開発事業を強化・拡充・発展させ、顧客満足度及び企業価値を向上させるた

　　　　 めであります。

　　　２.株式の取得先

　 　　　松本　利和

　　　３.資本金及び売上高

　 　　　資本金　50,000千円(平成19年４月30日現在)

　 　　　売上高 659,662千円(平成19年４月期)

　　　４.主な事業内容

　 　　　ソフトウェア開発

　　　５.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　 　　　取得株式数(持分比率)

　 　　　　　　　　　　　1,000株(100％)

　 　　　取得価額　　　285,000千円

　　　（連結子会社の吸収合併）

　　　　平成20年４月１日に100％子会社である株式会社スウゼプロダクトを吸収合併いたしました。詳細は、23ページ

　　　「重要な後発事象」をご参照ください。

 

 

顧   客 

当   社 （連結子会社） 

㈱スウゼプロダクト 

ＩＴソリューショ

ンサービス 

ＩＴソリューションサービスの提供 

顧  客 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「プロ意識を持った社員の育成」「挑戦的な企業風土の醸成」「顧客満足の追求」「企業の永続性の追求」

「社会的貢献の推進」を経営の基本方針とし、情報通信分野をはじめとする産業及び社会の構造的変化の中で、お客

様が抱えている経営課題に対し、最先端のＩＴ技術を駆使してソリューションを提案していく会社を目指しています。

これらの方針を具体化するための方策として、平成15年10月にはＩＳＯ９００１の認証を取得するとともに、個人情

報保護の重要性に鑑み平成16年９月にはプライバシーマークの認定を取得いたしました。また、当社では、昨今の地

球環境保全に対する社会認識の高まりを踏まえ、地球環境保護や資源の有効活用に取り組むためにＪＩＳＱ１４００

１を参照して、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を平成18年１月から導入いたしました。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営目標と位置付けていますが、技術力の向上と経営資源の適正な配分

による事業拡大と業績に裏付けされた安定的な成果の配分を継続して行うことを基本方針としております。

　当期末の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり12円の普通配当を予定しております。

　内部留保金につきましては、今後の事業活動並びに経営体質の一層の充実に充当していく方針であります。

(3）目標とする経営指標

　当社は、業容の拡大と収益力の向上を経営目標として設定しております。平成21年３月期は売上高 45億35百万円、

経常利益２億5百万円の達成を目標としています。

また、現在、当社は目標とする経営指標を設定しておりませんが、株主資本を有効かつ効率的に活用することが重要

であると認識しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　社員技術者を付加価値の高い開発分野や新しい技術分野へシフトしつつ、従来のプログラム開発等についてはアウ

トソーシングを積極的に進めています。また、将来に向けた開発力の強化のために、即戦力となる技術者の中途採用

をさらに進めるとともに、経験の浅い技術者や新卒者も採用し、社内教育を実施して戦力化してまいります。 

また、既存のパートナー企業との提携関係を維持・強化するとともに新たな取引先の発掘を積極的に推進いたしま

す。

　中期的には、現在の事業分野において規模の拡大を目指しますが、その後にはプロジェクト案件の受注や新しい事

業分野への進出を図ってまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　現在の開発規模を維持・拡大させることが優先課題であり、技術者の採用活動を一層活発化させるとともにパート

ナー企業との連携を強化して、顧客からの引き合いが旺盛な事業分野に社内外の経営資源を集中してまいります。さ

らには収益性の向上のために付加価値の高い案件の受注強化に努めるとともに、受注案件の採算性の確保に注力いた

します。また、開発案件によっては分散している経営資源の集約化を図り、社員技術者による開発管理を強化する体

制を整えてまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
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
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   748,374  

２．売掛金   702,990  

３．たな卸資産   14,509  

４．前払費用   13,705  

５．繰延税金資産   94,287  

６．その他   9,689  

流動資産合計   1,583,557 67.0

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  312,723   

減価償却累計額  △117,902 194,820  

(2）車両運搬具  14,369   

減価償却累計額  △4,993 9,376  

(3) 工具器具備品  138,568   

減価償却累計額  △113,726 24,842  

有形固定資産合計   229,038 9.7

２．無形固定資産     

(1）のれん   229,710  

(2）ソフトウェア仮勘定   44,802  

(3）その他   12,135  

無形固定資産合計   286,647 12.1

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   16,589  

(2）敷金及び保証金   122,248  

(3）保険積立金   105,086  

(4) 繰延税金資産   19,868  

(5）その他   648  

投資その他の資産合計   264,440 11.2

固定資産合計   780,127 33.0

資産合計   2,363,684 100.0
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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
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   176,641  

２．未払金   53,979  

３．未払費用   99,401  

４．未払法人税等   65,975  

５．賞与引当金   157,142  

６．その他   37,002  

流動負債合計   590,143 25.0

Ⅱ　固定負債     

　退職給付引当金   55,151  

固定負債合計   55,151 2.3

負債合計   645,294 27.3

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,089,162 46.1

２．資本剰余金   784,303 33.2

３．利益剰余金   263,100 11.1

４．自己株式   △421,931 △17.9

株主資本合計   1,714,634 72.5

Ⅱ　評価・換算差額等     

　　その他有価証券評価差額
金

  3,756 0.2

評価・換算差額等合計   3,756 0.2

純資産合計   1,718,390 72.7

負債純資産合計   2,363,684 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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
（％）

Ⅰ　売上高   4,203,184 100.0

Ⅱ　売上原価   3,367,008 80.1

売上総利益   836,176 19.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   607,988 14.5

営業利益   228,187 5.4

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  1,269   

２．受取配当金  84   

３．有価証券利息  3,671   

４．投資事業組合運用益  7,370   

５．その他  1,593 13,990 0.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  579   

２．コミットメントフィー  664   

３．商標権償却費  497   

４．事業所閉鎖費用  1,291   

５．その他  212 3,246 0.1

経常利益   238,931 5.7

Ⅵ　特別損失     

１．固定資産除却損  835   

２．現状回復費用  1,134 1,969 0.0

税金等調整前当期純利益   236,962 5.6

法人税、住民税及び事業
税

 121,349   

法人税等調整額  △7,020 114,328 2.7

当期純利益   122,633 2.9
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(3）連結株主資本等変動計算書

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） 1,089,162 784,303 186,938 △405,147 1,655,256

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △46,471  △46,471

当期純利益   122,633  122,633

自己株式の取得    △16,784 △16,784

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）

  76,162 △16,784 59,378

平成20年３月31日残高（千円） 1,089,162 784,303 263,100 △421,931 1,714,634

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） 9,042 9,042 1,664,298

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △46,471

当期純利益   122,633

自己株式の取得   △16,784

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△5,286 △5,286 △5,286

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△5,286 △5,286 54,091

平成20年３月31日残高（千円） 3,756 3,756 1,718,390
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

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  236,962

減価償却費  31,768

退職給付引当金の増加額  9,963

のれん償却額  25,523

賞与引当金の増加額  20,385

受取利息及び受取配当金  △1,354

支払利息  579

投資事業組合運用益  △7,370

有価証券利息  △3,671

固定資産除却損  835

売上債権の増加額  △46,685

たな卸資産の減少額  11,957

仕入債務の減少額  △17,770

未払消費税の減少額  △5,121

その他の資産・負債の増
加額

 26,582

小計  282,584

利息及び配当金の受取額  5,029

利息の支払額  △579

法人税等の支払額  △165,226

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 121,808
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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）

区分
注記
番号

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

 △34,439

有形固定資産の売却によ
る収入

 802

無形固定資産の取得によ
る支出

 △16,839

投資有価証券の取得によ
る支出

 △303,500

投資有価証券の売却によ
る収入

 300,000

子会社株式の取得による
支出

 △228,510

子会社貸付による支出  △70,000

その他の投資の増減額  △10,390

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △362,878

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の返済による
支出

 △100,000

自己株式の取得による支
出

 △16,784

配当金の支払額  △46,627

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △163,411

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△減少額）

 △404,480

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,152,855

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び
現金同等物の期首残高

 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

 748,374
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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
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社の数　　　１社　

　　連結子会社の名称

　　株式会社スウゼプロダクト

　　　株式会社スウゼプロダクトは平成19年８月31日の株式取得に伴い、９月30

　　日を当社による支配獲得日とみなして連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事

項

　　持分法の適用会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　　連結子会社の事業年度の末日は連結会計年度と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

 　　 その他有価証券

　　    時価のあるもの

　　    　　連結会計年度の末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）　    　

　

　　　　時価のないもの

　　      　移動平均法による原価法

 ②　たな卸資産

      仕掛品

        個別法による原価法

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

 　　　　定率法によっております。

　　　 　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）につ

　　　 いては定額法を採用しております。

         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

           建物　　　　　８～50年

           工具器具備品　５～15年

 ②　無形固定資産

 　   　定額法を採用しております。

　　    なお、ソフトウェア（自社利用）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。　

 (3）重要な引当金の計上基準

    ⅰ）貸倒引当金

　　　　  債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率 

        により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

　　　　し、回収不能見込額を計上することとしております。

 　　ⅱ）賞与引当金

　　　　　 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連

　　　　 結会計年度の負担額を計上しております。

 　　ⅲ）退職給付引当金

　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度の末日における退職給

　　　　 付債務の見込額に基づき計上しております。

           数理計算上の差異は、その発生時において一括で費用処理することとし

　　　　 ております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (4）重要なリース取引の処理方法

      リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン 

    ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に 

    よっております。

 (5）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　　消費税等の会計処理

    　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

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。

６．のれんの償却に関する事

項

　　のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 　 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

  変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ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。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残

高は次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
200,000千円

借入実行残高 － 

差引額 200,000千円

（連結損益計算書関係）

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。

 給与手当 176,607千円

 役員報酬 107,283千円

 賃借料 65,784千円

 減価償却費 26,520千円

 のれん償却額 25,523千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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 4,649,665 － － 4,649,665

合計 4,649,665 － － 4,649,665

自己株式

普通株式 777,065 28,000 － 805,065

合計 777,065 28,000 － 805,065

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加28,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月25日

定時株主総会
普通株式 46,471 12 平成19年３月31日 平成19年６月25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６月23日

定時株主総会
普通株式 46,135 利益剰余金 12 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 748,374千円

現金及び現金同等物 748,374千円

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

　資産及び負債の主な内訳 

　　株式の取得により新たに㈱スウゼプロダクトを連結

　したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

　に㈱スウゼプロダクト株式の取得価額と㈱スウゼプロ

　ダクト取得のための支出（純額）との関係は次のとお

　りであります。

流動資産 189,662千円

固定資産 3,577千円

のれん 255,168千円

流動負債 △114,854千円

固定負債 △48,553千円

㈱スウゼプロダクトの取得価額 285,000千円

㈱スウゼプロダクトの現金及び現

金同等物

56,489千円

㈱スウゼプロダクト取得のための

支出

228,510千円
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

 工具器具
備品

3,517 2,002 1,514

合計 3,517 2,002 1,514

(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

１年以内 621千円

１年超 1,015千円

合計 1,636千円

(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

支払リース料 374千円

減価償却費相当額 330千円

支払利息相当額 43千円

(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。

(5）支払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、各期への配分法について

　は、利息法によっております。

 （減損損失）

 　　　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額〈千円〉

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 3,875 10,209 6,333

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,875 10,209 6,333

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 － － －

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 3,875 10,209 6,333

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

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

300,000 － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 6,380

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度において該当事項はありません。

 

日本コンピュータシステム㈱（9711）平成 20 年３月期決算短信

－ 19 －



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △55,151

(2）退職給付引当金（千円） △55,151

３．退職給付費用に関する事項

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

(2）利息費用（千円）

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円）

15,000

6,447

639

7,913

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1）割引率（％） 1.5

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） 1

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度において該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

　原因別の内訳

当連結会計年度（平成20年３月31日）

（単位：千円)

繰延税金資産

賞与引当金 63,956

未払社会保険料 7,393

投資有価証券評価損 19,177

退職給付引当金 22,446

未払事業税 6,351

その他 16,586

繰延税金資産小計 135,911

評価性引当額 △19,177

繰延税金資産の純額 116,734

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,577

繰延税金負債合計 △2,577

繰延税金資産（負債）合計 114,156

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

当連結会計年度（平成20年３月31日）

（％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

のれん償却額 4.4

役員賞与 1.3

住民税均等割額 1.2

交際費損金不算入額 0.9

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.3

（企業結合等関係）

　企業結合等については、６ページの「２.企業集団の状況」と23ページの「重要な後発事象」をご参照ください。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　当社グループは、同一セグメントに属するＩＴソリューション事業を行っており、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

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

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）

属性 会社等の名称
資本金又
は出資金
（千円）

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

子会社  ㈱スウゼプロダクト 50,000 100.0 5 経営管理  資金の貸付 70,000
 関係会社

短期貸付金
24,000

       貸付金の回収 12,000
 関係会社

長期貸付金
34,000

       利息の受取 812   

（注）㈱スウゼプロダクトに対する貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間を60ヶ月とし

　　ております。なお、担保は受け入れておりません。

（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額         446円96銭

１株当たり当期純利益       31円84銭

 

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

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)

当期純利益（△純損失）（千円） 122,633

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） 122,633

期中平均株式数（千株） 3,850
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（重要な後発事象）

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．（連結子会社の吸収合併について）

　　平成19年11月16日開催の取締役会において承認された合併契約書に基づき、平成20年４月１日に100％子

　会社である株式会社スウゼプロダクトを吸収合併いたしました。

　　1）合併の目的

　   　　グループの経営資源を集約して効率化を図るためであります。

　　2）合併の要旨及び時期

　　　 ①合併する相手会社の名称

　　　 　株式会社スウゼプロダクト

　　　 ②合併の日程

　　　 　合併契約承認取締役会

　　   　　平成19年11月16日

　  　 　合併契約締結日

　　   　　平成19年11月20日

     　　合併効力発生日

　　   　　平成20年４月１日

　　   　合併登記

　　　　　 平成20年４月２日

   3）合併の方法、合併後の会社名称

　      当社が、株式会社スウゼプロダクトを吸収合併し、当該合併による商号、事業内容、本店所在地、

　　　代表者の役職及び氏名、決算期の変更はありません。

        また、株式会社スウゼプロダクトは当社の100％子会社であり、合併に際して新株式の発行や資本金

　　　の増加はありません。

   4）相手会社の主な事業内容、規模

　　　①主な事業内容

　　　　ソフトウェア開発

　　　②規模（平成20年３月期）

　　　　資産

　　　　　225,480千円

　　　　負債

　　　　　173,257千円

　　　　純資産

　　　　   52,223千円

　　　　従業員数

　　　　　 92名

２．（実施する会計処理の概要）

　　本合併は、「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「事業分離等に関す

　る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号）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」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指

　針第10号 最終改正 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。

日本コンピュータシステム㈱（9711）平成 20 年３月期決算短信

－ 23 －



５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,152,855 654,881  

２．売掛金 546,313 600,313  

３．仕掛品 23,366 14,509  

４．前払費用 12,784 13,705  

５．繰延税金資産 59,623 81,950  

６．その他 5,185 34,241  

流動資産合計 1,800,130 78.6 1,399,602 61.8 △400,527

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 301,524 312,723

減価償却累計額 △104,671 196,853 △117,902 194,820  

２．車両運搬具 16,441 14,369

減価償却累計額 △15,511 929 △4,993 9,376  

３．工具器具備品 139,581 138,568

減価償却累計額 △114,378 25,203 △113,726 24,842  

有形固定資産合計 222,986 9.8 229,038 10.1 6,052

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 7,518 7,180  

２．電話加入権 2,402 2,402  

３．商標権 2,418 2,252  

４. ソフトウェア
　　仮勘定

－ 44,802  

無形固定資産合計 12,338 0.5 56,637 2.5 44,298

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 25,606 16,589  

２．関係会社株式 － 285,000  

３．敷金及び保証金 104,299 122,188  

４．保険積立金 100,102 105,086  

５．繰延税金資産 23,060 17,175  

６．その他 405 34,288  

投資その他の資産合計 253,473 11.1 580,326 25.6 326,853

固定資産合計 488,799 21.4 866,003 38.2 377,204

資産合計 2,288,929 100.0 2,265,605 100.0 △23,323
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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 164,855 155,629  

２．短期借入金 100,000 －  

３．未払金 25,956 54,819  

４．未払費用 43,110 73,088  

５．未払法人税等 100,966 53,029  

６．未払消費税等 26,540 18,300  

７．預り金 6,848 8,269  

８．賞与引当金 113,719 132,479  

流動負債合計 581,996 25.4 495,614 21.9 △86,382

Ⅱ　固定負債

　　退職給付引当金 42,633 48,533  

固定負債合計 42,633 1.9 48,533 2.1 5,900

負債合計 624,630 27.3 544,148 24.0 △80,481

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,089,162 47.6  1,089,162 48.1  

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  272,291   272,291    

(2）その他資本剰余金  512,011   512,011    

資本剰余金合計   784,303 34.3  784,303 34.6  

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  186,938   266,166    

利益剰余金合計   186,938 8.2  266,166 11.7  

４．自己株式   △405,147 △17.7  △421,931 △18.6  

株主資本合計   1,655,256 72.3  1,717,700 75.8 62,444

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  9,042 0.4  3,756 0.2  

評価・換算差額等合計   9,042 0.4  3,756 0.2 △5,286

純資産合計   1,664,298 72.7  1,721,456 76.0 57,158

負債純資産合計   2,288,929 100.0  2,265,605 100.0 △23,323
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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  3,413,267 100.0  3,869,979 100.0 456,712

Ⅱ　売上原価  2,693,742 78.9  3,111,048 80.4 417,305

売上総利益 719,525 21.1 758,931 19.6 39,406

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 74,160 107,283

２．従業員給与 147,157 157,392

３．賞与引当金繰入額 22,660 19,595

３．退職給付費用 － 1,932

４．福利厚生費 24,502 27,305

５．採用研修費 2,138 5,984

６．旅費交通費 9,108 10,674

７．消耗品費 11,706 21,992

８．賃借料 55,877 61,905

９．減価償却費 23,906 26,493

10．支払手数料 2,199 4,399

11．業務委託料 21,819 24,953

12．通信費 8,016 8,072

14．その他 59,274 462,527 13.6 72,116 550,099 14.2 87,572

営業利益 256,997 7.5 208,831 5.4 △48,166
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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 494 2,006

２．受取配当金 67 84

３．有価証券利息 4,753 3,671

４．投資事業組合運用益 － 7,370

５．その他 1,440 6,755 0.2 1,177 14,310 0.4 7,555

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1,128 112

２．コミットメントフィー 714 664

３．商標権償却費 484 497

４．投資有価証券評価損 970 －

５．自己株式取得手数料 743 212

６．その他 250 4,291 0.1 － 1,486 0.0 △2,805

経常利益 259,461 7.6 221,654 5.7 △37,806

Ⅵ　特別損失

１．固定資産除却損 － 724

２. 現状回復費用 － － － 1,134 1,858 0.0 1,858

 　　　税引前当期純利益 259,461 7.6 219,796 5.7 △39,664

法人税、住民税及び事
業税

115,078   106,909    

法人税等調整額 △42,555 72,522 2.1 △12,813 94,096 2.4 21,574

 　　　当期純利益 186,938 5.5 125,699 3.2 △61,238
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ＩＴソリューション原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費 954,262 35.3 1,160,923 37.4 206,661

Ⅱ　外注加工費 1,577,250 58.3 1,722,423 55.5 145,172

Ⅲ　経費 175,023 6.4 218,843 7.1 43,820

当期総製造費用 2,706,536 100.0 3,102,190 100.0 395,654

期首仕掛品たな卸高 10,572 23,366  

計 2,717,109 3,125,557  

期末仕掛品たな卸高 23,366 14,509  

ＩＴソリューション原
価

2,693,742 3,111,048  

　（脚注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．原価計算の方法 １．原価計算の方法

個別原価計算を採用しています。 同左

２．労務費には次の費用が含まれています。 ２．労務費には次の費用が含まれています。

賞与引当金繰入額 91,059千円

退職給付費用 5,124千円

賞与引当金繰入額 112,884千円

退職給付費用 7,397千円

３．経費のうち主なもの ３．経費のうち主なもの

旅費交通費 46,449千円

賃借料 22,334千円

リース料 808千円

旅費交通費 51,003千円

賃借料 32,337千円

リース料 354千円
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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）

1,089,162 272,291 624,579 896,870 △13,082 △13,082 △341,880 1,631,069

事業年度中の変動額

資本準備金減少差益取崩額
（注）

  △13,082 △13,082 13,082 13,082  －

剰余金の配当額（注）   △99,485 △99,485    △99,485

当期純利益     186,938 186,938  186,938

自己株式の取得       △63,267 △63,267

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）

  △112,567 △112,567 200,020 200,020 △63,267 24,186

平成19年３月31日残高
（千円）

1,089,162 272,291 512,011 784,303 186,938 186,938 △405,147 1,655,256

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）

14,089 14,089 1,645,159

事業年度中の変動額

資本準備金減少差益取崩額
（注）

  －

剰余金の配当額（注）   △99,485

当期純利益   186,938

自己株式の取得   △63,267

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,047 △5,047 △5,047

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,047 △5,047 19,139

平成19年３月31日残高
（千円）

9,042 9,042 1,664,298

 （注）平成18年６月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

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）

1,089,162 272,291 512,011 784,303 186,938 186,938 △405,147 1,655,256

事業年度中の変動額

剰余金の配当額     △46,471 △46,471  △46,471

当期純利益     125,699 125,699  125,699

自己株式の取得       △16,784 △16,784

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）

    79,228 79,228 △16,784 62,444

平成20年３月31日残高
（千円）

1,089,162 272,291 512,011 784,303 266,166 266,166 △421,931 1,717,700

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）

9,042 9,042 1,664,298

事業年度中の変動額

剰余金の配当額   △46,471

当期純利益   125,699

自己株式の取得   △16,784

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,286 △5,286 △5,286

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,286 △5,286 57,158

平成20年３月31日残高
（千円）

3,756 3,756 1,721,456

日本コンピュータシステム㈱（9711）平成 20 年３月期決算短信

－ 30 －



(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

税金等調整前当期純利益 259,461

減価償却費 20,548

無形固定資産減価償却費 7,675

退職給付引当金の増加額 3,832

賞与引当金の増加額 25,891

受取利息及び受取配当金 △561

支払利息 1,128

有価証券利息 △4,753

投資有価証券評価損 970

売上債権の増減額(増加：△) 18,604

たな卸資産の増減額(増加：△) △12,794

仕入債務の増減額 34,493

未払消費税等の増減額 14,945

その他の資産・負債の増加額 40,963

小計 410,405

利息及び配当金の受取額 5,313

利息の支払額 △1,057

役員退職慰労金の支払額 △330,000

法人税等の支払額 △77,557

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,103
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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）

区分
注記
番号

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 △4,475

無形固定資産の取得による支出 △2,746

投資有価証券の取得による支出 △698,855

投資有価証券の売却による収入 698,855

貸付による支出 △810

貸付金の回収による収入 40

その他 △4,984

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,976

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 △63,267

配当金の支払額 △99,403

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,670

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△168,543

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,321,398

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,152,855
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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）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）

（1）有価証券

　①子会社株式

　　移動平均法による原価法

　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

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品

　個別法による原価法

仕掛品

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）

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物　　　　　８～50年

　工具器具備品　５～15年

(1）有形固定資産

同左

(会計方針の変更)

  法人税法の改正（(所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令平成19年３月30日　政令

第83号)）に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

  なお、これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。         　　　　　

(追加情報)

  法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

  なお、これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。         　　　　　

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）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
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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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上することとしております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の事

業年度で一括で費用処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引につきましては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

同左

６．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ヵ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。

―

７．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

　税抜方式を採用しております。

　消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

および「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1,664,298千

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。 

―――― 
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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）

（損益計算書）

１．前期まで区分掲記しておりました「除斥満了配当金」

及び「旧ライセンス事業収入」は、それぞれ営業外収益

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。

　なお、当期の「その他」に含まれている「除斥満了配

当金」及び「旧ライセンス事業収入」は、それぞれ234

千円、104千円であります。

２．前期まで営業外費用の「その他」に含めておりました

「自己株式取得手数料」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前期の「その他」に含まれている「自己株式取

得手数料」は181千円であります。

（損益計算書）

――――

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

―――― １．関係会社に係る注記

　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

短期貸付金 24,000千円

長期貸付金 34,000千円

買掛金 12,546千円

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行　行と貸出コミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総

額
300,000千円

借入実行残高 －

差引額 300,000千円

貸出コミットメントの総

額
200,000千円

借入実行残高 －

差引額 200,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――― １．関係会社に係る注記

　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

外注加工費 65,603千円
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 4,649,665 － － 4,649,665

合計 4,649,665 － － 4,649,665

自己株式

普通株式 670,265 106,800 － 777,065

合計 670,265 106,800 － 777,065

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加106,800株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加106千株、単元　

　　未満株式の買取りによる増加800株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月26日

定時株主総会
普通株式 99,485 25 平成18年３月31日 平成18年６月27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19年６月25日

定時株主総会
普通株式 46,471 利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月26日

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 777,065 28,000 － 805,065

合計 777,065 28,000 － 805,065

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　現金及び現金同等物の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19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,152,855千円

現金及び現金同等物 1,152,855千円
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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）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、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）

工具器具備
品

5,435 5,073 362

合計 5,435 5,073 362

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備
品

225 173 51

合計 225 173 51

(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

(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

１年以内 390千円

１年超 －千円

合計 390千円

１年以内 51千円

１年超 －千円

合計 51千円

(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 1,179千円

減価償却費相当額 1,087千円

支払利息相当額 32千円

支払リース料 56千円

減価償却費相当額 56千円

支払利息相当額 －千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）支払利息相当額の算定方法 (5）支払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、各期への配分法については、利

息法によっております。

同左

 （減損損失）

 　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）

 同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

有価証券

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 3,875 19,124 15,248

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,875 19,124 15,248

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 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 3,875 19,124 15,248

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

698,855 － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 2,880

投資事業組合への出資 3,601

当事業年度（平成20年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、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を採用しております。

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）

(1）退職給付債務（千円） △42,633

(2）退職給付引当金（千円） △42,633

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）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

(2）利息費用（千円）

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円）

5,631

4,394

582

655

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
（平成19年３月31日）

(1）割引率（％） 1.5

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） 1

日本コンピュータシステム㈱（9711）平成 20 年３月期決算短信

－ 40 －



（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）

該当事項はありません。

（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）

（単位：千円)

繰延税金資産

賞与引当金 46,283

未払事業税 8,759

投資有価証券評価損 19,177

退職給付引当金 17,351

その他 16,495

繰延税金資産小計 108,068

評価性引当額 △19,177

繰延税金資産の純額 88,890

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △6,206

繰延税金負債合計 △6,206

繰延税金資産（負債）合計 82,684

（単位：千円)

繰延税金資産

賞与引当金 53,918

未払社会保険料 6,232

投資有価証券評価損 19,177

退職給付引当金 19,753

未払事業税 5,212

その他 16,586

繰延税金資産小計 120,881

評価性引当額 △19,177

繰延税金資産の純額 101,703

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,577

繰延税金負債合計 △2,577

繰延税金資産（負債）合計 99,125

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

なった主要な項目別の内訳

前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成20年３月31日）

（％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当額戻入 △13.4

住民税均等割額 1.0

交際費損金不算入額 0.5

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.0

（％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

住民税均等割額 1.2

交際費損金不算入額 0.9

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.8

（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

22ページの「関連当事者との取引」をご参照ください。 

（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         429円76銭

１株当たり当期純利益       47円73銭

１株当たり純資産額         447円75銭

１株当たり当期純利益       32円64銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

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

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（△純損失）（千円） 186,938 125,699

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） 186,938 125,699

期中平均株式数（千株） 3,916 3,850

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ―――― 　23ページの連結注記（重要な後発事象）をご参照くださ

い。

６．その他
(1）役員の異動

 退任予定監査役

　（非常勤）監査役　松崎明美

 

(2）その他

  該当事項はありません。
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